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小田原駅から箱根登山鉄道に揺られて 10 分ほど、箱根の入口に位置する県立
生命の星・地球博物館。ここは、横浜にあった(旧)県立博物館の自然史部門が独
立する形で、平成 7 年に開館しました。鉱物や化石、動物や植物の標本などが展
示されている、見て触れて楽しめる博物館です。
秋の少し涼やかになった頃合いに紅葉狩りがてら、生命の星・地球博物館に行

社会教育施設
を訪ねて・・・

ってみるのは、いかがでしょうか？

エントランスから楽しめる博物館
箱根登山鉄道の入生田駅下車、3 分ほど歩くと生命の星・地球博物館につ
きます。入ると、まず目に映るのが魚骨格標本や巨大な恐竜。この魚骨格標
本は、中生代白亜紀後期（約 8500 万年前）に生息していた肉食魚であるクシ
ファクティヌスです。その少し奥ではアラスカヒグマのはく製のウェルカム
ベアが出迎えます。このウェルカムベアは、体長 3m を超える大変迫力ある
姿をしていて、一緒に写真を撮ることもできます。

常設展のイチオシ！
常設展全体の見どころは、展示物に触れることができることと高さを生かした展
示です。
「地球を考える」のエリアでは、一面にアンモナイトの化石が埋まった地層を再
現した壁や天井近くまでの巨大な岩石、色とりどりの鉱物などが展示されていて、
触ってその質感を確かめることができるものもあります。鉱物やいん石などから地
球の歴史を学ぶことができます。
「生命を考える」のエリアでは、化石や動物のはく製、植物などの標本がたくさん展示
されていて、生物の進化が分かるようになっています。正面を見ると同じ目線の高さには、
今にも噛みつきそうな風貌のティラノサウルスの頭蓋骨が展示されています。上を見てみ
ると翼竜の模型やクジラ等の全身骨格が生きているときの姿で吊り下げられています。他
にも哺乳類のはく製や昆虫類の標本など様々なものを見ることができます。
３階の展示室では、横浜市で産出したザトウクジラのせきつい骨やナウマンゾウの骨格
標本、神奈川県がかつて海であったことを示す貝類の化石が多く展示されており、神奈川
県の大地の歴史を知ることができます。また、地球の環境について、９つの観点（温暖化、
大気圏、人類がしていること、水圏、生物圏、オゾン層の破壊、砂漠化、酸性雨、野生種
の減少）を紹介し、人間と自然の共生について考える展示がされています。
このほかにも、収蔵コレクションや標本をテーマごとに大きな本形式で展示したジャンボブックや、ハイビジョン映
像で地球の歴史や生命の多様性を実感できるミュージアムシアターなど見どころがたくさんあります。
46 億年にわたる地球の歴史や生命の多様性を体感してください。
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講座名：中学生火山講座「城ヶ島」～多様な火山噴出物～
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県立近代美術館
＜葉山＞〒240-0111
三浦郡葉山町一色2208-１
TEL:046-875-2800
http://www.moma.pref.kanagawa.jp/

展覧会名：生誕160年 マックス・クリンガー版画展
日
内

程：９月16日（土）～11月５日（日）祝日除く月曜休館
容：19世紀から20世紀の転換期にドイツで活躍した彫刻
家・画家・版画家のマックス・クリンガーの生誕160
年を記念する版画展を開催します。
会 場：県立近代美術館 葉山
問合せ先：上記のTEL、または住所
展覧会名：1937-モダニズムの分岐点
日
内

程：９月16日（土）～11月５日（日）祝日除く月曜休館
容：1937（昭和12）年は、国内外の前衛美術にとって分
岐点となる年でした。1937年前後に描かれた麻生三
郎、村井正誠、吉原治良らの作品を紹介します。
会 場：県立近代美術館 葉山
問合せ先：上記のTEL、または住所

県立生命の星・地球博物館
〒250-0031 小田原市入生田499
TEL:0465-21-1515
http://nh.kanagawa-museum.jp/

日 時：12月23日（土・祝）10:00～15:00
内 容：多様な火山噴出物を観察するとともに、小さな剥
ぎ取り標本を作製しながら比較整理をします。
【対
象】中学生（保護者参加可）、高校生、教員【定員】
30名
会 場：城ヶ島（三浦市）
申込方法：往復はがき、または博物館HPお問い合わせフォー
ム
申込期限：12月５日（火）
申込先：上記

県立金沢文庫
〒236-0015 横浜市金沢区金沢町142
TEL:045-701-9069
https://www.planet.pref.kanagawa.jp/city/kanazawa.htm

展覧会名：特別展 横浜の元祖 寶生寺 ―寶生寺聖教横浜市文化
財指定記念―

日

程：９月１日（金）～10月29日（日）

内

容：横浜市南区堀ノ内町の古刹・寶生寺。寶生寺聖教
が横浜市有形文化財に指定されたのを記念し、同
寺の文化財を一堂のもとにご覧いただきます。※
詳細はHP
会 場：県立金沢文庫
問合せ先：上記のTEL

展覧会名：特集陳列「金沢文庫×縄文」
日 程：９月１日（金）～10月29日（日）
内 容：金沢文庫所蔵の縄文時代考古資料を公開します。
「特別展 横浜の元祖 寶生寺」との同時開催で
す。㊡はHP参照
会 場：県立金沢文庫
問合せ先：上記のTEL
展覧会名：特別展 唐物 KARA-MONO ―中世鎌倉文化を彩
る海の恩恵―

展覧会名：特別展 地球を「はぎ取る」～地層が伝える大地の記憶
～
日 程：開催中～11月５日（日）※休館日はHP参照
内 容：崖に接着剤をふきつけて地層をはがし取る「地層はぎ
取り標本」を使って、地球で起こった出来事や地層の
美しさを紹介します。
会 場：県立生命の星・地球博物館 特別展示室
問合せ先：上記
展覧会名：特別展公開シンポジウム「❝はぎ取り❞で保存する―土
壌、遺跡、地層の世界―」
日
内

時：10月21日（土）13:00～16:20

容：はぎ取り標本をなぜ集め、どのように活用されるのか
という博物館の基礎活動のほか、アートの世界ではど
のように映るのかなど、さまざまな観点から❝はぎ取
り❞を見つめます。
会 場：県立生命の星・地球博物館 SEISA ミュージアムシ
アター
問合せ先：上記

日

程：11月３日（金・祝）～平成30年１月８日（月・祝）

内

容：大陸との交易により中世鎌倉は国際色豊かな文化
が花開きました。舶載された陶磁器や仏画、仏像
などの文化財から、鎌倉文化の基底にある大陸へ
の憧憬を探ります。㊡はHP参照
会 場：県立金沢文庫
問合せ先：上記のTEL
講座名：文字・活字文化の日特別記念講座「『西遊記』のモ
トを読む」
日 時：10月28日（土）13:30～15:00
内 容：文字・活字文化の日を記念して、道津綾乃主任学
芸員が、みなさまご存じの『西遊記』を深く読み
解きます。 ※詳細はHP
会 場：県立金沢文庫
申込方法：往復はがき、または金沢文庫HP講座申込フォーム
申込期限：10月15日（日）
問合せ先：上記のTEL
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講座名：国宝・金沢文庫文書に親しむ講座

県立図書館

「唐物関係史料を読む」
（仮）
時：12月16日（土）13:30～15:00
（変更の可能性あり。詳細は問合せ先へ。
）
内 容：特別展「唐物 KARA-MONO」で出陳中の古文書
を、貫井裕恵学芸員がわかりやすく読み解きます。
※詳細は、金沢文庫HPを参照。
会 場：県立金沢文庫
申込方法：往復はがき、または金沢文庫HP講座申込フォーム
申込期限：12月3日（日）
問合せ先：上記のTEL

〒220-8585
横浜市西区紅葉ケ丘９-２
TEL:045-263-5900

日

展覧会名：特別展 運慶―鎌倉幕府と霊験伝説―
日
内

程：平成30年１月13日（土）～３月11日（日）
容：なぜ不世出の大仏師運慶が誕生したのかについて、
最新の研究成果と鎌倉ゆかりの尊像をご紹介しな
がら読み解きます。㊡はHP参照
会 場：県立金沢文庫
問合せ先：上記のTEL

県埋蔵文化財センター
〒232-0033
横浜市南区中村町３-191-１
TEL:045-252-8661
http://pref.kanagawa.jp/cnt/f6656/

講座名：平成29年度 第５回考古学講座
日
内

時：11月26日（日）14:00～16:00
容：
【テーマ】港北の縄文集落を探る―横浜北部に展開
した縄文時代中期の環状集落と社会―
テーマに沿って、スライドと資料を用いてわかり
やすく解説します。
【定員】190名
会 場：吉野町市民プラザ ホール
申込方法：往復はがき（講座名・住所・氏名・電話番号を記載）
申込期限：11月10日（金）必着（応募者多数の場合は抽選）
申込先：県埋蔵文化財センター ※詳細はHP

展覧会名：平成29年度「かながわの遺跡」展
日 時：※日時・詳細はHPをご覧下さい。
内 容：
【テーマ】「群集する古墳～かながわの古墳時代
終末期を考える」
【会期】11月25日（土）～平
成30年１月８日（月・祝）
会 場：横浜市歴史博物館 企画展示室
問合せ先：県埋蔵文化財センター ※詳細はHP

神奈川県生涯学習ニュース「学ぼーカナ？」とは？
紙面で生涯学習情報を知りたい方を対象に、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。

http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/yokohama/index.html

講座名：神奈川県子ども読書活動推進フォーラム
日
内

時：12月9日（土） 13:30～16:30
容：
【Ⅰ部】講演 「わた詩の絵本」
【Ⅱ部】事例発表・
実演 「ビブリオ・バトル」「すばなしと手遊び」
※右のQRコードより特設ページにアクセスでき
ます。
会 場：県立青少年センター
申込方法：往復はがき、またはHP
※詳細はHPまたはチラシ
申込期間：10月15日（日）～11月22日（水）必着
（申込者多数の場合は抽選）
問合せ先：情報整備課 TEL：045-263-5922（直通）
講座名：創業・経営相談
日

時：10月21日（土）
、11月18日（土）
、12月16日（土）
10:00～12:00、13:00～16:00
内 容：
（公社）けいしん神奈川から派遣される中小企業診
断士等が無料でご相談に応じます。事前予約制。
メール・電話・FAXで、相談内容、希望相談日時
をあらかじめお知らせください。
会 場：本館1階グループ閲覧室
申込方法：下記TEL、HPまたはFAX
※詳細はHPまたはチラシ
申込先：調査相談カウンター
TEL:045-263-5901
FAX:045-241-0985 ※詳細はHP
講座名：資料鑑賞（DVD）所蔵資料上映会「鷗外の恋人」
日 時：10月18日（水）13:30～15:30
内 容：森鷗外の小説『舞姫』
。主人公の恋人❝エリス❞は、
実在のモデルがいたといわれています。鷗外の遺
品であるモノグラムを手掛かりに鷗外ゆかりの地
を訪ね、女性の正体を紐解くドキュメンタリー
DVD。
会 場：本館１階多目的ルーム
申込方法：当日先着順
問合せ先：調査閲覧課 ※詳細はHP

講座名：浮世絵にみる文明開化
日
内

時：11月18日（水）14:00～15:30
容：明治5年(1872)の鉄道開業以降の浮世絵に描かれ
た神奈川県内の動向を紹介します。講師は、
「横浜
絵」の研究者として実績がある神奈川県立歴史博
物館の桑山主任学芸員です。 【定員】４０名
会 場：セミナールーム
申込期間：10月1日（日）～10月31日（火）必着
申込方法：詳細はHP
申込先：調査閲覧課 ※詳細はHP
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生命の星地球博物館の特別展を見てきました！
生命の星・地球博物館

特別展のご案内

特別展

地球を「はぎ取る」では、地層の標本やその見方などを紹介しています。

地層の標本作成の１つに、地層が出ている崖に接着剤をつけて粒子をはがし取る「は
ぎとり」があります。このようにして採取したはぎとり標本を読み解くことにより、地
層のでき方や昔どのような環境であったか、火山が爆発したかなどの事件を知ることが
できます。
断層などの話題はニュース等で映像を交えて説明されていることが多いかと思いま
す。実際にその断層をどのように標本化しているのか、どのようにその断層を見て判断
するのかを分かりやすく説明されています。
この特別展では、地層の標本作成の方法を紹介するだけではなく、左の写真のように
液状化のメカニズムを実際に体験するためブースなどもあります。このほかにも、日付
と来館者の人数により、地層を形成していく実験を行っていました。
この特別展は、11 月 5 日（日）まで開催されています。この機会にご覧になっては
いかがでしょうか。

「生涯学習」と言っても広い分野がありますが、
「社会人とし
ての学び」というのもそのひとつかと思います。
「仕事で必要な資格をとる」
「業務のスキルアップのために学
ぶ」など、社会人になってからの学びには、趣味や楽しみのた
めだけに始めるケースばかりではないこともあると思います。挑戦してみ
よう！という前向きな気持ちと、ちょっと面倒、難しいかな？という不安
な気持ちもあることでしょう。

学習相談員のコラム
vol.5

ネットを含めた通信教育を利用し個人で学ぶケースと、講座や講義に通
学するケースがありますが、自宅で学ぶには自己管理が求められ、通学と
なると時間の制約もあり肉体的にも精神的にもエネルギーがいります。
通学であれば人との関わりがおのずと生まれ、始めてみると、職場では決して出会うことのない仲間と
の出会いがあり、さながら異文化交流の場となり新しい世界が広がることもあります。様々な職業の視点
からみた話を聞く機会が得られるということはとても勉強になります。
それぞれが違う目的や動機で選んだ「その場」で偶然出会う人たちとの新しい繋がりが、忙しい日々の
心地良い気分転換になっていることもあり、適度な距離感を保つことのできる社会人ならではの学びの場
です。
仲間だけではなく、ユニークで寛容な先生との出会いがあれば、
「資格をとらねばならない、業務に役立
てねばならない」という、
「～ねばならない呪縛」から解き放たれること間違いなしです。
ある社会人向け講座に通った際のことですが、講義のたびに「今日の１冊、今日の１曲、今日の１本」
というタイトルで、先生のお薦めがさりげなく板書してありました。自分では手にとらないであろう本や
足を向けないであろう小さな映画館の情報なのですが、読んでみて、聴いてみて、観てみて、心に残るも
のがなんと多いこと！
今までとは違う価値観、人生観がその先にあるかも知れません。
知識や技術はもとより、共に学ぶ仲間であったり、師であったり、思いがけない宝物を手に入れること
ができるのが、社会人に限らずとも生涯学習の醍醐味ではないでしょうか。

生涯学習に関することなら何でも気軽にご相談ください。情報コーナーでお待ちしています！
● 問 合 せ ● 県立図書館生涯学習情報コーナー（新館１階）☎045-263-5920
● 発 行 元 ● 県立図書館生涯学習サポート課 〒220-8585 横浜市西区紅葉ケ丘９-２ ☎045-263-5916

PLANET かながわ

