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人生100歳時代を迎え、生涯学習に関心のある人や、もう一度学び直したい
という人が増えています。大学や博物館、カルチャーセンターなど、学べると
ころはいろいろありますが、図書館も身近な学習施設です。そこで今回は県立
図書館について紹介します。

地域資料・歴史資料や希少本の宝庫
県立図書館は「社会・人文系リサーチ・ライブラリー」として、市町村の図書館で
はあまり扱っていない専門性の高い資料や、県内各地域の情報・資料である「神奈川
資料」等を積極的に収集し、利用者の方々に提供しています。

知と感性の丘
県立図書館

全国各都道府県の地方史も豊富に有しており、「神奈川のこと」だけではなく、他の都道府県の歴史なども知ること
ができるなど、これから調査・研究を始めてみたいという方にうってつけの図書館です。
また、「解体新書」を初めとした幕末から明治にかけての貴重な資料もあります。通常は書庫に大切にしまっていま
すが、カウンターに声をかけてくだされば、閲覧することも可能です。
なにか調べたいことなどがありましたら、経験豊富な司書によるレファレンスサービスも行っていますので、是非ご
利用ください。

本だけじゃない！！CD等の貸出もしています。
図書館と言えば、本を貸してくれるところという印象が強いかもしれませ
んが、県立図書館では、懐かしいジャズやクラシックのCD等の貸出も行って
います。コンサートに行く前に「事前に聞いておこうかなぁ」や、コンサー
ト終了後に「もう一度聞きたいなぁ」という際には、是非利用してみてくだ
さい。音楽資料等を使って感性を磨いてみませんか？ ※一部貸出を行ってい
ないものもありますのでご注意ください。
所蔵資料「解体新書」

各種講座や展示企画も盛りだくさん
県立図書館では、図書館所蔵の資料やサービスなどを活
用して、県民の皆さまの生涯学習に役立てていただけるよ
う県民公開講座や資料の紹介を行う展示も行っています。
講座では、今年度、大人の自由研究応援講座として、
「資
料の集め方」、「集めた資料の読み方」、「集めた資料から文
書を書く書き方」といった調査・研究の方法を紹介する講
座を展開しています。
所蔵資料「横浜鉄道館蒸汽車往返之図」

県立図書館ホームページ
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/yokohama/index.html
県立図書館で所蔵している資料や開催・募集している講
座・イベントの最新情報がご覧いただけます。

また、図書館内のツアーなど、普段見ることができない、
図書館の裏側を見ることができる講座も行っています。
館内では、テーマに合わせた様々な本や貴重な資料など
の展示を行っています。2月7日（水）まで、本館１階で「浮
世絵にみる文明開化」を展示しています。
皆さんも図書館で知を深めてみませんか？
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県立金沢文庫

生涯学習関連施設
「おすすめ情報館」

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、おでかけ前には確
認をお願いします。

〒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：特別展

運慶―鎌倉幕府と霊験伝説―

日

程：１月13日（土）～３月11日（日）

内

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。関連講座等多数開催します。※詳細はHP

会

県立近代美術館

場：金沢文庫

問合せ：上記のTEL
＜葉山＞〒240-0111
三浦郡葉山町一色2208-１
TEL:046-875-2800

展覧会：特別展
日

程：３月16日（金）～５月６日（日）

http://www.moma.pref.kanagawa.jp/

内

容：修復によって得られた新たな知見を紹介し、国宝の称

十二神将―修理完成記念特別公開―

名寺聖教や金沢文庫文書にみられる記述などから、称
展覧会：白寿記念 堀文子展

名寺本十二神将の謎に迫ります。※詳細はHP

日

程：11月18日（土）～３月25日（日）※祝日を除く月曜休館

会

内

容：日本画家・堀文子（1918～）の世界を代表作の日本画、

問合せ：上記のTEL

場：金沢文庫

絵画原画、素描により紹介し、その芸術と人間像に迫
ります。
会

場：近代美術館 葉山

問合せ：上記のTEL、または住所

講

座：シンポジウム

運慶と東国の宗教世界（仮）

日

時：２月18日（日）午前10時～午後４時（予定）

内

容：特別展

会

場：横浜市立大学金沢八景キャンパス

運慶の関連企画です。最新の研究成果をお伝

えします。※詳細はHP
展覧会：冬の旅、春の声
日

程：11月18日（土）～３月25日（日）※祝日を除く月曜休館

：往復はがき、または金沢文庫HP講座申込フォーム

内

容：旅と季節をキーワードに、自然がおりなす生の息吹と、

：２月４日（日）予定

これを旅する美術家たちのまなざしを伝える所蔵作品

必着

問合せ：上記のTEL

を紹介します。
会

場：近代美術館 葉山

問合せ：上記のTEL、または住所

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

県立生命の星・地球博物館

http://pref.kanagawa.jp/cnt/f6656/

〒250-0031 小田原市入生田499
TEL:0465-21-1515
http://nh.kanagawa-museum.jp/

展覧会：企画展「レッドデータの生物」

講

座：平成29年度

第７回考古学講座

日

時：１月21日（日）午後２時～４時

内

容：
【テーマ】
「古墳の副葬品にみるかながわの地域性」
【講

日

程：12月16日（土）～２月25日（日）※休館日はHP

師】柏木善治氏（公益財団法人かながわ考古学財団）
【定

内

容：神奈川県の絶滅危惧種や過去から現在までのレッドデ

員】190名

ータブックに関する取り組みを幅広く紹介します。
会

会

場：吉野町市民プラザ

４階ホール

：往復はがき（講座名・住所・氏名・電話番号を記載）

場：生命の星・地球博物館 特別展示室

：１月５日（金）必着

問合せ：上記

申込先：上記

※応募者多数の場合は抽選

※詳細はHP

講

座：博物館ボランティア入門講座

日

程：１月28日（日）～２月10日（土）の２～３日間

講

座：平成29年度「かながわの遺跡」展講演会

内

容：当館でボランティア活動を希望される方のための講座

日

時：２月３日（土）午後１時～３時

です。初日の全体講義のあと、分野ごとにボランティ

内

容：【テーマ】
「相模地方の国造・在地首長と古墳」
【講師】田

ア活動の体験や研修を行います。※詳細はＨＰ
会

場：生命の星・地球博物館

尾誠敏氏（東海大学講師・大正大学講師）
【定員】100名
会

場：箱根町役場本庁舎

４階会議室

：往復はがき、またはHP

：往復はがき（講座名・日程・住所・氏名・電話番号を記載）

：１月９日（火）

：１月19日（金）必着

問合せ：上記

問合せ：上記

※詳細はHP

※応募者多数の場合は抽選

＜３＞
展覧会：平成29年度「かながわの遺跡」展
会

期：１月18日（木）～２月18日（日）※詳細はHP

内

容：
【テーマ】
「群集する古墳～かながわの古墳時代終末期

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

を考える」
会

場：箱根町立郷土資料館

特別展示室

問合せ：上記

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

横浜市民ギャラリー
〒220-0031 横浜市西区宮崎町26-１
TEL:045-315-2828 http://ycag.yafjp.org/

講

座：本を保存するために

日

時：１月31日（水）午前10時～12時

内

容：図書館の資料を末永く保存するために、職員が日常的に
行っている仕事をご紹介します。職員による補修の実演
のほか、保存容器作成実習などをご用意しています。

講

座：レクチャー「写真を撮ること」

日

時：２月10日（土）午後２時～３時半

内

容：写真家の原美紀子氏に写真を撮り始めた経緯から木村
伊兵衛写真賞受賞、そして現在にいたる活動まで、作
品をプロジェクションしながらお話をうかがいます。

会

会

場：県立図書館
：12月15日（金）からHPに掲載
：１月17日（水）必着
※応募者多数の場合は抽選

申込先：上記

図書課

場：横浜市民ギャラリー
：往復はがき、直接来館、またはHP申込フォーム

講

座：ボランティア入門講座

：１月31日（水）必着

日

時：２月３日（土）午後１時～４時15分

内

容：ボランティアに興味がある方向けに、講義やボランテ

申込先：上記

ィア活動をしている方々の事例発表を通し、ボランテ
展覧会：コレクション展２０１８ 写真と素描でたどる横浜
日

程：３月２日（金）～３月18日（日）

内

容：およそ1300点の収蔵作品のなかから、横浜を主題とし
た写真や素描を中心に展示します。また、特集展示と
して、漫画家のヒサクニヒコが描いた横浜の風景を紹

ィア活動を始めるきっかけ作りをします。
【定員40名】
会

場：県立図書館
：ホームページ、または往復はがき
：１月25日（木）必着

申込先：上記

生涯学習サポート課

介します。
会

場：横浜市民ギャラリー １F、B１

問合せ：上記

展

示：
「浮世絵にみる文明開化」

日

程：11月10日（金）～２月７日（水）

内

容：明治期、文明開化によりもたらされた新風俗や洋風建
造物を描いた浮世絵は総称して「開化絵」と呼ばれま

県立音楽堂

した。当館所蔵の浮世絵資料から、明治の神奈川県内

〒220-0044 横浜市西区紅葉ケ丘９-２
TEL: 045-263-2567
http://www.kanagawa-ongakudo.com

音楽会：ミュージック・クロスロード
日

時：１月20日（土）午後２時

内

容：神奈川フィルハーモニー管弦楽団とチェロ、ピアノ、

※詳細はHP

の様子を描いた「開化絵」と関連資料をご紹介します。
会

問合せ：上記

：チケットかながわ（0570-015-415）へTEL、または
インターネット購入
：先着順
申込先：
【チケットかながわ0570-015-415】(受付時間
10:00-18:00）
、または上記の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。

図書課

座：１月31日の皆既月食直前解説～日食と月食～

日

時：１月26日（金）午後２時半～４時

内

容：１月31日（水）の夜に、約３年ぶりの皆既月食があり
ます。この皆既月食について解説するとともに、日食
と月食について解説します。
【参加費500円】
【定員40

家の白井晃が映像などを使い空間監修を行います。
場：県立音楽堂

展示室

講

筝。三つの協奏曲。 作曲家の一柳慧が音楽監督、演出
会

場：本館１階

名】
会

場：県立図書館
：下記問合せの電話、FAX、メール、または横浜市立大
学ホームページ
http://www.yokohama-cu.ac.jp/ext/lib/
20180131kaikigessyoku.html

：１月25日（木）※定員になり次第締切
申込先：横浜市立大学

地域貢献センター

問合せ：横浜市立大学

地域貢献センター

TEL: 045-787-8930 / FAX: 045-701-4338
Eメール: exten@yokohama-cu.ac.jp

＜４＞

県立図書館の新館 1 階にある生涯学習情報コーナーでは、大学で行われる講
座をはじめとする各種講座やイベント、各地域にある博物館などの様々なチラ
シ、パンフレット等を取り揃えております。

生涯学習
情報コーナーの
ご紹介

例えば、健康的な生活を送るために体を動かす講座に参加したいとか、家族でど
こか楽しめる所に出かけたい、また、専門的な知識を得るために大学の講座に参加
したいなどのご要望におこたえできるよう、生涯学習に関する情報を、あつめてご
提供しています。
また、各地域の観光スポットを紹介した資料や案内など県内のおでかけ情報の紹
介もしています。
いろいろな情報がありますので、是非お越しください。

『時間ができたので、ボランティアをしてみたい。どういうボランティ
アがあるのか知りたい。
』
『ボランティアをどこで探せるのか分からない。
その方法を教えて欲しい。
』などのご相談を受けることがあります。県立
図書館新館の生涯学習情報コーナーでは、ボランティアについても情報提
供しています。
もう25年前になりますが、生涯学習とボランティアとの
関連について、国の生涯学習審議会が三つの視点で答申を
出しています。

1. ボランティア活動そのものが自己開発・自己実現につながる生涯学習である。
2. ボランティア活動のために必要な学習をし、それを深化させるための実践がボランティア活動である。
3. 生涯学習の振興は生涯学習を支援するボランティア活動に支えられている。
そもそも生涯学習とは、自らが自発的意思に基づいて学習することを基本としています。ボランティア活
動もまた、自由意思で自分以外（公共）のために、報酬なしで、時間・技術・労力等を提供することをさし
ています。
自ら進んで、自発的意思に基づいて取り組んでいく点で、生涯学習とボランティア活動には相通ずるもの
があります。受け身ではなく、自ら進んでの積極的な学習、前向きな学びは、年代を問わず達成感をもたら
してくれますし、その成果をボランティア活動に生かし、さらに学習を深めていくという時、両者の間に密
接な関係を見出すことができます。
実際、県立図書館の生涯学習ボランティアの皆さんは、生涯学習に関する展示企画・作成・整理の補助や
「生涯学習のためのパソコン講座」の企画・運営、また県内のお出かけ情報の収集と提供など、積極的に活
動を展開していらっしゃいます。ここには、先ほどの審議会の答申にあった視点があるかと思います。
人の役に立ちたい、ほんの少しでも社会に貢献できればと思っていらっしゃる方は多いかと思います。ボ
ランティアは、いつでも、どこでも、誰でも、どんなことでも、ほんの小さなことから始められる前向きな
取り組みです。そしてそこに大きな学びがあります。また、もう一度学んでみたい、新しい学びに挑戦した
い、学んだことを社会に生かしたいという意欲的な姿勢をお持ちの方も多いかと思います。生涯学習とボラ
ンティアが両輪となった状態です。
生涯学習もボランティアも、一歩踏み出すと、新しい扉が次々と現れてくるはずです。先ずは初めの一歩、
1つの扉を開けてみてはいかがですか。

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

