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県立図書館で１年を通して７回開講している「大人の自由研究応援講座」
。読
書だけではなくもっと図書館を利用していただくために、平成29年度にスター
トしました。資料の読み方に始まり、情報の探し方、事典・辞書の使い方、デー

大人の自由研究
応援講座の紹介

タベースの利用法、そして集めた情報から文章を書く方法まで、すべての講座
を受講すると研究の手順がわかる内容になっています。もちろん、興味のある
講座を選んで受講してもかまいま
せん。
今年3月、この講座の内容を凝縮
した『大人の自由研究応援ガイド』
を県立図書館より発行しました。簡

潔にポイントをまとめているため、講座の全容を把握するためにも役
立ちます。是非このガイドを手に取っていただき、興味を持たれた方
は講座を受講してみてください。ガイドは神奈川県立図書館の各カウ
ンターで配布中です。
来年は、さらに内容をバージョンアップさせたいと準備中です。一
度受講された方も、新たな発見があるかもしれません。どうぞご期待

写真：平成30年7月21日開催
「集めた資料をどう読むか」講座

ください。

平成３０年度は以下の講座を行っています
7月21日（土）
「集めた資料をどう読むか」

資料を集めたら、次のステップ「研究」に繋がる読み方が知りたくありませんか？
きちんと読み込むためには、資料の確認・調査などが必要です。古典文学の論文を例にして、
読み方の要点を、専門家からうかがいます。

何かを調べたり研究しようとする時に必要になってくる、基礎知識や専門用語を理解する
8月30日（木）
「本を探す、事典・辞書を使う」 のに役立つ辞書・事典類を紹介します。また自分の研究テーマに関する本の探し方もあわせ
て紹介します。

自分の研究テーマに関してどんな論文があるのかを知ることは研究の第一歩。本の探し方
は分かるけど、雑誌の論文はどうやって探すの？そんな初心者向けの１人１台パソコンを
使って学ぶ講座です。

9月22日（土）
「雑誌論文を探す」
10月20日（土）
「かながわ資料を探す」

申込期限
10/9

かながわ資料（神奈川県に関する資料）全般について、資料の探し方と基本資料・ツールの
紹介を行います。応用編として、地域情報課で実際に行ったレファレンス事例を参考に、探
し方のプロセスを紹介します。 問合せ先：地域情報課 045-263-5904

図書や雑誌、インターネットなどから調べた内容や自分の考察を、研究成果としてまとめて
11月10日（土）
「集めた資料から文章を書く～ みたい――信頼されるレポート・論文を書くための基本的なプロセスを、論文指導のスペ
シャリストにうかがいます。
レポート・論文の書き方入門」
講師：上岡真紀子氏（帝京大学講師） 申込期間：9月26日(水)～10月23日(火)（必着）
申込方法：メールまたは往復はがき ①講座名 ②住所 ③氏名（ふりがな） ④電話番号を明
記の上、お申し込みください 問合せ先：企画協力課 045-263-5918

※上記の５講座に加えてオプション講座を開講予定です。（１２月頃に「新聞記事データベース検索講座『ヨミダ
ス歴史館』
」
、１月頃に「D1-Law.com法情報総合データベース検索講習会」の２講座）
◎各講座の募集については神奈川県立図書館のホームページおよび館内配布のチラシをご覧ください。
県立図書館ホームページ http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/yokohama/index.html
順次「お知らせ一覧」に掲載されていきますので、チェックしてみてください。

横浜能楽堂

生涯学習関連施設
「おすすめ情報館」

〒220-0044 横浜市西区紅葉ケ丘27-2
TEL: 045-263-3055
http://www.ynt.yaf.or.jp/

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。

館長が案内する横浜能楽堂見学と能楽のイロハ
講 座
時：11月３日（土・祝）
10：00（9：30開場）／14：00（13：30開場）
内 容：初心者が楽しめるよう、能舞台と公演の魅力、曲の背
景にある文化や歴史等を横浜能楽堂館長 中村雅之が解
説。書籍『これで眠くならない！能の名曲６０選』付。
会 場：横浜能楽堂
：電話または来館で、各回2,000円
：当日まで
申込先：上記
日

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/

企画展

アルヴァ・アアルト―もうひとつの自然

展覧会
時：９月15日（土）～11月25日（日）※祝日を除く月曜休館
容：20世紀フィンランドの建築家アルヴァ・アアルトの創
造の世界とデザイン感覚を紹介する国際巡回展。
約300点の作品や資料を紹介します。
会 場：県立近代美術館 葉山館
問合せ：上記
日
内

コレクション展

描かれた「建物」

展覧会
時：９月15日（土）～11月25日（日）※祝日を除く月曜休館
容：建築は、芸術家の空想力を刺激するテーマです。
当館のコレクションから古今東西の「建物」が登場する
絵画や彫刻作品約70点を展示します。
会 場：県立近代美術館 葉山館
問合せ：上記
日
内

横浜能楽堂特別講座「修羅能の世界を語り合う」
講 座
時：11月10日（土）14：00開演（13：00開場）
容：企画公演「風雅と無常－修羅能の世界」に併せ、その
世界を掘り下げる講座。
講演「修羅能と歌」 馬場あき子
鼎談「公達の精神文化」山折哲雄他、聞き手：葛西聖
司
会 場：横浜能楽堂
：電話・来館・HPで、2,000円
：当日まで
申込先：上記
日
内

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

県立歴史博物館

http://pref.kanagawa.jp/docs/ar3/cnt/f6656/

〒231-0006 横浜市中区南仲通５-60
TEL: 045-201-0926

第5回考古学講座

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

特別展「鎌倉ゆかりの芸能と儀礼」
展覧会
時：10月27日（土）～12月9日（日）
容：鎌倉坂ノ下・御霊神社の面掛行列など、神奈川県域に伝
わる祭礼や芸能に、中世の宗教儀礼とのつながりや、信
仰継承のありようを考える特別展。
会 場：県立歴史博物館
問合せ：上記
日
内

特別展「鎌倉ゆかりの芸能と儀礼」記念講演会①②
講
日

時：①11月11日（日）②11月23日（金・祝）
14:00～16:00
内 容：①「儀礼が生み出す中世東国の宗教世界」
講師：阿部康郎氏（名古屋大学教授）
②「円覚寺弁天堂洪鐘祭絵巻」
講師：福原敏男氏（武蔵大学教授）
会 場：県立歴史博物館
：往復はがきまたは当館HPフォームメール
：①10月21日（日）②11月2日（金）必着
申込先：上記、または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。

座

講 座
時：11月25日（日）
容：
【テーマ】
「金目川中流域の古代拠点集落―平塚市原口遺
跡と向原遺跡―」
【講師】大上 周三 氏（公益財団法人かながわ考古学財
団）
【定員】250名
会 場：かながわ県民センター 2階ホール
：ホームページまたは往復はがき
：11月2日（金）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。
日
内

県立川崎図書館
〒213-0012 川崎市高津区坂戸3-2-1 KSP西棟2F
TEL:044-299-7825（代表）
http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/kawasaki/index.html

ものづくりギャラリー展示「人とロボットの調和」
展覧会
時：９月13日（木）～12月12日（水）
容：ロボットや所蔵資料の紹介を通して、幅広い分野で進化
するロボットについて興味を持ち、人とロボットの調和
について理解を深めてもらう。
（会期中展示入替え有）
会 場：県立川崎図書館 ものづくりギャラリー
問合せ：県立川崎図書館 資料整備課
044-299-7825（代表）
日
内

県立生命の星・地球博物館

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

〒250-0031 小田原市入生田499
TEL:0465-21-1515

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

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

特別展

特別展「植物誌をつくろう！」

西湖憧憬
展覧会

日
内

時：９月22日（土）～11月11日（日）
容：中世の金沢は中国杭州の名勝である西湖になぞらえら
れ、絵画に描かれました。本展示では、禅僧の作品か
ら、東国文化が成熟していく様相をご覧いただきます。
会 場：県立金沢文庫
問合せ：上記のTEL
特別展

顕われた神々 ‐中世の霊場と唱導‐

展覧会
時：11月16日（金）～１月14日（月・祝）
容：国宝・称名寺聖教に残された説法の台本である唱導資
料をご紹介し、今では失われた信仰世界を浮かび上が
らせます。随時講座も開催いたします。詳しくはHPま
で。
会 場：県立金沢文庫
問合せ：上記のTEL
日
内

県立青少年センター
〒220-0044 横浜市西区紅葉ケ丘9-1
TEL: 045-263-4400

日
内

会

有料（一般200円

秋の地形地質観察会～西丹沢の岩石～
講 座
時：11月3日（土・祝）10:00～15:00
容：西丹沢の玄倉周辺に分布する変成岩や枕状溶岩、火山岩
類などの岩石や、岩石に含まれる鉱物の観察を行いま
す。
沢を渡る可能性があるので、長靴があると便利です。
会 場：山北町（西丹沢方面）
：往復はがきまたは博物館HP（申込みフォーム）
：10月16日（火）必着
申込先：上記のTEL、またはHPをご覧ください。
日
内

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/

自然体験活動指導者セミナー「秋から冬の野あそび術」
講 座
時：11月24日（土）～25日（日）
容：公園や校庭など、身近なフィールドを使って自然と親し
む自然体験プログラムの、アクティビティ体験および指
導体験。食費、宿泊費等4,000円程度。
会 場：県立足柄ふれあいの村
：電話またはFAXで
：10月31日（水）
申込・問合せ：TEL 045-263-4466・FAX 045-242-8190
プチロボで競走しよう（川崎２）
講 座
時：11月25日(日) 10：00～16：00
容：プチロボの工作（はんだ付け作業あり）と操縦体験を
行います。※材料費1,240円
会 場：かわさき宙(そら)と緑の科学館
：小学３～６年生（往復はがき）
：11月8日（必着）
申込・問合せ：科学部ホームページ（インターネット科学館）
参照
日
内

ミュージカル

ＫＩＮＪＩＲＯ！

公 演
時：12月15日（土）14：00開演
容：小田原ゆかりの二宮金次郎を題材にして、地元で行っ
た数々の偉業などを盛り込んだ地域色豊かなミュージ
カルで、子どもから大人まで楽しめる内容になってい
ます。
会 場：県立青少年センター紅葉坂ホール
：チケットかながわ（0570-015-415）
問合せ：県立青少年センターホール運営課 045-263-4475
日
内

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。

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/ch3/index.html

日
内

展覧会
時：7月14日（土）～11月4日（日）※休館日はHP参照
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。
場：県立生命の星・地球博物館
：当日受付

絵画とダンスのワークショップ
講 座
時：11月３日（土・祝）14:00～16:30
容：絵画に描かれたダンスを学びながら実際にダンスを体験
してみませんか。講師は市瀬陽子（舞踊史研究者）
、参加
費：3,000円、定員30名（応募者多数の場合は抽選）
会 場：横浜市民ギャラリー ４階アトリエ
：往復はがき、直接来館またはHP申込みフォームから
：10月13日（土）必着
申込先：上記
日
内

デッサン－立体感と質感について実践から考える
講 座
時：11月30日（金）～12月21日（金）毎週金曜日 全４回
容：一つのモチーフ（林檎）に時間をかけて向き合い、一枚
のデッサンに取り組みます。講師：石田淳一(画家)、参
加費：12,000円、定員20名（応募者多数の場合は抽選）
会 場：横浜市民ギャラリー ４階アトリエ
：往復はがき、直接来館またはHP申込みフォームから
：11月9日（金）必着
申込先：上記
日
内

「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。

「かながわおでかけガイド」のおすすめ情報
県立図書館で活動しているボランティアの皆さんが定期的に県内施設にでかけ、おすすめスポットを生涯学習情報システム
「PLANET かながわ」で紹介しています。今までに紹介した中で、特におすすめのスポットを教えてもらいました。

大磯城山公園（おおいそじょうやまこうえん）
大磯城山公園は、JR東海道線大磯駅からバスで7分「城
山公園前」下車徒歩3分、車で西湘バイパス大磯西ＩＣから3分の
湘南の地にあります。

ムを加えた和風庭園の先駆けとなる庭園で、建物の正面は、心字
池を中心とした池泉回遊式庭園となっています。
駐車場そばにあるバラ園は、有名なプリンセスミチコをはじめ、

公園は、かつて旧三井財閥当主の別荘のあった「旧三井別邸地
区」と旧吉田茂邸のあった「旧吉田茂邸地区」にわかれています。
旧三井別邸地区は、シイ・カシ・ケヤキの木々の豊かな自然に

吉田茂存命時に植えられていたバラ17種を植栽しています。開花
は、5月初旬～6月初旬、10月初旬～11月初旬です。

大磯町郷土資料館

恵まれ、春は新緑、秋はモミジが美しいところです。展望台に上

三井家別荘「城山荘」
（じょう

がれば、相模湾・伊豆半島・箱根連山・富士山の素晴らしい景色

ざんそう）をモチーフにした外

が一望できます。運がよければ、春と秋にはダイヤモンド富士が

観で、大磯の考古・歴史・民俗・

見られる感動が待っています。11月には不動池・城山庵がライト

自然がわかる資料が保管・展示

アップされ紅葉が楽しめます。

されています。
（大磯町郷土資料館提供）

旧吉田茂邸
旧吉田茂邸は戦後の有名な

（大磯町郷土資料館提供）

以上、抜粋して紹介させていただきましたが、公園内、旧吉田

内閣総理大臣吉田茂の邸宅を

茂邸、大磯町郷土資料館といずれも見どころがたくさんあります。

復原し、平成29年4月に公開、平

ぜひ、大磯城山公園へお出かけしてみてはいかがでしょうか？

成30年３月には入館者数が累

詳しい紹介および他のおすすめについては生涯学習情報システ

計10万人を超えた人気のある

ム「PLANET かながわ」
（ https://www.planet.pref.kanagawa.jp ）

ところです。

から、上部メニュー「ボランティア」→「ぶらり・かながわおで

庭園は、花をつかいモダニズ

かけガイド」をご覧ください。

人生100歳時代を迎えています
県立図書館では、時代に合わせた様々な講座を企画

が可能です。これまで培っ

学習相談員の

しています。昨年度、｢人生100歳時代を支える県立図書館・

たスキル・人脈こそ宝物、

おとなの社会科」として、４講座を開きました。また、
「大学

むしろシニアに起業のチャ

コラム

で学ぼう～生涯学習フェア～」(ライブラリーカフェ等)の実

ンスがあるなどの指摘も目

施、さらには１面で特集の「大人の自由研究応援講座」等、

にしました。
「調査相談カウン

vol.9

様々な分野の講座を用意しています。
「調査相談カウンター」 ター」と併せてご活用ください。
や「かながわ資料室／新聞・雑誌室」を活用しながら大いに
学び、調べることが可能です。

今回のキーワードは、それぞれが独立するものではなく、学
び、調べたその成果をボランティアに活かしたり、ボランティ

また、ボランティアについては、
「生涯学習情報コーナー」 アの延長線上にシニア起業があったりするように、互いに連動
で多様な情報を広く紹介しています。ボランティア募集その

し、連環するものです。
「学び」も「ボランティア」も「シニア

ものの情報収集の手立ての紹介、養成講座の情報提供など、

起業」も、人と人とのつながりの中で、相乗効果がもたらす産

どのようなボランティアをどういう方法で探すのかに至る

物とも言えます。

までお手伝いしています。
「創業・経営相談」をご存知でしょうか。シニア起業に関心
をお持ちの方はぜひご利用ください。専門家の方との相談

ほんの一例をご紹介しました。県立図書館は、人生100歳時
代の羅針盤となれるよう、皆さんのご利用をお待ちしていま
す。一歩踏み出すことがすべての始まりです。

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

