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神奈川県立歴史博物館は、適切な収蔵環境の維持と快適な観覧空間実現に向けた
改修工事のため、2016年５月30日より全館休館していました。このたび、工事が予
定通り完了し、2018年４月28日（土）から再開することとなりました。この機会に
神奈川の歴史の探訪をしてみませんか？

県立歴史博物館とは？
前身である「県立博物館」は、全国でも先駆的な都道府県立の総合博物館として、
1967（昭和42）年に開館しました。建物は1904（明治37）年、横浜正金銀行本店
として建てられたもので、現在、国の重要文化財・史跡に指定されています。
1995（平成7）年３月に、人文系は「県立歴史博物館」と
して、自然系は「県立生命の星・地球博物館」（小田原市入
生田）としてリニューアルオープンしました。県立歴史博物
館は、この歴史的建造物の中で「かながわの文化と歴史」を
テーマとした資料を展示しています。シンボルである屋上の
ドームは、関東大震災で一度焼失しましたが、県立博物館へ
の改修に際して復元され、現在は「エースのドーム」として
親しまれています。
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横浜正金銀行が営業開始
関東大震災発生。地震後の火災により屋上ドー
ムと1階から3階までの内部を焼失
正金銀行が営業停止、国内営業のほとんどを新
設された東京銀行に譲渡
東京銀行が営業開始、旧正金銀行本店は横浜支
店に
東京銀行横浜支店建物が神奈川県重要文化財に
指定
東京銀行横浜支店の土地・建物売買契約を締結
神奈川県立博物館条例の制定により神奈川県立
博物館を設置
旧東京銀行横浜支店の県立博物館への改装工事
着工【屋上ドーム復元】
県立博物館が開館
旧横浜正金銀行本店が国の重要文化財に指定
県立博物館再編・リニューアルのため休館
神奈川県立博物館が神奈川県立歴史博物館と名
称変更
県立歴史博物館開館
旧横浜正金銀行本店が国の史跡に指定
旧横浜正金銀行本店が近代化産業遺産(横浜港
周辺の関連建築物群)に指定
県立歴史博物館が空調設備等の改修のため休館
開館50周年

「神奈川県博開館51周年記念
つなぐ、神奈川県博
－Collection to Connection－」
休館していた2017(平成29)年に、前身である県立博物館の
開館から50年の節目を迎えました。これまでの博物館の歩み
を振り返り、新たな第一歩を踏み出すための特別展を開催し
ます。
これまでの歩みの中で培われてきた様々な「つながり」を、
選りすぐりの館蔵品を通してご紹介します。コレクションの
形成に携わってきた多様な人々のつながり、資料群からうか
がわれる内外の地域的なつながり、そして神奈川県が誇る大
切な資料や作品たちを未来へ引き継いでいくための活動とい
った様々な視点で、これまでとこれからをご紹介します。
開催期間 ４月28日（土）～７月１日（日）
４月28日（土）～30日（月）は、再開館
を記念して観覧無料じゃ！

※この他にも、連続講座や建物見学会のほか、親子向けの多彩な
体験型イベントなどを用意しています。詳しくは３･４面へ！

＜２＞

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：ブルーノ・ムナーリ こどもの心をもちつづけるとい
うこと
日

程：４月７日（土）～６月 10 日（日）※祝日を除く月曜休館

内

容：イタリアを代表する芸術家・デザイナー、ブルーノ・

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。

生涯学習関連施設
「おすすめ情報館」

ムナーリの国内所蔵作品・資料に加え、日本初出品と
なる作品を展示し、この表現者の多彩な活動を考察し

県立金沢文庫

ます。
会

〒236-0015
横浜市金沢区金沢町 142
TEL:045-701-9069

場：県立近代美術館 葉山

問合せ：上記の TEL、または住所

https://www.planet.pref.kanagawa.
jp/city/kanazawa.htm

展覧会：コレクション展 抽象の悦び
日

程：４月７日（土）～６月 10 日（日）※祝日を除く月曜休館

内

容：戦前・戦後に活躍した抽象画のパイオニア的存在であ
る吉原治良、村井正誠などの作品約 20 点を展示。倂
陳として新収蔵作品も展示します。

会

展覧会：特別展

程：３月 16 日（金）～５月６日（日）

内

容：修理によって得られた新たな知見を紹介し、国宝の称
名寺聖教や金沢文庫文書にみられる記述などから、称

場：県立近代美術館 葉山

問合せ：上記の TEL、または住所

県立生命の星・地球博物館

十二神将―修理完成記念特別公開―

日

名寺本十二神将の謎に迫ります。※詳細は HP
会

場：県立金沢文庫

問合せ：上記の TEL

〒250-0031 小田原市入生田 499
TEL:0465-21-1515

講

座：解説講座

日

時：４月 14 日（土）午後１時半～３時

http://nh.kanagawa-museum.jp/

内

容：特別展「十二神将―修理完成記念特別公開―」の企画

会

場：県立金沢文庫

展覧会：平成 29 年度 子ども自然科学作品展
日

程：３月 17 日（土）～５月６日（日）※休館日は HP

内

容：小田原市など県西地区の公立小・中学生の皆さんによ
る自然科学に関する日頃の調査・研究の成果、作品を
展示します。

会

場：県立生命の星・地球博物館 特別展示室

問合せ：上記

講

座：春の地形地質観察会 ～秦野盆地をめぐって～

日

時：５月３日（木・祝）午前 10 時～午後３時

内

容：扇状地が発達している秦野盆地の地形と地層が見られ
る露頭を歩きながら観察します。
【対象】小学４年生～

担当学芸員が展覧会の見どころをおはなしします。
：往復はがき、または金沢文庫 HP 講座申込フォーム
：４月１日（日）必着
問合せ：上記の TEL

講

座：特別講演会

日

時：４月 22 日（日）午後１時半～３時半

内

容：特別展「十二神将」の関連行事です。称名寺所蔵の十

場：秦野市（秦野盆地）
：往復はがき、または博物館 HP（申込フォーム）
：４月 10 日（火）必着

申込先：上記

称名寺十二神将画像を味わう

二神将について、鎌倉時代の絵画作品としての見どこ
ろについておはなしをうかがいます。
会

場：県立金沢文庫
：往復はがき、または金沢文庫 HP 講座申込フォーム

大人【定員】30 名
会

十二神将展の見どころ

：４月８日（日）必着
問合せ：上記の TEL

講

座：薪能講座

復曲能「金沢猩々」と狂言「文荷」のたの

しみかた

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。

日

時：４月 21 日（土）午後１時半～３時

内

容：５月３日の称名寺薪能「金沢猩々」狂言「文荷」にあ

会

場：県立金沢文庫

わせて鑑賞講座を開催します。
：往復はがき、または金沢文庫 HP 講座申込フォーム
：４月８日（日）必着
問合せ：上記の TEL

＜３＞
展覧会：特別展

御仏のおわす国―国宝称名寺聖教がつむぐ浄

土の物語―
日
内

会

：中世人にならう 手紙の書き方、折り方
日

時：５月 12 日（土）①午前 10 時～11 時半 ②午後１時

内

容：中世に用いられた手紙の折り方、書き方にならい、手

半～３時

程：５月 11 日（金）～７月８日（日）
容：様々な浄土の教えを国宝 称名寺聖教からひもとき、
信仰の現れを称名寺に伝わった絵画や彫刻にて紹介

紙を書き、折る体験をします。【対象】①小学生～高

します。※詳細は HP

校生

場：県立金沢文庫

問合せ：上記の TEL

②一般

①②各 15 名【参加費】無料 ※但し高

校生以上は特別展観覧券が必要
会

場：県立歴史博物館
：HP（申込フォーム）
、または往復はがき

講

座：月例講座 御仏のおわす国―国宝称名寺聖教がつむぐ
浄土の物語―（仮）

日

時：５月 19 日（土）午後１時半～３時

内

容：特別展「御仏のおわす国―国宝称名寺聖教がつむぐ浄
土の物語―」の企画担当学芸員が展覧会の見どころを
おはなしします。

会

場：県立金沢文庫
：往復はがき、または金沢文庫 HP 講座申込フォーム

：４月 15 日（日）必着
問合せ：
（企画普及課 宛）上記の住所、または HP

講

座：特別展連続講座「展覧会担当学芸員が語る！それぞれ

日

時：５月 19 日（土）午後１時半～３時

の神奈川県博－あゆみと魅力－」

内

容：展覧会担当学芸員が、考古・美術・現代史と民俗の３
回に分け、県博の魅力を語り尽す連続講座です。
【定員】

：５月６日（日）必着
問合せ：上記の TEL

６月２日（土）

16 日（土）午後１時半～３時半

70 名【参加費】無料 ※但し特別展観覧券が必要
会

場：県立歴史博物館 講堂
：HP（申込フォーム）
、または往復はがき

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：平成 30 年度 第１回考古学講座

日

時：５月 12 日（土）午前 10 時～12 時

内

容：
【テーマ】
「台形土器から考える縄文時代中期の土器づ
くり」
【講師】渡邉千尋（神奈川県教育委員会）
【定員】

：４月 30 日（月・祝）必着
問合せ：
（企画普及課 宛）上記の住所、または HP

講

座：東海道分間絵図をつくる

日

時：５月 20 日（日）午後１時半～４時

内

容：東海道を描いた街道絵図「東海道分間絵図」を、江戸
時代と同じ折り方、貼り方で再現します。
【参加費】
無料 ※但し特別展観覧券が必要

会

：HP（申込フォーム）
、または往復はがき

250 名
会

場：かながわ県民センター ２階ホール
：往復はがき（講座名・住所・氏名・電話番号を記載）

：４月 30 日（月・祝）必着 ※応募者多数の場合は抽選
問合せ：
（企画普及課 宛）上記の住所、または HP

：４月 26 日（木）必着 ※応募者多数の場合は抽選
申込先：上記の住所

県立歴史博物館

場：県立歴史博物館

日
内

：仏像になってみよう
時：５月 26 日（土）①午前 10 時～11 時半 ②午後２時
～３時半
容：展示室で仏像やその着装を観察した後、親子で実際に
仏像の着装を体験します。
【対象】小学生～高校生と保

〒231-0006 横浜市中区南仲通５-60
TEL: 045-201-0926
http://ch.kanagawa-museum.jp/

護者

①②各５組【参加費】無料 ※但し高校生以上及

び保護者は特別展観覧券が必要
会

場：県立歴史博物館
：HP（申込フォーム）
、または往復はがき
：４月 30 日（月・祝）必着

：旧横浜正金銀行本店本館 建物見学会①
日

時：５月５日（土・祝）午前 10 時半～12 時

内

容：国の重要文化財である当館旧館部分について、学芸員

問合せ：
（企画普及課 宛）上記の住所、または HP

が案内・解説します。
【対象】小学生～高校生とその保

会

：旧横浜正金銀行本店本館

建物見学会②

護者 10 組【参加費】無料 ※但し高校生以上は特別展

日

時：５月 27 日（日・祝）午前 10 時半～12 時

観覧券が必要

内

容：国の重要文化財である当館の旧館部分について、学芸

場：県立歴史博物館

員が案内・解説します。
【定員】25 名【参加費】無料 ※

：HP（申込フォーム）
、または往復はがき
：４月 15 日（日）必着
申込先：
（企画普及課 宛）上記の住所、または HP

但し特別展観覧券が必要
会

場：県立歴史博物館
：HP（申込フォーム）
、または往復はがき
：４月 30 日（月・祝）必着 ※応募者多数の場合は抽選

申込先：
（企画普及課 宛）上記の住所、または HP

＜４＞
：はくぶつかんで“にらめっこ”と“おえかき”

講

座：記念鼎談「神奈川県立博物館からの出発と再編そして

日

時：６月９日（土）①午前10時～12時 ②午後２時～４時

内

容：絵本作家のいしかわこうじ先生と一緒に、博物館の展

日

時：６月23日（土）午後１時半～４時15分

示資料を観察して、スケッチする親子向けイベントで

内

容：当館長・生命の星地球博物館長・神奈川新聞社記者の

す。
【定員】５才～小学生の子どもとその保護者

これから－二人の館長と神奈川新聞社記者が語る－」

①②

三者が、県博の過去・現在・未来を語ります。
【定員】

各10組【参加費】無料 ※但し保護者は特別展観覧券
が必要
会

70名【参加費】無料 ※但し特別展観覧券が必要
会

場：県立歴史博物館
：HP（申込フォーム）
、または往復はがき
：５月23日（水）必着 ※応募者多数の場合は抽選

場：県立歴史博物館
：HP（申込フォーム）
、または往復はがき
：５月23日（水）必着 ※応募者多数の場合は抽選

問合せ：
（企画普及課 宛）上記の住所、またはHP

申込先：
（企画普及課 宛）上記の住所、またはHP

県立歴史博物館へのアクセス
 みなとみらい線（東急東横線より直通）馬車道駅から徒歩１分
 市営地下鉄 関内駅９番出口から徒歩５分
 ＪＲ 桜木町駅・関内駅から徒歩８分

「おすすめコーナー」と生涯学習
県立図書館の新館１階にある「生涯学習情報コーナー」には３
人の相談員がいて生涯学習に関する様々な対応を行っています。
また、３人が持ち回りで、
「おすすめコーナー」という展示も行っていま
す。これは、皆様方に見ていただいて、生涯学習のきっかけにしていただき
たいという思いで制作しているものです。
テーマはそれぞれが決めています。今年度は、「大学で学ぶ」
「行ってみませんか津軽の夏祭り」
「かつて横
浜に路面電車が走っていました」
「ボランティアの入り口」
「１冊の本から『移動祝祭日』」
「年の初めに新しい
ことを始めてみませんか」となっています。テーマ選びから始まり、内容の検討や文章の作成等、いろいろと
苦労はありますが、見ていただく方々に少しでも興味関心をもっていただくように工夫・努力をしています。
ところで、この展示の作成をしながら一つ気が付いたことがあります。それは、自分で調べたことや分かっ
た事などを人に伝えることによって、その知識等がより確かで豊かなものになるということです。
例えば、11月から１月まで展示した「1冊の本から『移動祝祭日』
」では、アーネスト・ヘミングウェイの
パリでの修業時代のことを紹介しましたが、この本やそれ以外の書籍、インターネット等によって、これまで
あまり知らなかった最初の妻ハドリーのことやスコット・フィッツジェラルドとの関係等がわかり、とても興
味深いものがありました。そして、それらのことをまとめて展示したわけですが、今でも、始めて分かった事
や感動したこと等が記憶に残っています。
つまり、分かった事や感動したこと等を人に分かり易く伝える努力や工夫をすることによって、自らの学習
が深まるということだと思います。また、伝えたことに対して意見や感想がもらえると学習が更に豊かになる
と思います。
そこで、皆様方が学習したことや、学習したいと思っていることのお話を是非私たちに話していただき、そ
れによって皆様の学習が豊かなものになるようにお手伝いができればと思います。
「生涯学習情報コーナー」では、生涯学習のあらゆることのご相談をお受けしますので、
是非ご利用ください。お待ちしております。

● 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

