
ミニ展示 

✤神奈川資料 

▣４月～８月「箱根七湯と箱根温泉絵図」 

▣８月～12月「小田原馬車鉄道と小田原電気鉄道」 

▣12月～３月「明治の娯楽―横浜の劇場と芝居を中心に」 

✤雑誌創刊号コレクション 

▣５月～９月「『本』に関係する雑誌」 

▣９月～12月「創刊号コレクションから見るアイドル雑誌

とその前身」 

▣12月～４月「つり～釣り～Fishing『釣り雑誌の変遷』」 
【写真】 

「明治のベストセラー」 

の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
県立図書館では、平成30年度「明治150年」に関連する当時の時代背景がわか

る所蔵資料の展示を行いました。歴史的な事柄だけでなく、当時の文化や娯楽、

観光の面からもアプローチをして、さまざまな見方から普段なかなか目にするこ

とができない書物や資料の展示を行いましたので、驚かれた方も多くいたかもし

れません。県立図書館では県民の学習に応えるため多くの貴重な資料を所蔵して

います。ホームページ等から資料を検索できますのでご利用ください。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

開催した各展示については、県立図書館ウェブページ「お知らせ一覧」の「展示」に掲載されています。 

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

 

 

 

 

 

 

  

カ 
ナ ぼー 

神奈川県生涯学習ニュース 

第17号 トピックス 

１面   心をくすぐる県立図書館の展示 

２･３面 生涯学習施設「おすすめ情報館」 

４面   相談員コラム 

発行日：平成31（2019）年3月13日 

発行元：県立図書館 広報・生涯学習推進課 

企画展示 

▣５月～８月「かながわと温泉」 

文学に描かれた温泉～文豪との関わり 

▣８月～11月「マリア・ルス号事件」 

～明治という時代と日本人の正義感～ 

▣11月～２月「明治のベストセラー」 

 

心をくすぐる 

県立図書館の 

展示 

【写真】「つり～釣り～Fishing 

『釣り雑誌の変遷』」の様子 
【写真】「創刊号コレクションから見る 

アイドル雑誌とその前身」の様子 

平成30年度に実施した展示 

開 

催 

中 

❖企画展示「よこすか近代遺産めぐり」のお知らせ（５月８日まで） 
明治期、横須賀製鉄所や横須賀鎮守府の設置によって、軍都として急速に発展した横須賀。往時の

様子を今に伝える文化財の多くが、文化庁認定の日本遺産に認定されています。それら県内の貴重な

近代遺産について、自由に見学ができるものを中心に、パネルによる解説と共に当館所蔵の資料を展

示してご紹介します。 

★平成31年度も様々な展示を展開していきますので、ぜひお越しください。 

平成31年度 実施予定の展示 

ラグビーワールドカップと東京オリンピックに関連した展示を計画しています。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     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 国交樹立 100 年記念 ポーランド・ポスター展 

展覧会 

日 時：4月6日(土)～6月23日(日) ※祝日を除く月曜休館 

内 容：ポーランド政府から当館に寄贈された約 300 点のポー

ランド・ポスターの中から黄金期の 14 作家 176 点の

作品を展覧します。 

会 場：県立近代美術館 葉山館 

問合せ：上記の TEL 

コレクション展 彫刻のある風景 

展覧会 

日 時：4月6日(土)～6月23日(日) ※祝日を除く月曜休館 

内 容：開館当初の1950年代から現在に至るまで当館で開催し

た野外彫刻に関する展示を、当時の出品作家による作

品や資料とともに紹介します。 

会 場：県立近代美術館 葉山館 

問合せ：上記の TEL 

特別展記念講演会「私と横浜」 

講 座 

日 時：5月12日(日)14:00～16:00 

内 容：川崎・砂子の里資料館館長で浮世絵コレクターの斎藤文

夫が自身の横浜浮世絵コレクション等について語りま

す。 

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」 

：4月17日(水) 

申込先：上記の TEL、または HP をご覧ください。 

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/ 

特別展「横浜開港160年 横浜浮世絵」 

展覧会 

日 時：4月27日(土)～6月23日(日) 

前期：4月27日(土)～5月26日(日) 

後期：5月30日(木)～6月23日(日) 

※5月28日(火)、29日(水)は展示替によりご覧いただけ

ません。 

内 容：安政6（1859）年の開港以降、横浜の様子や外国人を

描いた浮世絵を横浜浮世絵と呼びます。 

本展では、当館と川崎・砂子の里資料館共催で全貌を

ご紹介します。 

※約330点の作品を前期、後期で入れ替えます。 

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。 

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/ 

箱根ジオパーク展～身近な火山と友だちになる～ 

展覧会 

日 時：３月２日(土)～5 月 12 日(日) 

内 容：箱根火山のなりたちや、大涌谷、三ツ石海岸などの箱

根ジオパークの「見どころ」や、火山防災活動につい

て紹介します。 

会 場：県立生命の星・地球博物館 

問合せ：上記の TEL、または HP をご覧ください。 

磯の生き物ウォッチング①、② 

講 座 

日 時：①４月21日(日)、②5月19日(日) 10:00～15:30 

内 容：磯の生きものを探して、なかま分けや名前調べに挑戦し

ましょう。小学生とその保護者が対象で、定員はそれぞ

れ40名です。（雨天中止） 

※①②は同じ内容です 

会 場：真鶴町(三ツ石海岸) 

：往復はがきまたは博物館 HP「申込みフォーム」 

：①４月２日(火) ②４月30日(火) 必着 

申込先：上記の TEL、または HP をご覧ください。 

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「いろいろとりどり～国宝に見る「色」～」 

展覧会 

日 時：3月15日(金)～5月12日(日) 

内 容：国宝「称名寺聖教・金沢文庫文書」のなかから「色」

にまつわる資料を集めるとともに、絵の具や絵画表

現、模写に関する美術作品も合わせてご紹介します。 

会 場：県立金沢文庫 

問合せ：上記の TEL 

特別展「浄土宗七祖聖冏と関東浄土教」 

展覧会 

日 時：5月17日(金)～7月15日(月・祝) 

内 容：浄土宗の古刹として知られる茨城県・常福寺の文化財

を中心に、関東における浄土教の広まりを文献・彫

刻・絵画からご紹介します。初出陳の仏像も展示され

ます。 

会 場：県立金沢文庫 

問合せ：上記の TEL 

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。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書館大公開「本が棚に並ぶまで」 

講 座 

日 時：4月14日(日)14：00～16：00 

内 容：図書の選定や受入・整理の仕事などをご紹介する講座

です。データ入力や装備作業の様子も実際にご覧いた

だけます。 

会 場：県立図書館 本館 多目的ルーム 

：往復はがき又はメール 

講座名、住所、氏名、電話明記。 

：4月3日(水)必着 

問合せ：図書課 045-263-5921 

県立図書館 

 〒220-8585 横浜市西区紅葉ケ丘 9-2 

TEL: 045-263-5900 

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

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/ 

第１回考古学講座 

講 座 

日 時：5月18日(土)14：00～16：00 

内 容：【テーマ】「横浜・川崎の古代墳墓―火葬の広まりを考え

る―」（仮） 

【講師】西田 真由子 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 

：HP または往復はがき 

：4月23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。 

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/ 

人体を描く―クロッキーとデッサン 

講 座 

日 時：4月18日(木)、25日(木)、5月2日(木)、9日(木) 

14：00～16：30 

内 容：異なる人体のフォルムを描き分けます。 

対象：18歳以上 定員20名（抽選） 

参加費：10,000円 

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。 

：3月28日(木)必着 

申込先：上記土粘土であそぼう 

講 座 

日 時：4月21日(日)10:30～12:00 

内 容：土粘土でいろいろなものをつくってみよう！ 

対象：幼稚園・保育園の年少～年長の幼児と保護者15組

（抽選）参加費：一組1,000円 

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 

：4月6日(土)必着 

申込先：上記 

横浜能楽堂 

〒220-0044 横浜市西区紅葉ケ丘 27-2 

TEL: 045-263-3055  

http://www.ynt.yaf.or.jp/ 

横浜こども狂言会 

発表会 

日 時：3月31日(日)12:00～16:00(11:00開場) 

内 容：横浜能楽堂「こども狂言ワークショップ」を修了した

子どもたちによる狂言の発表会です。本格的な装束を

身につけ、３か月に及ぶ稽古の成果を発表します。 

会 場：横浜能楽堂 

：申込不要、入場無料 

問合せ：上記 

普及公演「横浜狂言堂」 

公 演 

日 時：5月12日(日)14:00～15:35(13:00開場) 

内 容：狂言２曲を解説付きでお楽しみいただけます。お話 

石田幸雄、狂言「茶壺」（和泉流）内藤連、狂言「泣

尼」（和泉流）石田幸雄 

会 場：横浜能楽堂 

：電話・来館・Ｗｅｂで、2,000円 

：当日まで 

申込先：上記 

解説講座「いろいろな色と表現」 

講 座 

日 時：4月27日(土)13：30～15：00 

内 容：特別展「いろいろとりどり」展に関する解説講座を開催

します。展覧会を担当した学芸員が、絵画に用いられた

絵の具や技法、絵画の模写などについてお話します。 

会 場：県立金沢文庫 

：往復はがきまたは金沢文庫 HP「申込みフォーム」 

：4月14日(日)必着 

申込先/問合せ：上記の住所、または HP をご覧ください。 

 

「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、

PDF 版をご覧いただけます。 

なお、生涯学習情報やお出かけ情報なども検索できます。 

 

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。 



 

 

県立図書館の周辺を散策してみると、予想外に面白いことに

気づきました。神奈川県文化センターのプレートや国際児童年

記念の碑、金星太陽面経過観測記念碑、史跡神奈川奉行所跡石

碑、二つの像「希望」と「友情」などを見つけることができまし

た。その中で、ふと足を止めたオブジェ「潮」に、「青少年諸君しっかり頼

む」のメッセージを発見しました。このメッセージにどのような思いが込め

られていたのかに思いを馳せながら、長い時間の流れを感じていました。

 

 

 

 

 

 

遠くを見渡すと、県立図書館と県立青少年センタ

ーの間から、雪に覆われた富士山を望むことができ

ます。振り返ればランドマークタワーがそびえてい

て素敵な景観が広がっています。普段は何気なく見

ている光景が、ゆったりとした気持ちで目を通すと、

新しい景色に変わっていく気がしました。 

そして、県立青少年センター前の駐車場では、紅葉

坂一帯の魅力を引き出そうと、この春、「もみじ坂景

観改善工事」が始まります。秋には、開放感のある広

場が完成し、新たな発見ができるのではないかと思

っています。 

周辺の散策も生涯学習の一端と言えますが、さら

に新たな “発見”をするために、県立図書館生涯学習

情報コーナー（新館１階）にいらしてみてはいかがで

しょうか。大学公開講座の情報、お出かけ情報のパン

フレットや公演・講座案内など、様々な情報を提供し

ています。生涯学習に関するいろいろなご相談にも

お答えしていますので、どうぞお立ち寄りください。 

 

写真：県立青少年センターと県立図書

館の間から見える富士山 

県立図書館周辺を散策 

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 

 学習相談員のコラム 

vol.11 

．．． 

写真：オブジェ「潮」 写真：国際児童年記念碑 

写真：史跡神奈川奉行所跡石碑 

写真：神奈川県文化センターのプレート 


