
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年、神奈川県立金沢文庫は開館

90周年を迎えました。金沢文庫の

名は、鎌倉幕府の重鎮であった金沢
か ね さ わ

北条氏の私設文庫に由来します。金

沢北条氏の滅亡後、豊臣秀次や徳川

家康による貴重書の持ち出し、水戸徳川家による古書調

査、伊藤博文の再興など、さまざまな転機を経て、昭和5

（1930）年に県立の図書館として、隣接する称名寺の境

内に建てられました。その後、昭和30（1955）年に博物

館となり、平成2（1990）年には鎌倉時代に金沢文庫が

あったとされる、山を隔てた現在地に移りました。 

県立金沢文庫では昭和5年の開館以来、称名寺に伝来し

た文化財をお預かりし、調査・研究を続けてきました。ま

た、学芸員の日ごろの研究成果に基づく展覧会を開催し、

多くの文化財をご紹介してきました。こうした日々の積

み重ねがあり、鎌倉時代の武家文化を今に伝える古文書

と、中世の僧侶が記した仏教文献である 聖教
しょうぎょう

、あわせて

約2万点が平成28（2016）年に「称名寺聖教・金沢文庫

文書」として国宝指定されました。 

90年にわたる調査・研究の結果、「称名寺聖教」は、イ

ンドで生まれた仏教が東アジアで広まっていく様子がわ

かる、世界的に貴重な文献群であることがわかってきま

した。12月4日から始まる特別展「東アジア仏教への扉」

では、称名寺に伝来した聖教、仏像、仏画、工芸品などの

名品群を一堂に公開し、世界に誇る金沢文庫の魅力をお

伝えします。 
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神奈川県生涯学習ニュース 
生涯学習に興味関心のある方へお届けする情報紙です 

 

神奈川県立 
金沢文庫 

 

 
国宝「弘決外典鈔」 

（称名寺所蔵・金沢文庫管理） 

金沢称名寺の蔵書であることを示す印が

捺されている。 

 

 
国宝「華厳経問答」 

（称名寺所蔵・金沢文庫管理） 

新羅で成立した貴重な華厳教学の文献で、

称名寺本は世界最古の写本。 

 

 
金沢文庫旧館 
称名寺の境内に建っていた金沢文庫旧館。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     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」 

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/ 

令和２年度企画展「かながわ発きのこの新種展」 
展覧会 

日 時：令和3年2月20日(土)～5月9日(日) 
内 容：神奈川県産のきのこを中心に、近年新種として発表された貴重

な標本をまとめて展示します。また、標本集めや新種発表に至
るまでの博物館活動の裏側もお見せします。 

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サイトをご覧ください。 

早春の地形地質観察会 
講 座 

日 時：令和3年2月6日(土) 10:00～15:00 
内 容：相模湖周辺を8km程度のコースで散策し、地形の遠望や地質の

観察をしながら神奈川県北西部の山地や河川の成り立ちについ
て考えます。  
※雨天中止。 

会 場：県立生命の星・地球博物館 
：往復はがきまたはWebサイトの申込フォーム 
：令和3年1月26日(火)必着 

申込先：上記の TEL、またはWebサイトをご覧ください。 

〒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 

令和２年度 かながわの遺跡展 
「相模川 遺跡紀行－３万年のものがたり－」 

展覧会 
日 時：【会場①】令和2年12月24日(木)～令和3年1月24日(日) 

  ※令和2年12月28日(月)～令和3年1月3日(日) 休館 
【会場②】令和3年2月6日(土)～3月7日(日) 
  ※月曜日及び令和3年2月12日(金),16日(火),24日(水) 休館 

内 容：近年の相模川流域の発掘調査成果を中心に旧石器時代から近代
までの遺跡について展示します。 

会 場：①あつぎ郷土博物館 ②県立歴史博物館 
：申込不要 

問合せ：上記の TEL、詳細はWebサイトをご覧ください。 

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「かながわの正月－よい年になりますように－」 
展覧会 

日 時：令和2年12月12日(土)～令和３年1月24日(日) 
内 容：本展示では正月にまつわる民俗資料、近世・近現代の暦や日記、

正月行事の映像などを用いながら、行事の根底に流れる心意を
読み解いていきます。 

会 場：県立歴史博物館 
：申込不要 

問合せ：企画普及課 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 

特別展「東アジア仏教への扉」 
展覧会 

日 時：令和2年12月4日(金)～令和3年1月31日(日) 
内 容：神奈川県立金沢文庫開館90周年を記念して、仏教が東アジアで

展開した様子を一望できる称名寺の文物を展示し、世界に誇る
金沢文庫の魅力をご紹介します。 

会 場：県立金沢文庫 
問合せ：上記の TEL、またはWebサイトをご覧ください。 

企画展「拓本で知る武州かねさは」 
展覧会 

日 時：令和3年2月5日(金)～3月21日(日) 
内 容：石碑などの拓本は地域の歴史を知る重要な資料です。本展示で

は、郷土史家・山田善一氏が収集してきた拓本のコレクション
から、金沢地域の歴史をひもといていきます。 

会 場：県立金沢文庫 
問合せ：上記の TEL、またはWebサイトをご覧ください。 

 

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Web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。 

 

講座等に参加予定の皆様へ（お願い） 

連続講演会「生命と芸術 ５つのメッセージ」 
講 座 

日 時：令和3年2月6日(土),20日(土),3月13日(土),20日(土・祝), 
27日(土) 

内 容：中村桂子（生物学者）、やなぎみわ（現代美術作家）、小金沢健
人（現代美術作家）、水野千依（美術史家）、佐藤信（劇作家）
が危機の時代における芸術の役割について語る。 

会 場：鎌倉商工会議所会館 地下ホール 
：要申込。 
：定員に達し次第〆切。 

申込先：詳細はWebサイトをご覧ください。 

県立近代美術館 
【葉山館】〒240-0111 
三浦郡葉山町一色 2208-１ 
TEL: 046-875-2800 
http://www.moma.pref.kanagawa.jp/ 

【鎌倉別館】〒248-0005 
鎌倉市雪ノ下 2-8-1 
TEL: 0467-22-5000 

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

ロボットプログラム（横浜） 
講 座 

日 時：①令和3年1月23日(土) 9:30,13:30  
②令和3年2月27日(土) 9:30,13:30 各回2時間 

内 容：ロボットを動かしてみよう！主に超音波センサーを使います。 
各回はすべて同じ内容です。 
【対象】小学3～6年生 応募多数の場合は抽選 

会 場：県立青少年センター（横浜 紅葉ケ丘） 
：往復はがき 
：①令和2年12月24日(木)～令和3年1月7日(木) 必着 
②令和3年1月28日(木)～2月11日(木) 必着 

問合せ：県立青少年センター科学部科学支援課 
TEL:046-222-6370   
詳細はWebサイトをご覧ください。 

星空教室 
講 座 

日 時：令和3年2月27日(土) 18:00～19:30 
内 容：望遠鏡で月齢15の月とシリウスを観察します。 

【対象】小学生以上（中学生以下は保護者同伴） 
会 場：県立青少年センター（横浜 紅葉ケ丘） 

：電話にて先着順 
：令和3年1月29日(金) 9:00～2月26日(金) 

問合せ：県立青少年センター科学部科学支援課 
TEL:046-222-6370   
詳細はWebサイトをご覧ください。 

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/ 

山田和樹指揮東京混声合唱団「合唱でオペラ！」 
公 演 

日 時：令和3年2月12日(金) 14:00開演 
内 容：お話つきで気軽に楽しむ音楽会。「合唱でオペラ｣をテーマに、

前半はオペラの名曲、後半は新曲ミニオペラ『県立音楽堂ミス
テリー ―マエストロ失踪事件―』を披露。 

会 場：県立音楽堂 
：Webまたは電話で 
：令和3年2月12日(金) ＊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/ 

Toshi伝説「エクストリーム LOVE」 
公 演 

日 時：令和3年3月20日(土・祝) 13:00,14:45,16:30 
内 容：音楽堂の芸術総監督で作曲家一柳慧の記念音楽会。クラシック

や現代邦楽、ピアノ1台で奏でられる現代音楽など3種類のコン
サートを1日で開催。【申込みは別々に】 

会 場：県立音楽堂 
：Webまたは電話で 
：令和3年3月20日(土・祝) ＊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/ 

 

〒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 
 

写真が〈魔術〉だったころ 
講 座 

日 時：令和3年2月13日(土) 14:00～16:00 
内 容：最初期の写真・ダゲレオタイプ(銀板写真)講座と映像詩『オシ

ラ鏡』上映会 
【講師】新井卓(写真家、アーティスト、映画作家)  
【定員】20名(抽選)  【参加費】1,500円 

会 場：横浜市民ギャラリー 4階アトリエ 
：Webサイトの申込フォーム、往復はがき、または直接来館 
：令和3年1月30日(土) 必着  

問合せ：上記の TEL 

横浜市民ギャラリーまるごと探検ツアー 
講 座 

日 時：令和3年3月14日(日) 10:30～11:30 
内 容：美術作品を見たり、収蔵庫などバックヤードを探検しよう！ 

【講師】河上祐子(横浜市民ギャラリー学芸員/エデュケーター) 
【対象 定員】小学3～6年生 10名(抽選) 【参加費】500円 

会 場：横浜市民ギャラリー 4階アトリエ 
：Webの申込フォームまたは直接来館 
：令和3年2月23日(火・祝) 必着 

問合せ：上記の TEL 

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 
https://yokohama-nohgakudou.org/ E-mail:nougaku@yaf.or.jp 

おとな狂言ワークショップ 
講 座 

日 時：令和3年1月13日(水),21日(木),28日(木) 各回19:00～21:00 
内 容：全３回で狂言の基礎を体験するワークショップです。足の運

び、扇の使い方、謡など狂言の基礎を実技指導します。 
【定員】20人(応募者多数の場合は抽選) 

会 場：横浜能楽堂 
：［Ａ］はがきまたはファックス［Ｂ］横浜能楽堂Webページ 
：［Ａ］12月18日(金)必着［Ｂ］12月18日(金)17:00まで 

申込先：上記参照 

太鼓方が案内する横浜能楽堂見学とワークショップ 
講 座 

日 時：令和3年2月23日(火・祝) 10:00,13:00,16:00 各回2時間 
内 容：能楽囃子に用いられる4種の楽器のうちの一つである太鼓。今

回は、間近で太鼓演奏を鑑賞し、実際に打ってみます。太鼓の
体験をどうぞお楽しみください。施設見学会付。 

会 場：横浜能楽堂 
：令和3年1月16日(土)14:00より電話、Web 
：各回定員10名になり次第(先着順) 

申込先：上記参照 

第7回考古学講座 
講 座 

日 時：令和3年2月13日(土) 14：00～16：00 
内 容：【テーマ】「古代相模の陸路と水路」 

【講師】荒井 秀規 氏（藤沢市郷土歴史課） 【定員】52名 
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 
：令和3年1月22日(金)必着 (応募者多数の場合は抽選) 

申込先：詳細はWebサイトをご覧ください。 

県埋蔵文化財センター つづき 県立音楽堂 つづき 

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ch3/index.html
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日本書紀編纂1300年を迎えた2020年。古代の人々

がどのような意識をもって生活をしていたのか、改めて

気になるところです。ましてや健康であることに最も関

心が集まる現在。古代人の生活から何かのヒントを得た

いものです。 

ところで、健康維持に乳酸菌が効果的だという記事は

至る所に見受けられますが、日本書紀の中にも「牛酒（シ

シ）」「醍醐」などの記述があるそうです。いわゆるヨー

グルトやチーズの類ですね。古代人の食生活とつながっ

ているようで何やら心強く感じます。 

もっとも、健康維持には食はもとより、適度な運動が

必要なのは、現代人においては常識ですね。古代人が体

力づくりのために武芸以外に何をしていたかは不明で

すが、現代人には県立図書館生涯学習情報コーナーの情

報が大いに役立つと思われます。 

「体幹トレーニング教室」「働く女性のためのストレ

スケア＆マインドフルネス」「ソーシャルディスタンス

西区ゆっくり散歩」等々、この時期にあわせた体力づく

りに関するチラシが配架されています。もちろん、ご自

宅でも生涯学習情報システム「ＰＬＡＮＥＴかながわ」

で検索することが可能です。 

古代人の知恵にもつながる食生活の充実と、種々のエ

クササイズによって健康な毎日をお過ごしください。そ

して、学ぶ意欲に繋げてみてください。生涯学習情報コ

ーナーには学習相談員が常駐していて、種々ご相談を承

ります。遠慮なくお声掛けください。なお、電話やファ

クシミリ、メールでもご相談をお受けします。

 

 

 

 

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 

 展示「県立川崎図書館の本で作ってみよう」 
展覧会 

日 時：令和2年12月11日(金)～令和3年3月23日(火)の開館時間 
内 容：当館が所蔵する「ものづくり」関連資料を使って作成したラズ

ベリーパイ（小型コンピューター）を用いた可動式カメラや建
築模型などを資料とともに展示します。 

会 場：県立川崎図書館 ものづくりギャラリー 
：申込不要 

問合せ：上記の TEL 

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 

新型コロナウイルス感染症の影響が続く中、県民

の方々が自宅で楽しんでいただけるよう、それぞれ

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。

こちらもお楽しみください。  

 

「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Webページで PDF版
をご覧いただけます。 

「PLANETかながわ」では、生涯学習情報やお出かけ情報などが検索
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。 

Facebook Twitter 

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

 学習相談員のコラム 
vol.18 

健康づくりと生涯学習 

● 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 045-241-2866 
        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 

企画展示「山川菊栄とその時代」 
展覧会 

日 時：令和2年11月13日(金)～令和3年3月23日(火) 
内 容：今年は、山川菊栄生誕130周年にあたります。 

労働省婦人少年局長に就任した1947年当時の世相がうかがえる
当館の多彩な資料とともに、当館のコレクション「山川菊栄文
庫」より貴重な資料をご紹介します。 

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 045-263-5922 
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