
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県立図書館新館１階に生涯学習情報コーナーがあります。３名の学習相談員

が常駐し、生涯学習情報の提供や学習相談など、みなさんの様々なニーズに丁

寧にお応えしています。相談したいけど何を聞いていいかわからないという方

も、配架している豊富な資料をご覧いただいたり、気になったことを常設して

いるパソコンで検索したりすることができます。気軽にお立ち寄りください。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

神奈川県生涯学習ニュース 
第22号 目次 

１～２面《特集》生涯学習情報コーナー 

２面   相談員コラム 

３～４面 生涯学習施設「おすすめ情報館」

おうちでも楽しめるウェブコンテ

ンツ特集！一部今後の催しの情報

も掲載しています 

発行日：令和２（2020  ）    年6月23日 

発行元：県立図書館 広報・生涯学習推進課 

 

《特集》 

生涯学習 

情報コーナー 

学びたいことを 学びたいときに  

学びたいところで 学ぶことができる 

ぼー ナ 
カ 

配架資料 

大学・大学院等 
・社会人入学募集案内 

・オープンカレッジ 

・公開講座 ・通信教育 

資格・交流 
・国際交流関連情報 

・市民活動・ボランティア 

・資格、試験情報 

講座・教室 
・県主催の講座  ・スポーツ教室 

・ワークショップ ・パソコン教室 

・各種講座 ・カルチャースクール 

おでかけ情報 
・県内施設、ホール 

・お出かけスポットマップ 

・パンフレット 

催し物 
・演劇 ・コンサート 

・映画 ・展覧会 

図書 
・大学、専門学校案内 

・資格取得関連 ・生涯学習関連 

・神奈川の歴史、文化  

・ガイドブック 

「横浜駅」西口・きた西口からおよそ徒歩5分のところに「かながわ県民センター」があります。

９階に県立図書館の横浜西口カウンターがあり、その奥にはなんと・・・配架コーナーが！！ 

上記の資料の一部を配架していますので、お近くにお越しの際は、是非お立ち寄りください。 

学習相談員のおすすめコーナー 

〇学習相談員が企画して、おすすめ情報を紹介する展示コーナーです。 

【テーマ事例】 

 ワークショップに参加して人生を豊かにしてみませんか？ 

 生涯学習に大学通信教育を 

 多文化共生の入口 ～ 身近な異文化交流 

 人生 100歳時代に図書館の活用を 

 歩く・見る・知る 神奈川の歴史を巡る道  など 

＊新型コロナウイルス感染症の状況により、今号はweb版のみの発行になりました。 

再開館などの詳細については、各館のウェブページをご確認ください。 

※かながわ県民センター９階の利用再開については、ホームページで御確認ください。 

マナビィ 



  
 

相談は、来館・電話・FAX・お問合せフォームメールで

受け付けています。お気軽にお問い合わせください。 

【相談事例】 

 俳句教室に入りたい 

 古文書解読講座・歴史講座を受講したい 

 司書資格や樹木医の資格を取りたい 

 三味線を習いたい 

 茶道サークルに入りたい 

 身につけたスキルをボランティアで役立てたい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

紅葉ヶ丘を彩った桜やつつじは深緑の

装いをまとい、盛夏の陽ざしを心待ちにし

ています。そんな時節、新たな学びの機会

を手繰り寄せようと、心待ちにしていた皆さん。是

非、紅葉ヶ丘の県立図書館生涯学習コーナーをご活

用ください。 

ところで、外出を控えざるを得なかったこの数週

間、いろいろな媒体を通して、いつも以上にたくさ

んの情報に接することができたのではと拝察いた

します。知的好奇心をくすぐる情報は、テレビ番組

はもとより、ネット上における「オンライン」関連

情報の検索でもたくさん手にすることができたと

思います。美術館

や博物館、公開講

座を身近に感じる

ことも可能にして

いました。 

さて、ここから

です。集めた知的

好奇心をどう生涯

学習に活かすのか。そこで、改めて生涯学情報コー

ナーの存在を強調させていただきます。相談員が常

駐していますので、知的好奇心を全うする足掛かり

にしていただければと思います。

 

相談業務 学習相談員による生涯学習相談 

平日(火～金)：午前９時30分～午後７時 

土日祝：午前９時30分～午後５時 

※開館時間については変更される場合があ

りますので、ウェブページでご確認くださ

い 

TEL：045-263-5916 

FAX：045-241-2866 

フォームメール： 

https://www.planet.pref.kanagawa.jp/ 

app/enq/mail/input 

生涯学習検索用 

ＰＣコーナー 

大学・通信制大学 

資料コーナー 

 学習相談員のコラム 

vol.16 

集めた知的好奇心を活かすには 

● 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 

        フォームメールによるお問合せは、HP下部の「メールフォームによるお問合せ」から。 

● 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 

 

相談コーナー 

https://www.planet.pref.kanagawa.jp/app/enq/mail/input
https://www.planet.pref.kanagawa.jp/app/enq/mail/input
https://www.planet.pref.kanagawa.jp/app/enq/mail/input


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国宝 金沢文庫文書データベース 

https://www.planet.pref.kanagawa.jp/city/bunko/notice/komonj

oDB_login.html 

金沢文庫で管理する国宝「金沢文庫文書」の画像を閲覧することが

できるデータベースです。古文書の画像と合わせて、古文書の書誌情

報や、読みやすいように活字化したテキストも一緒に見ることができ

ます。中世の古文書を自宅で見るだけでなく、古文書のくずし字学習

にも利用できるデータベースになっています。なお金沢文庫のツイッ

ターでも古文書を紹介しています。 

     掲載内容は各施設からの情報を基に作成しています。 

変更される場合もありますので、御承知おきください。 

生涯学習関連施設 

「おすすめ情報館」 

おうちでも楽しめる 

ウェブコンテンツ特集！ 

一部今後の催しの情報も掲載しています 

 

今号は、web 配信のみの発行です。（紙面での発行はいたしません） 

生涯学習情報システム「PLANET かながわ」のホームページでは、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。 
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。 

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 

企画展「江戸刷リ物品定メ」 

展覧会 

日 時：7月31日(金)～9月27日(日) 

内 容：二代目金沢文庫長熊原政男の集めた絵地図、金沢八景、徒然草

などのコレクションを展示し、熊原の描いた「神奈川県文書

館」としての金沢文庫の構想に迫ります。 

会 場：県立金沢文庫 

：なし（ただし新型コロナウイルス感染症防止のため入館者数を

最大20名とします） 

問合せ：上記の TEL 

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/ 

企画展「ゴンドワナ―岩石が語る大陸の衝突と分裂―」 

http://nh.kanagawa-

museum.jp/research/archives/gakushu/gondwana/index.html 

【展示紹介動画】 

巨大な大陸の移動の歴史や、

日本ではなかなか見ることが出

来ない珍しい岩石などを動画で

ご紹介します。 

「学芸員の展示余話」 

http://nh.kanagawa-

museum.jp/research/archives/gakushu/tenji_yowa/index.html 

常設展示室の展示物について、展示室だけでは語り切れない内容を

学芸員が紹介します。 

生命の星・地球博物館が100倍面白くなる、学芸員の展示余話をお楽

しみください。 

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/ 

特設サイト「おうちでかながわけんぱく」 

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

子どもがおうちでも博物館を

楽しめるよう特設サイト「おう

ちでかながわけんぱく」を用意

しました。 

https://www.planet.pref.kanagawa.jp/city/bunko/notice/komonjoDB_login.html
https://www.planet.pref.kanagawa.jp/city/bunko/notice/komonjoDB_login.html
https://www.planet.pref.kanagawa.jp/city/kanazawa.htm
https://www.planet.pref.kanagawa.jp/city/bunko/notice/komonjoDB_login.html
http://nh.kanagawa-museum.jp/
http://nh.kanagawa-museum.jp/research/archives/gakushu/gondwana/index.html
http://nh.kanagawa-museum.jp/research/archives/gakushu/gondwana/index.html
http://nh.kanagawa-museum.jp/research/archives/gakushu/gondwana/index.html
http://nh.kanagawa-museum.jp/research/archives/gakushu/gondwana/index.html
http://nh.kanagawa-museum.jp/research/archives/gakushu/tenji_yowa/index.html
http://nh.kanagawa-museum.jp/research/archives/gakushu/tenji_yowa/index.html
http://nh.kanagawa-museum.jp/research/archives/gakushu/tenji_yowa/index.html
http://ch.kanagawa-museum.jp/
http://ch.kanagawa-museum.jp/ouchi/
http://ch.kanagawa-museum.jp/ouchi/


  

〒220-0031 横浜市西区宮崎町 26-１ 

TEL: 045-315-2828 https://ycag.yafjp.org/ 

横浜市民ギャラリー 

 

「横浜市民ギャラリーインタビューアーカイブ」 

https://ycag.yafjp.org/our_exhibition_archive/interview-archive/ 

企画展の出品作家、過去の横浜市民ギャラリーを知る作家や関係者

が語った、貴重なインタビュー映像です。 

「横浜市民ギャラリー収蔵作品紹介”今月の１点”」 

https://ycag.yafjp.org/archives/ 

横浜市民ギャラリーの収蔵作

品のうち、情報誌『横浜画廊散

歩』に掲載した作品を、解説お

よび作家の略歴と合わせてご紹

介します。 

撮影：上杉明 

〒232-0033 

横浜市南区中村町３-191-１ 

TEL: 045-252-8661  

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ar3/cnt/f6656/ 

県埋蔵文化財センター 

先人たちの生活を学ぼう 

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ar3/cnt/f6656/ 

センターの紹介や、過去に実施した考古学講座・ゼミナールの配布

資料およびかながわの遺跡展図録をダウンロードできます。また『出

土品フォトギャラリー』では、県内の発掘調査で出土した資料をご覧

いただけます。 

第４回考古学講座 

講 座 

日 時：9月26日(土) 14：00～16：00 

内 容：【テーマ】「相模国の終末期古墳を考える－伊勢原市子昜・中川

原遺跡１号墳を中心に－」 

【講師】新山 保和 氏（公益財団法人かながわ考古学財団） 

【定員】80名 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため募集

人数を変更させていただきます。 

【お願い】講座参加にあたっては、感染症予防対策にご理解ご協

力をお願いいたします。今後、感染症の状況によっては講座を

中止する場合がありますので、あらかじめご了承ください。 

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 

：8月7日(金)～9月4日(金)必着 ※応募者多数の場合は抽選 

申込先：詳細は HP をご覧ください。 

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 

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

【科学部】〒243-0018  

厚木市中町 4-16-21 プロミティあつぎビル２階 

TEL：046-222-6370 http://www.kanagawa-yc.jp/ 

「おうちで実験」 

http://kanagawa-yc.jp/jikken/jikken-index.html 

新型コロナウイルス感染拡大防止で外出を控えている皆様が、ご自宅

で楽しんで頂けるように、簡単にできる科学の実験や工作を紹介してい

ます。 

「つくってあそぼう！子どもと作る手作りおもちゃ」 

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/ch3/r1craft.html 

主に身近な材料でつくってあそべる工作

レシピを紹介する冊子 

「つくってあそぼう！ 子どもと作る手

作りおもちゃ」の紹介 

PDF ファイルダウンロード可 

「温故知新 伝承あそび ing 子どもたちに伝えたい111選」 

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ch3/shidoushayousei/densh

oasobiing.html 

どこでもできる、身近にあって手に入り

やすいものでできる伝承あそびと、現代で

遊ぶための工夫等を織り交ぜて紹介する冊

子「温故知新 伝承あそび ing 子どもたち

に伝えたい111選」の紹介 

PDF ファイルダウンロード可 

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 

http://ynt.yafjp.org/   E-mail:nougaku@yaf.or.jp 

 
「横浜能楽堂アーカイブコレクション」 

https://bit.ly/2JYfGRG 

YouTubeで過去の公演・催しの映像

を配信。平成24年度の横浜能楽堂特別

企画公演『日中を旅した楽器－三弦・三

線・三味線－』から長唄「鷺娘」、『こど

も狂言堂』、『能楽師が案内する横浜能

楽堂見学と能楽ワークショップ』など。

今後も順次公開予定です。横浜能楽堂

YouTubeチャンネルをご覧ください。 

https://ycag.yafjp.org/our_exhibition_archive/interview-archive/
https://ycag.yafjp.org/archives/
https://ycag.yafjp.org/archives/
https://ycag.yafjp.org/archives/
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ar3/cnt/f6656/
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ar3/cnt/f6656/
https://www.planet.pref.kanagawa.jp/app/search/exc/list?sort=&page=1#dispListArea
https://www.planet.pref.kanagawa.jp/app/search/exc/list?sort=&page=1#dispListArea
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ar3/cnt/f6656/
http://kanagawa-yc.jp/jikken/jikken-index.html
http://kanagawa-yc.jp/jikken/jikken-index.html
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/ch3/r1craft.html
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/ch3/r1craft.html
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ch3/shidoushayousei/denshoasobiing.html
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https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ch3/shidoushayousei/denshoasobiing.html
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https://bit.ly/2JYfGRG
https://bit.ly/2JYfGRG


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生涯学習情報システム「PLANET（プラネット）かながわ」が、検索条件を見直

し使いやすくなりました。左図は「講座・イベント」のページ画面です。 

検索項目は、「分野を選択する」「開催地域を選択する」「開催期間を指定する」「開

催形式を選択する」「その他の条件」です。必要な情報を自分に合った条件で検索で

きます。 

それぞれのボタンをクリックすると、「指導者・人材」「団体・グループ」「大学の

公開講座」「お出かけ」「施設」「教材・機材」「文化財」「かながわの出土品」「こど

も向け情報」と幅広く検索できます。 

検索以外に情報の掲載や登録をすることができます。開催する「講座・イベント」

情報の掲載や、楽しく活動する仲間を募集できる「団体・サークル」情報への登録、

知識や資格を活かして「指導者・人材」情報に登録することができます。 

是非、「PLANET かながわ」のウェブサイトをご覧ください。 

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/gt2/outidemyu-ziamu.html 

社会教育施設の web コンテンツを集約した共同企画「おうちでミュー

ジアム＆ライブラリー」を発信しています。こちらもご覧ください。 

横浜能楽堂  のつづき 

〒220-0044 横浜市西区紅葉ケ丘 27-2 

TEL: 045-263-3055 FAX: 045-263-3031 

http://ynt.yafjp.org/   E-mail:nougaku@yaf.or.jp 

 

県立図書館 

 〒220-8585 横浜市西区紅葉ケ丘 9-2 

TEL: 045-263-5900 

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

神奈川デジタルアーカイブ 

https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/digital_archives/ 

浮世絵などの絵画資料、神奈川に関連の

ある資料等の目録など、デジタル化した資

料をご紹介します。 

神奈川県郷土資料アーカイブ 

https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/kyoudo_archives/main.htm 

神奈川に関連のある資料等の目録、神奈川県内古今の姿がわかる浮

世絵、古文書、写真など、デジタル化した資料を紹介します 

生涯学習情報システム「PLANET かながわ」 

復刻「能楽質問箱」 

https://yokohama-nohgakudou.org/staff-blog/ 

1998(平成10)年から2000(平成12)年ま

でに発行した季刊『橋がかり』に掲載され

た「能楽質問箱」を復刻「能楽質問箱」と

して、5月から約3か月間、26回シリーズ

でホームページ上に公開しています。 

横浜能楽堂特別施設見学日「みんなで楽しむ能楽堂」 

施設見学 

日 時：7月31日(金) 13：00(12：30開場) 

内 容：仕舞鑑賞・舞台裏見学・小鼓体験。英語の通訳ガイド付きなの

で外国人の方も楽しめる見学会です。 

※楽屋裏見学・小鼓体験参加者は靴下持参 

※定員あり・入場無料 

会 場：横浜能楽堂 

：事前申込制 7月19日(日)14：00～ 

：定員になり次第 

問合せ：上記の TEL 

横浜能楽堂普及公演「みんなで楽しむ能・狂言」 

公 演 

日 時：8月2日(日) 14：00(13：00開場) 

内 容：狂言「附子」（大蔵流）茂山七五三、能「舎利」（観世流）観世

喜正 スマートフォン・タブレットへの日本語・英語解説も配

信。鑑賞初心者の方や、外国人の方も楽しめる公演。 

会 場：横浜能楽堂 

：電話・来館・WEB でチケット発売中 

S 席4,000円/A 席3,500円/B 席3,000円 

：定員になり次第 

問合せ：上記の TEL 

リニューアル 
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