
 

【浜田桂子氏のプロフィール】 

1947年埼玉県生まれ。桑沢デザイン研

究所卒業。田中一光デザイン室勤務の

後、絵本の仕事を始める。日・中・韓12

名の絵本作家と平和絵本シリーズを企

画。『へいわってどんなこと？』を３国

共同刊行(日本は童心社)。2020年７月

に、香港にて、「第13回 Hong Kong 

BOOKPRIZE」を受賞。絵本を抱え中

国、韓国、北朝鮮、メキシコ、キューバ

など訪問。各地の子どもたちと平和を

考え、絵を描くワークショップを行っ

ている。日本文藝家協会会員。 

生涯学習に興味関心のある方へお届けする情報誌です 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手話 

通訳 

神奈川県生涯学習ニュース 

第23号 目次 

１面   子ども読書活動推進フォーラム 

２～３面 生涯学習施設「おすすめ情報館」 

４面   第23回大学で学ぼう～生涯学習

フェア～ 

学習相談員のコラム 

発行日：令和２（2020  ）    年9月10日 

発行元：県立図書館 広報・生涯学習推進課 

2020年12月12日[土] 開催 
13：00～16：30（開場12：30） 

✿ フォーラムプログラム ✿ 

 第１部 事例発表・実演（13：10～14：20） 
おはなし わっくわっく 
依田 和子 さん（かながわこどもひろば元代表） 

 第２部 講演（14：40～） 
浜田 桂子 さん 
「あなたが生まれたのは、すごいこと」 

 

神奈川近代文学館 展示館2階ホール 
（横浜市中区山手町110 港の見える丘公園内） 

 

会
場 

子ども読書活動推進フォーラムとは？ 

 

 

へいわってどんなこと？ 

『へいわってどんなこと？』など

の絵本作家 浜田桂子さんの講演

と、県内で活躍する２団体の事例

発表を予定しています。お子さま

とともに本を語るひとときに、ご

自身のボランティア活動への刺

激に、どうぞご参加ください。 

神奈川県子ども読書活動推進フォーラムは、子どもの読書活動の推進を図るため

に策定された、「第四次神奈川県子ども読書活動推進計画」の取組のひとつとして

毎年開催されているフォーラムです。 

講演会の他、読書活動の推進に取り組んでいる団体の事例発表も予定しており、

小さなお子さまでも楽しめる内容となっています。 

子どもの読書活動に関わるボランティアのみなさん、司書教諭、学校司書、そのほ

か子どもの読書活動に関心のあるみなさまの参加を心よりお待ちしております。 

10月20日(火)～11月17日(火) 
申込フォームまたは往復はがき 

募
集 

神奈川県立図書館（企画協力課） 
〒220-8585 横浜市西区紅葉ケ丘9-2 
TEL 045-263-5918 
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/yokohama/ 

お
問
合
せ 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     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、おでかけ前には各館

のウェブページ等で確認をお願いします。 

生涯学習関連施設 

「おすすめ情報館」 

講座等に参加予定の皆様へ（お願い） 

新型コロナウイルス県内感染のまん延防止等の観点から、掲載

した講座等が中止または延期となる場合も想定されます。お申

込みやお出かけの際は、開催施設のウェブページ等であらかじ

めご確認ください。 

ご理解・ご協力をよろしくお願い申し上げます。 

 

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～ 

展覧会 

日 時：2月29日(土)～11月8日(日) 

内 容：およそ６億年前、当時の南半球に存在した巨大大陸「ゴンドワ

ナ」。企画展では、この大陸の誕生と分裂の歴史を、実際の岩石

や鉱物、化石を通してご紹介します。 

会 場：県立生命の星・地球博物館 

：申込不要 

問合せ：上記の TEL、または Web をご覧ください。 

植物図鑑の使い方～樹木編～ 

講 座 

日 時：10月17日(土) 10:00～15:00 

内 容：身近な樹木の名前調べを通じて、植物図鑑の使い方の”いろは”

やコツを学びます。植物調べを始めてみたい入門者の方にもお

ススメです。 

会 場：県立生命の星・地球博物館 

：往復はがきまたは博物館 Web「申し込みフォーム」 

：10月6日(火)必着 

申込先：上記の TEL、または Web をご覧ください。 

〒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 

第５回考古学講座 

講 座 

日 時：11月21日(土) 14：00～16：00 

内 容：【テーマ】「神奈川県における縄文時代後・晩期の集落」 

【講師】児玉 優 氏（神奈川県教育委員会） 

【定員】52名 

※新型コロナウイルス感染症拡大の状況等によっては、講座を

中止と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 

：Web または往復はがき 

：10月2日(金)～10月30日(金)必着 ※応募者多数の場合は抽選 

申込先：詳細は Web 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/ 

アウトドアゲーム指導法講習会 

講 座 

日 時：11月21日(土)～22日(日) 

内 容：五感を働かせる活動を通して、子どもたちに自然の不思議さやお

もしろさを伝えるための、指導者向けの講習会。 

参加費4,000円（食費・宿泊費） 

会 場：県立足柄ふれあいの村 

：Web より申込書をダウンロードし、FAX にて下記まで 

：10月31日(土) 

問合せ：県立青少年センター指導者育成課 

TEL:045-263-4466（月曜休館）  FAX:045-242-8190 

プロジェクトワイルド指導者資格取得講座 

講 座 

日 時：11月29日(日) 9:45～16:30 

内 容：野生生物を題材に、楽しみながら自然についての学びを深める

ことのできるパッケージドプログラムの指導体験。 

テキスト代：5,500円 

会 場：県立青少年センター 

：Web より申込書をダウンロードし、FAX にて下記まで。 

：10月31日(土) 

問合せ：県立青少年センター指導者育成課 

TEL:045-263-4466（月曜休館） FAX:045-242-8190 

特別展「相模川流域のみほとけ」 

展覧会 

日 時：10月10日(土)～11月29日(日) 

内 容：相模川流域の仏像を中心とした仏教美術を紹介します。この地

域の仏教美術にスポットをあてた初めての展覧会で、初公開を

含む仏像彫刻を展示予定です。 

会 場：県立歴史博物館 

：申込不要 

※混雑時には、会場内の人数が40人を超えないよう制限しま

す。詳細は当館 Web をご確認ください。 

問合せ：上記の TEL 

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/ 

企画展「あの時の金沢文庫１９６４」 

展覧会 

日 時：10月2日(金)～11月29日(日) 

内 容：前回オリンピック・パラリンピック東京大会が開催された昭和

39年（1964年）に県立金沢文庫でおこなわれた修理事業や展

覧会の様相を、各種文化財から振り返ります。 

会 場：県立金沢文庫 

問合せ：上記の TEL 

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 

県立生命の星・地球博物館 のつづき 

〒250-0031 小田原市入生田 499 

TEL: 0465-21-1515 

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

http://nh.kanagawa-museum.jp/
http://nh.kanagawa-museum.jp/
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ar3/cnt/f6656/
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ar3/cnt/f6656/
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ch3/index.html
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ch3/index.html
http://www.kanagawa-yc.jp/
http://www.kanagawa-yc.jp/
http://ch.kanagawa-museum.jp/
http://ch.kanagawa-museum.jp/
https://www.planet.pref.kanagawa.jp/city/kanazawa.htm
https://www.planet.pref.kanagawa.jp/city/kanazawa.htm
http://nh.kanagawa-museum.jp/
http://nh.kanagawa-museum.jp/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「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 Web ページで、PDF

版をご覧いただけます。 

なお、「PLANET かながわ」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。 

〒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 

 

県立音楽堂 

 〒220-0044 横浜市西区紅葉ケ丘 9-2 

TEL: 045-263-2567 

https://www.kanagawa-ongakudo.com/ 

クロノス・クァルテット スペシャル・セッション＆トーク 

公 演 

日 時：10月3日(土) 17:00開演 

内 容：テリー・ライリー作曲「サン・リングズ」から平和への祈りが

込められた楽章を、クロノス・カルテットと合唱団やえ山組が

セッション演奏した映像の上映とトーク。 

会 場：県立音楽堂 

：インターネットまたは電話で 

：10月3日(土) ＊当日券ある場合のみ 

申込先：チケットかながわ TEL:0570-015-415 

https://www.kanagawa-arts.or.jp/tc/ 

ギル・シャハム ヴァイオリン・リサイタル 

公 演 

日 時：10月19日(月) 

内 容：6月に予定されていた公演の延期公演 

フランス音楽の美とエスプリを、卓越したテクニック、輝くよ

うな弦の響きで流麗に歌うギルのヴァイオリンで味わい尽くす

極上のプログラム。 

会 場：県立音楽堂 

：インターネットまたは電話で 

：10月19日(月) ＊当日券ある場合のみ 

申込先：チケットかながわ TEL:0570-015-415 

https://www.kanagawa-arts.or.jp/tc/ 

 

新・今日の作家展2020 再生の空間 

展覧会 

日 時：9月22日(火・祝)～10月11日(日) 10:00～18:00 

（入場は17:30まで） 

内 容：〈再生の空間〉をテーマに地主麻衣子さんと山口啓介さんの新旧

作を展示します。 

会 場：横浜市民ギャラリー 展示室1、B1 

問合せ：上記 

オープンスタジオ・人体クロッキー(着衣)A コース 

講 座 

日 時：11月19日(木)、26日(木)、12月3日(木)、10日(木) 

14:00～16:30 

内 容：モデル(着衣)を前に、参加者の皆さんが、それぞれのペースや

目標でクロッキーとデッサンに取り組む講座です。講師による

指導はありませんが、担当スタッフが在室します。 

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29日(木)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 FAX: 045-263-3031 

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

 横浜能楽堂芸術監督による能楽入門講座 

講 座 

日 時：11月3日(火・祝) 10:00,14:00 各回90分 

内 容：初心者がもっと能を楽しめるよう、横浜能楽堂芸術監督が舞台

と公演の魅力について、背景にある歴史を中心にお話します。

3種類から選べる書籍付き 各回2,000円 

会 場：横浜能楽堂 

：10月3日(土) 14:00～電話、Web。翌日から来館も。 

：各回定員100名になり次第(先着順) 

問合せ：上記 

能楽師(狂言方)が案内する横浜能楽堂とワークショップ 

「狂言の舞台裏、大公開！」 

講 座 

日 時：11月29日(日)10:00,13:00,16:00 各回2時間 

内 容：狂言の舞台が始まる本番前、出演者は準備をすべて自ら行いま

す。その準備をお話しを交えながらご覧いただきます。狂言の

舞台裏体験をお楽しみください！各回2,500円 

会 場：横浜能楽堂 

：10月17日(土) 14:00～電話、Web。 

：各回定員10名になり次第(先着順) 

問合せ：上記 

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 

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 

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

 
Ｗeb 版「こんなところに科学者」 

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

ki/materials/kagakusya.htm 

 

映画やアニメなどフィクション作品に現れる

科学者やその業績などを紹介。 

ご自宅からでも楽しめますので物語の魅力を

通して、科学技術に親しむ機会としてお役立て

ください。 

企画展示「神奈川の海をすくう」 

展 示 

日 時：9月11日(金)～11月11日(水) 

内 容：神奈川県の美しい景観を描いた絵図を展示するほか、豊かな海      

洋資源にまつわる資料や、海の歴史にまつわる文学作品も御紹

介します。現在プロジェクトが進行している三浦の「キャベツ

ウニ」や「三浦真珠」など、産業にまつわる取組みについても

パネルと併せて紹介します。 

会 場：県立図書館 本館１階 展示コーナー 

問合せ：上記 

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 

 

https://ycag.yafjp.org/
https://ycag.yafjp.org/
https://www.kanagawa-ongakudo.com/
https://www.kanagawa-ongakudo.com/
https://www.kanagawa-arts.or.jp/tc/
https://www.kanagawa-arts.or.jp/tc/
https://www.kanagawa-arts.or.jp/tc/
https://www.kanagawa-arts.or.jp/tc/
http://ynt.yafjp.org/
http://ynt.yafjp.org/
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/yokohama/index.html
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/yokohama/index.html
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/kawasaki/index.html
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/kawasaki/index.html
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/ch3/r1craft.html
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/ch3/r1craft.html
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/kawasaki/materials/kagakusya.htm
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/kawasaki/materials/kagakusya.htm
http://ynt.yafjp.org/
http://ynt.yafjp.org/
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/yokohama/index.html
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/yokohama/index.html
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/yokohama/index.html
https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/yokohama/index.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「不読率」という言葉があります。「１か月

に一冊も本を読まない子供の割合」を示し

ますが、「危機感の表れか・・・」と驚いた

ことを覚えています。 

平成12年の調査では、高校生の不読率は58.8％と

驚くべき割合で、これが危機感を表していたのかも

しれません。平成29年は5割強です。因みに、一人当

たりの読書冊数（1か月に読む本の冊数）は、高校生

では平成12年が1.3冊、平成29年では1.5冊だった

そうです。（全国学校図書館協議会・毎日新聞社による調査） 

この調査を踏まえて改善のための様々な取組みが

進行中ですが、翻って大人の世界ではどうなのでし

ょうか。大学生、成人含めて、比率はそれほど変わら

ないのかもしれません。読書の効用はともかく、読め

ば夢中になるし、楽しいから読書をするし、必要があ

れば紐解くのが書物と単純に考えたいものです。 

歌舞伎や能・狂言など伝統芸能では、「型」をしっ

かり学んで、その先に個性（＝芸）が花開くとか、師

匠の技を「盗む」ことで身に付けていくものだと耳に

します。「学ぶ」ことは「まねぶ（真似ぶ）」ことなど

も聞こえてきます。先ずは受容し、その後咀嚼するこ

とで味が出てくる。基礎・基本が第一で、そこから新

しいものが始まるということでしょう。読書もまた

同じで、先ずは概略を知ることで、その世界に触れる

きっかけになります。 

世の中の仕組みがどうなっているのかとか、宇宙

や自然はどういうふうにできているのかとか、こう

いう時に人はどう振舞ったのかなど、先人の知恵を

頼り、探究心を満たすには、読書ほどの手立ては他に

見当たりません。必要が読書を導くということでし

ょうか。その必要性を熱望する学びへの姿勢が何よ

り大切なようです。 

 

 

 

● 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 

        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 

不読率って聞いたことある？ 

第１弾  

場所：かながわ県民センター 

大学資料コーナーでお配りした県内大学の公開

講座や入学案内等の資料は、県立図書館新館１階

生涯学習情報コーナーで配架しています。 

詳しくは、生涯学習フェアの 

web ページをご覧ください 

第２弾 

ライブラリーカフェ 

場所：神奈川県立図書館 

開催予定 


