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大学での学びで、人生豊かに 

べての方に、大学をより深く知っていただくため、「大学で学ぼう～生涯学習フェア～」を開催します！ 

カ
ナぼー  大学の講座を 

体験してみませんか？ 

神奈川県生涯学習ニュース

日時 ９月８日 □土  10：00～15：30  会場 かながわ県民センター 

第14号 トピックス 

記念講演｜｢日本で生まれたペロブスカイト太陽電池の技術と世界の動向」 

時  間｜10:20～12:00 

講  師｜桐蔭横浜大学医用工学部 特任教授 宮坂 力氏 

申 込 先｜詳しくは生涯学習情報システム「PLANETかながわ」へ 

※事前申込制 定員200名 

知る！ 

聞く！ 

体感！ 

大学の学び相談コーナー 

県内12大学の大学職員による個別相談コーナー。 

大学資料コーナー 

県内39大学の資料を配布。 

公開講座案内、大学案内、募集要項など。 

（こちらで配布した資料は、フェア終了後も県立図書館で 

配布します。） 

公開講座 

大学教授による公開講座を当日受付で体験！ 

テーマは文学・歴史・子供向け工作など。 

※受講の受付は、各講座の開始30分前から

先着で行います。 

各講座の詳細は 
このイベントでは「聞く、知る、体感！かながわの大学、大集合」というキャッチフレーズのもと、事前申

込み制の記念講演のほか、大学の先生の公開講座を当日受付で行います。大学での学びに興味が湧いたら、県

内39大学のパンフレットが勢ぞろいする「大学資料コーナー」へ！どのような学び制度があるのか、大学職員

に直接相談できる「大学の学び相談コーナー」も12大学が開設します。いずれも入場無料、記念講演のみ事前

申込が必要です。ぜひお気軽にご参加ください！ 

  生涯学習フェア 

学ぼーカナ？をお読みの皆様、これから“学ぶ”ことに挑戦しようと思って、

手に取ってくださった方もいらっしゃるでしょうか。何をどのように学ぼう

か、まだ考えている…というそこのあなた！思いきって「大学で学ぶ」とい

うのはいかがでしょう。 

一口に「大学で学ぶ」と言っても、大人になった今なら、様々な方法があ

ります。近年、大人向け・社会人向けの生涯学習事業を展開している大学が

数多くあります。とはいっても、「大学の講座なんて難しいのでは？」「今か

ら大学で学ぶって、そもそもどんな方法があるの？」と思う方も多いかもし

れません。それでも、「大学で学ぶことに興味がある！」という老若男女す 



                                            

                                           
     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」 

県立歴史博物館 

〒231-0006 横浜市中区南仲通５-60 

TEL: 045-201-0926 
http://ch.kanagawa-museum.jp/ 

ミュージアム・ミッション2018 

講 座

日 時：７月21日（土）～８月31日（金） 

内 容：関内・山手・みなとみらい地区の10の博物館を、各館

でミッションを達成しながらめぐる、夏休み中の子ど

も向けイベント。参加者には抽選でプレゼントが当た

ります。（※中学生以下限定） 

会 場：県立歴史博物館 他博物館施設９館 

問合せ：上記 

明治150年記念 真明解・明治の美術 増殖する新 

メディア 

展覧会

日 時：８月４日（土）～９月30日（日） 

内 容：明治150年を記念し、特に幕末から明治前半期の美術

作品の名品を紹介しつつ、その時代の力強さや多様性

に迫る特別展。 

会 場：県立歴史博物館 

問合せ：上記のTEL、またはHPをご覧ください。 

ニュー 

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/ 

横浜市こどもの美術展 2018 

展覧会

日 時：7月20日（金）～29日（日） 

内 容：横浜市民ギャラリーで開催する横浜市こどもの美術展

2018。子どもたちの絵画作品を募集し展示します。会

期中アーティストのミロコマチコさんの作品展示や自

由参加ワークショップはじめ各種イベントあり。 

会 場：横浜市民ギャラリー 全展示室 

問合せ：上記 
 

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/docs/ar3/cnt/f6656/ 

夏休み考古教室「まが玉づくり」 

講 座 

日 時：７月25日(水)・26日(木)・31日(火)・８月6日(月) 

10時～15時 

内 容：まが玉について講義を行い、実際に作成します。作成

したまが玉は、その日に持ち帰ることができます。 

【対象】小学生４～６年生とその保護者、中学生 

【定員】各日40名 

会 場：県埋蔵文化財センター １階工作実習室 

申込方法：往復はがき ※詳細はHPをご覧下さい。 

申込期限：７月10日（火）必着 ※応募者多数の場合は抽選 

申込先：上記 ※詳細はHPをご覧ください。 

夏休み考古教室「土偶づくり」 

講 座

日 時：８月１日（水）・２日（木）・７日（火）10時～15時 

内 容：土偶について講義を行い、実際に作成します。作成した

土偶は、その日に持ち帰ることができます。 

【対象】小学生４～６年生とその保護者、中学生

【定員】各日40名 

会 場：県埋蔵文化財センター １階工作実習室 

：往復はがき ※詳細はHPをご覧下さい。 

：７月17日（火）必着 ※応募者多数の場合は抽選 

問合せ：上記 ※詳細はHPをご覧ください。 

 

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。 

企画展 国立民族学博物館コレクション 貝の道 

展覧会

日 時：６月23日（土）～９月２日（日）※祝日を除く月曜休館 

内 容：世界中のさまざまな民族によって作られた約160点の

貝細工を、美術館の空間で展示します。貝細工の豊かで

独自かつ造形的な面白さを発見できます。 

会 場：県立近代美術館 葉山 

問合せ：上記 

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/ 

コレクション展 絵ってとまっているのかな？ 

展覧会

日 時：６月23日（土）～９月２日（日）※祝日を除く月曜休館 

内 容：描かれた形の立体感、迫力ある自然描写などによって、

絵は見る人の眼のなかでいきいきと動きだします。大

人から子供まで楽しめる夏の展示です。 

会 場：県立近代美術館 葉山 

問合せ：上記 



 

                                           

                               

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/ 

特別展「植物誌をつくろう！」 

展覧会

日 時：7月14日（土）～11月4日（日）※休館日はHP参照 

内 容：神奈川県は、全国で最も植物相が解明している地域で

す。特別展では、植物相の今、調査の歴史、博物館を

拠点とした地域植物誌の意義を展望とともに紹介しま

す。 

会 場：県立生命の星・地球博物館 

：当日受付 

 有料（一般200円 学生100円 中学生以下無料） 

問合せ：上記のTEL、またはHPをご覧ください。 

夏休み自由研究なんでも相談 

講 座

日 時：7月14日（土）～8月19日（日）※休館日はHP参照 

内 容：経験豊富な学習指導員が、理科の自由研究について、

テーマの決め方からまとめ方まで相談を受けます。 

※12:00～13:00は相談不可。 

 日曜日は9:00～11:30まで。 

会 場：県立生命の星・地球博物館 

：参加自由（小・中学生対象 理科分野のみ） 

問合せ：上記のTEL、またはHPをご覧ください。 

横浜能楽堂 

〒220-0044 横浜市西区紅葉ケ丘27-2 

TEL: 045-263-3055／FAX: 045-263-3031  

email: nougaku@yaf.or.jp 

横浜能楽堂特別講座「先生のための狂言講座」 

講 座

日 時：8月11日（土・祝）17時開演 

内 容：教育関係者を対象にした、狂言の無料講座。国語の教

科書に掲載の狂言「柿山伏」の実演を能舞台にて鑑賞

後、人間国宝・山本東次郎による解説・質疑応答を行

う。 

会 場：横浜能楽堂 

申込方法：FAXまたはメール 

申込期限：7月31日（火） 

申込先：上記、FAXまたはメール 
 

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 

特別展 安達一族と鎌倉幕府 

展覧会

日 時：７月20日（金）～９月17日（月・祝） 

内 容：蒙古襲来に際して執権北条時宗を支えた安達泰盛。 

鎌倉の政治と宗教において大きな役割を果たした安達

氏とその時代を、金沢文庫の史料を中心に読み解いて

いきます。 

会 場：県立金沢文庫 

問合せ：上記 

県立図書館 

〒220-8585 横浜市西区紅葉ヶ丘9-2 

TEL:045-263-5900 

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

かながわと温泉 

文字に描かれた温泉～文豪との関わり 

展 示

日 時：５月11日（金）～８月８日（水）※休館日はHP参照 

内 容：東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に

向けた神奈川の文化発信として、「神奈川と温泉」を

取り上げます。県内の温泉の紹介とそこを訪問・滞在

した文豪たちにより描かれた温泉に関する文学作品を

ご紹介します。 

会 場：県立図書館 本館１階展示コーナー 

問合せ：情報整備課 TEL:045-263-5922(直通) 

 

～日々の暮らしに役立つ情報をお届するくらしのガイド～ 

NHK-FM 横浜（81.9MHz）小田原（83.5MHz） 

日 時：９月18日（火）11:50頃から３分半程度 

テーマ：特別展「西湖憧憬」【金沢文庫で開催】 

内 容：名勝「金沢八景」の源流である瀟湘八景図や西湖図

から中世の中国風景画の受容について考えます。

また、称名寺の「西湖梅」をめぐる東西の禅僧の交

流を手がかりとして、15世紀における東国文化の

成熟をご覧頂きます。 

ラジオ放送 

NHK-FM「お昼前のお知らせ」 

「学ぼーカナ？」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」のホームページ

でもご覧いただけます。 

TwitterやFacebookでは、講座・イベント情報や生涯学習情

報をつぶやいています。是非、フォローしてください。 



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！ 

                                           

      学習相談員のコラム 

vol.8 

生涯学習情報コーナーを紹介します 
生涯学習情報コーナーには、色々な世

代の方が情報を求めて、また相談のため

にいらっしゃいます。ふらっと立ち寄ら 

れる方、何かやりたいことを探している方、時間に

余裕ができ持てるスキルを発揮したいと考えてい

る方、就業中であるけれどもさらなるスキルアッ

プを目指して大学の通信講座を探している方、な

どなどです。 

時々、「生涯学習情報コーナーとは何でしょう

か。」と質問を受けます。文字通り生涯学習に関す

る情報提供と相談の場です。大学案内、オープンカ

レッジ情報、通信教育資料などに加え、音楽ホー

ル・劇場・演芸場・美術館・博物館などのイベント、

講座、施設情報のチラシがあります。 

さらに、お出かけ情報として市町村の観光案内

パンフレットなどがあります。質問の方に未病解

消のための神奈川県西地域ウォーキングコースを

お見せしたところ、取扱い情報の幅が広いことを

とても驚かれていました。これは県西地域活性化

プロジェクトの一つで、自然に触れ合い、観光を兼

ね、無理なく体を動かせるウォーキングコースで

す。全 79コースの一部が当コーナーにあります。

各コースは同プロジェクトのホームページからダ

ウンロードできます。 

コーナーの一角には、県内市町村の市民活動セ

ンターなどの情報紙がラックにまとまっていま

す。各紙とも手に取ってもらえるよう工夫が感じ

られます。その中に、「地域デビュー」という言葉

を見つけました。「地域デビュー」そのものの講座

があったり、ボランティア活動のキャッチフレー

ズとして使われたりしていました。 

子育て世代の「公園デビュー」は有名ですが、

「地域デビュー」はこれまで様々な理由で地域との

接点が少なかった方の地域での活動の入口とし

て、どの世代にもとても親しみやすい言葉だと思

いました。身近なところで何かしたいけれどきっ

かけが見つからないという方は、お住まいの地域

の市民活動センターに行ってみるのはいかがでし

ょうか。 

生涯学習といっても、堅苦しいものだけではあ

りません。講座に通って学ぶ情報に加えて、健康で

楽しい生活が送れるような体力づくりまで多様な

情報があります。また、ご自宅のパソコンやスマー

トフォンから生涯学習情報システム「PLANET か

ながわ」を利用して、講座や講師などを探せます。

「PLANETかながわ」は今春リニューアルされより

見やすく使いやすくなりました。情報コーナーに

も検索用パソコンが４台あります。また対面での

相談を希望される場合は、どうぞご遠慮なく相談

員に声を掛けてください。もちろん、電話やメール

でもお受けします。 

いつでも、どこでも、どんなことでも学びとなり

ます。学ぶのも教えるのも生涯学習です。相談員は

利用者のみなさんと生涯学習に関する情報を繋ぐ

懸け橋となるべく、生涯学習のあらゆるお問合せ

に最適な答えを提供できるよう心掛けています。

どうぞ、お気軽にご利用下さい。 

● 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 ● 県立図書館広報・生涯学習推進課 〒220-8585横浜市西区紅葉ケ丘９-２ ☎045-263-5916  PLANETかながわ 


