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国立西洋美術館を構成資産の一つに含む建築家ル・コルビュジエの建築作品
が、近代建築運動への顕著な貢献として評価され、ユネスコの世界遺産に登録
されました。ユネスコは、世界遺産について下記のように説いています。

その未来と、

“ 地球の生成と人類の歴史によって生み出され、過去から現在へと引き継
がれてきたかけがえのない宝物です。現在を生きる世界中の人びとが過去
から引継ぎ、未来へと伝えていかなければならない人類共通の遺産です ”
―― 引用：世界遺産とは｜世界遺産運動｜日本ユネスコ協会連盟

県立図書館の
建築物としての魅力
今回の世界遺産への登録を受けて、ル・コ
ルビュジエに師事し、日本の戦後モダニズム
建築の旗手として活躍した前川國男への関心
が高まり、前川の名建築「神奈川県立図書館」
が改めて注目を集めています。
写真：ホロ―ブリック（穴あきレンガ）のシルエットが特徴的な本館の夜景

県立図書館では、世界遺産登録記念講演会として、11 月 20 日（日）
、
「図書館建築の歴史と未来を語り合う～ル・
コルビュジエ・前川國男・鬼頭梓・武蔵野プレイス・そして～」と題する講演会を開催しました。図書館建築の歴
史と未来について、京都工芸繊維大学教授の松隈洋氏と、武蔵野市立ひと・まち・情報創造館武蔵野プレイス（
「武
蔵野プレイス」
）を設計した川原田康子氏と比嘉武彦氏が、語り合いました。
松隈氏は、前川國男建築設計事務所で仕事をされた経験もある方で、県立図書館をはじめとする前川の建築の持
つ歴史的・文化的価値について、熱く語っていただきました。また、武蔵野プレイスは、図書館機能をはじめとし
て、生涯学習支援、市民活動支援、青少年活動支援等の機能を併せ持った複合機能施設です。図書や活動を通して、
人びとが出会い、それぞれが持っている情報を共有・交換しながら、知的な創造や交流を生み出し、地域社会の活
性化を深められるような活動支援型の施設をめざして設置されたもので、川原田氏と比嘉氏からは、未来の図書館
を考える上で示唆となるお話をいただきました。
 『ル・コルビュジエ作品集』
 『ル・コルビュジエ展カタログ』
 『知られざるル・コルビュジエ展』
 『伽藍が白かったとき』
 『モデュロ－ル１』
 『モデュロ－ル２』
 『現代建築の巨匠』
 『ル・コルビュジエと私
写真：
「近代建築と神奈川-文化施設を中心に-」の館内展示風景
(現在は終了しています)
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 『ル・コルビュジエと国立西洋美術館』

吉阪隆正集 第８巻』

 『GAグローバル・アーキテクチュアNo.30』
、ほか

県立図書館は建築に関わる書籍を多数所蔵しています。ぜひ、ご利用ください。HPから蔵書検索もできます。http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/yokohama/index.html

2面

「マナぼーカナ？」をご覧いただき、誠にありがとうございます。
生涯学習情報システム「ＰＬＡＮＥＴかながわ」の紹介をさせていただきます。
読んでいただき、もしご興味がわきましたら、是非「ＰＬＡＮＥＴかながわ」の
ホームページを覗いてみてください！

生涯学習情報システム

ネットでさがそう

生

涯

学
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「ＰＬＡＮＥＴかながわ」とは？
生涯学習情報システム「ＰＬＡＮＥＴかながわ」は、
平成 9 年 10 月に県内の生涯学習情報を検索できるシステ

ＰＬＡＮＥＴとは・・・

ムとしてスタートしました。

Ｐilot（先導的に）
Ｌearning（学習を）
Ａssist（支援する）
ＮＥＴwork（ネットワーク）

「ＰＬＡＮＥＴ」とは、「Pilot・Learning・Assist・
NETwork」の頭文字を用いています。これは、
「先導的に
学びを助けるネットワーク」という意味であり、生涯学
習情報システム「ＰＬＡＮＥＴかながわ」の主な目的で
もあります。

生涯学習情報システム
「ＰＬＡＮＥＴかながわ」でできること！
「ＰＬＡＮＥＴかながわ」では、県内の様々な生涯学習
情報の検索をすることができます。
「講座・イベント情報」では、県内の講座やイベント等、
「指導者・人材情報」では、県内で活動できる生涯学習
関連の指導者やボランティアの検索、
「団体・グループ情

「ＰＬＡＮＥＴかながわ」では、こ

報」では、県内で活動している様々な団体を検索するこ

の他にも、
「おでかけ情報」
・
「施設情

とができます。

報」・
「教材・機器情報」・
「資格・試

また、上記の３つの情報を「ＰＬＡＮＥＴかながわ」

験情報」・
「文化財情報」・
「出土品情

に掲載することも可能です。
（詳しくは、ホームページを

報」等様々な情報が検索できます♪

ご覧いただくか、県立図書館生涯学習サポート課にお問
い合わせください）

パソコンが家にないから見ることができない！！
という方へ
当県立図書館生涯学習サポートコーナーでは、生涯学

その他
Twitter・Facebook では、講座イベント情報等だけで

習情報を検索するため、無料でパソコンが利用できます。

はない生涯学習情報をこっそりとつぶやいています♪こ

是非一度お立ち寄り頂き、当ホームページをご覧いただ

ちらの方も是非一度ご覧ください。

けたらと思います。
※利用には、県立図書館カード等、本人確認が必要とな

ＰＬＡＮＥＴかながわ

ります。
生涯学習情報システム「ＰＬＡＮＥＴかながわ」
http://www.planet.pref.kanagawa.jp /
神奈川県生涯学習ニュース「マナぼーカナ？」とは？
紙面で生涯学習情報を知りたい方を対象に、県立図書館生涯学習サポート課のイベント情報や県の生涯学習関連施設のイベント情報・
サポートコーナーの情報を解りやすく解説し、生涯学習に対する興味関心を持っていただくための情報誌です。

３面

相談員の

コーナー
平成 26 年度より、生涯学習サポートコーナーでは「相談員のおすすめコー
ナー」を設け、学習相談員が持ち回りでおすすめ情報を展示してきました。

これまでのおすすめ情報を紐解いてみると、相談員の個性あふれた企画、その年のドラマ
や話題に対応した企画、社会教育に関連した企画など、多岐にわたっていることが分かりま

学習相談員からの
お知らせ
サポートコーナー

す。様々な角度からのアプローチが、皆さんの生涯学習を始めるきっかけとなれば光栄です。
今後ともご期待下さい。

これまでの「相談員のおすすめコーナー」一覧
教養

資格・社会教育に関するもの
・学ぼう オープンカレッジで！
・
「かながわ検定」の合格を目指そう！
・スキルアップに“英語検定”チャレンジ！
・洋書を活用して学び直そう英語
・公民館報（公民館だより）にみる地方
の課題、その取組み
・神奈川県PTA協議会主催広報紙コンク
ール入賞作品展示

・人生を楽しむとは？
【ナーシャ・テューダー（絵本作家）に学ぶ！】

・わびさびを！ 華道の達人に学ぶ！
・映画で学ぼう！
・ジャズの名盤 お薦め（CD・レコード）
・横浜のジャズ・日本のジャズ
・覗いてみませんか “和歌の世界”
・熱帯夜に、少し涼しい古典文学
おでかけ情報

ドラマや話題の番組に関するもの
・
「日本のウィスキーの父」に学ぶ！
・
『にっぽん縦断 こころ旅』の魅力に迫る
・
『ブラタモリ』を活かした生涯学習

相談員の

vol.3

・日本の美を学ぼう！ 美術館に行こう！
・発見！ 港“よこはま”と湘南
・訪ねよう！ミュージアム
・再発見！おもてなしの心
・歩く・見る・知る 神奈川の歴史を巡る道
・知る・学ぶ 神奈川の夏

今後のラインナップ
【12 月】
公共施設の
新しい取組み
【２月】
歴史たどる
『かながわの道』

新年に新たな「学び」をスタートさせてみませんか？「学び」といっても、学生時代のような机に向か
う勉強だけではありません。日々の生活で、疑問を持ったり興味がわいたことを調べたり、関連の本を読
むことでもかまいません。いつでも、どこでも、どういうテーマでもよいのです。
私は散策が好きでよく出かけるのですが、その土地の歴史や文化について調べたり本を読んだりすると、
街歩きがより楽しく感じられます。知らなかったことを知ることは面白く、人物・歴史・自然などについ
てもっと調べてみたくなります。アインシュタインの言葉に「学べば学ぶほど、私は何も知らないことが
わかる。自分が無知であると知れば知るほど、私はより一層学びたくなる。
」という言葉がありますが、あ
る事柄を知るとまたその先が知りたくなり、新たな気づきや関連のジャンルへの関心に繋がるように思わ
れます。
博物館や資料館なども利用しますが、展示が工夫されていることが多く、知的好奇心がくすぐられます。
最近は、インターネットで県立図書館の「神奈川デジタルアーカイブ」や県立歴史博物館の「デジタルミ
ュージアム」なども利用しています。好きな時にじっくりと見ることができ、必要に応じて拡大表示もで
きて便利です。
県内の様々な博物館・美術館では、展示だけでなく講座・体験教室・観察会・ワークショップ等が開催
されていますので、興味のあるテーマがあれば参加されてみてはいかがでしょうか？生涯学習サポートコ
ーナーには、いろいろな施設からの講座・催し物案内が来ています。気楽にお立ち寄りください。

●お問い合わせ●
県立図書館生涯学習サポートコーナー（新館１階）
☎045-263-5920

http://www.planet.pref.kanagawa.jp/riyou/riyou.htm

４面

県埋蔵文化財センター

県の生涯学習関連施設
おすすめ情報

掲載内容は各施設からの情報
を基に作成しています。変更さ
れる場合がありますので、おで
かけ前に確認をお願いします。

県立川崎図書館
講座名：サイエンスカフェ きのこの世界のナマケモノ？
日 時：１月 21 日（土）午後２時～４時
内 容：生命の星・地球博物館学芸員 折原貴道氏に、身近なきの
こについてお話いただきます。
会 場：県立川崎図書館 ２階ホール
申込方法：ＨＰ、往復はがき
申込期限：１月 10 日（火）必着
申込先：県立川崎図書館科学情報課 ☎044-233-4537
〒 210-0011 川 崎 市 川 崎 区 富 士 見 ２ - １ - ４
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/kawasaki/

県立生命の星・地球博物館
県立生命の星・地球博物館
講座名：人類進化論を学び・教えるワークショップ（室内実習）
日 時：２月 18 日（土）午後１時～４時
内 容：博物館所蔵の標本を使って、最新の人類進化論について
学んだ後、解説のためのワークシートをつくります。
学生、大人、教員が対象 定員20名
会 場：県立生命の星・地球博物館
申込方法：ＨＰ（申込フォーム）または往復はがき
申込期限：１月 31 日（火）消印有効
申込先：県立生命の星・地球博物館企画普及課 ☎0465-21-1515
〒250-0031 小田原市入生田 499
http://nh.kanagawa-museum.jp/

県立近代美術館
県立近代美術館 葉山
葉山
展覧会名：1950 年代の日本美術－戦後の出発点
日 時：1 月 28 日（土）～3 月 26 日（日）※祝日を除く月曜休館
内 容：金山康喜や野見山暁治らの作品を展観し、戦争の傷のまだ
いえぬ中にあって、新たな芸術を生み出そうとした1950年
代の美術家たちの動向を、現代の眼で見つめ直します。
会 場：県立近代美術館 葉山
問合せ先：県立近代美術館 葉山 ☎046-875-2800
〒240-0111 三浦郡葉山町一色2208-1

県立近代美術館 葉山
葉山
県立近代美術館
展覧会名：
【コレクション展 3】反映の宇宙【特集】上田 薫
日 時：1 月 28 日（土）～3 月 26 日（日）※祝日を除く月曜休館
内 容：本展では長谷川潔、浜口陽三などの版画コレクションを中
心に、写実的な描写の中に射し込まれた「反映」のイメー
ジをたどります。また上田薫の新収蔵作品を特集します。
会 場：県立近代美術館 葉山
問合せ先：県立近代美術館 葉山 ☎046-875-2800
〒240-0111 三浦郡葉山町一色2208-1

展覧会名：平成 28 年度かながわの遺跡展・巡回展
．．．
．．．
「かながわの最初の現代人
―旧石器時代のヒトと社会―」
「かながわの最初の現代人―旧石器時代のヒトと社会―」
日 時：【遺跡展】12 月 10 日（土）～１月 15 日（日）
午前９時半～午後５時（入館は４時半まで）
【巡回展】１月 21 日（土）～２月 26 日（日）
午前９時～午後５時（入館は４時半まで）
内 容：現生人類に特有のものとされる行動ごとに、県内の最近
の出土資料を中心に展示することで、旧石器時代の人々
と現代の私達に通じる部分を探ります。
会 場：
【遺跡展】川崎市市民ミュージアム 企画展示室１
【巡回展】大磯町郷土資料館 企画展示室※休館日はＨＰ参照
問合せ先：県埋蔵文化財センター
〒232-0033 横浜市南区中村町３-191-１
※詳細はHP参照 http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f6656/

県立金沢文庫
県立金沢文庫
展覧会名：愛された金沢八景 楠山コレクションの全貌
日 時：２月 10 日（金）～４月 23 日（日）予定 ※休館日はＨＰ参照
内 容：楠山永雄氏（1931～2013）は、江戸時代から戦後まで
の金沢八景に関係する膨大なコレクションをつくりあげ
ました。本展覧会ではその全貌をご紹介します。
会 場：県立金沢文庫
問合せ先：県立金沢文庫 ☎045-701-9069
〒236-0015 横浜市金沢区金沢町142
http://www.planet.pref.kanagawa.jp/city/kanazawa.htm

県立歴史博物館
講座名：地域巡回講座「東海道川崎宿を訪ねる」
日 時：３月 10 日（金）午前 10 時半～午後３時半
内 容：東海道川崎宿を砂子の里資料館の学芸員や当館学芸員と
共に訪ねる講座です。午前中は講義、午後は現地見学会
を行ないます。定員30名 参加費無料（保険料実費負担有）
会 場：旧川崎宿周辺
申込方法：ＨＰ（申込フォーム）または往復はがき
申込期限：１月 31 日（火）必着
申込先：県立歴史博物館事務室企画普及課
☎045-201-0926
〒231-0007 横浜市中区弁天通６-85 宇徳ビル６Ｆ
http://ch.kanagawa-museum.jp/

県立歴史博物館
講座名：建物見学会
日 時：３月 18 日（土）午後１時半～午後３時半
内 容：当館周辺の近代化建築物を当館学芸員の解説付きで巡り
ます。定員25名 参加費無料（保険料実費負担有）
会 場：県立歴史博物館周辺
申込方法：ＨＰ（申込フォーム）または往復はがき
申込期限：１月 31 日（火）必着
申込先：県立歴史博物館事務室企画普及課
☎045-201-0926
〒231-0007 横浜市中区弁天通６-85 宇徳ビル６Ｆ
http://ch.kanagawa-museum.jp/

