
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現代の彫刻家は、

空間の中の多様な

フォルムを追求し

てきました。神奈川

県立近代美術館は、1951年の開館以来、

こうした同時代の彫刻・立体作品を積極的

に収集、展示、保存してきました。その70

年の歩みを記念する企画展「開館70周年

記念 空間の中のフォルム―アルベルト・

ジャコメッティから桑山忠明まで」には、

9つのテーマによる特集コーナーを交えて

当館を代表する収蔵品80点以上を出品し

ます。アルベルト・ジャコメッティ《裸婦

小立像》（1946年頃）や桑山忠明のインス

タレーション《無題》（2004年）、32年ぶ

りに展示する最上壽之の大型木彫《トント

ンビョウシ ノ アシビョウシ》（1989年）

のほか、マルタ・パン《モニュメント―桜》

（1995年）や宮崎進《無題》（1990年頃）、

小杉武久《Interspersion for Light and 

Sound 光と音の点在》（2000年／再制作

2020年）など、新規に収蔵された名品も

公開します。本展覧会は、わたしたちを包

む空間とさまざまなフォルムの豊かな対

話を感じるまたとない機会になることで

しょう。 

 
安齊重男《宇佐見英治の手の上のアルベルト・ジャコメッティ》 

1981年  

神奈川県立近代美術館蔵 

 

 

 

 

 

第25号 目次 
１面   神奈川県立近代美術館 

企画展「開館70周年記念 空間の中
のフォルム―アルベルト・ジャコ
メッティから桑山忠明まで」を開催 

２～４面 生涯学習施設「おすすめ情報館」 
４面   学習相談員のコラム 

令和3（2021  ）    年3月 
神奈川県立図書館 広報・生涯学習推進課 発行 

企画展「開館70周年記念 空間の中のフォルム―アルベ
ルト・ジャコメッティから桑山忠明まで」を開催 

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 
近代美術館 

 

4月24日(土)～9月5日(日) 

詳細は2面をご覧ください 

開催日 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〒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 

     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 Web サイト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」 

第1回考古学講座 
講 座 

日 時：5月9日(日) 14：00～16：00 
内 容：【テーマ】「発掘された大山山麓の中世」 

【講師】松葉 崇 氏（公益財団法人かながわ考古学財団） 
【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サイトまたは往復葉書 
：3月19日(金)～4月16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「武蔵国鶴見寺尾郷絵図の世界」 
展覧会 

日 時：3月26日(金)～5月23日(日) 
内 容：南北朝時代の横浜・鶴見地域を描いた地図や、近隣の寺院に伝

わった『大般若経』などを展示し、関連する国宝「称名寺聖
教・金沢文庫文書」を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、またはWebサイトをご覧ください。 

企画展「江戸時代の称名寺」 
展覧会 

日 時：５月28日(金)～７月25日(日) 
内 容：江戸時代の称名寺のすがたを、同時代の古文書や聖教から読み

解くとともに、中世に生まれた資料群が江戸時代にどのように
認識されていたのかを考えていきます。 

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。 

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：3月 10日(水)～5月 9日(日)  
※開催期間についての最新の情報はWebサイトをご確認くだ
さい。 

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 
問合せ：上記の TEL、またはWebサイトをご覧ください。 

初夏の昆虫観察会 
講 座 

日 時：6月6日(日) 10:00～15:00 
内 容：学芸員と一緒に、５時間ほど野山をハイキングしながら、初夏

の昆虫を探します。どんな昆虫に出会えるかはお楽しみ。クモ
やトカゲ、カエルにも会えるよ。 ※雨天中止 

会 場：中井町(予定) 
： Webサイトの申込フォームまたは往復葉書 
：5月25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。 

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/ 

Webサイト「おうちでかながわけんぱく」 
http://ch.kanagawa-museum.jp/ouchi 

WEB で歴史を身近に感じられる「おうち
でかながわけんぱく」に、新たに「ひらがな
なにかなどんなかな」「カドニュウドウをつ
くろう」などが加わり、より一層楽しめます。 

問合せ：企画普及課 上記の TEL 

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 

開館70周年記念 空間の中のフォルム 
展覧会 

日 時：4月24日(土)～9月5日(日) 
内 容：神奈川県立近代美術館は、1951年の開館以来、同時代の彫刻・

立体作品を積極的に収集、展示、保存してきました。本展は、
その70年の歩みを記念して、当館の代表的な作品を紹介する展
覧会です。 

会 場：県立近代美術館 葉山館 
：申込不要 

問合せ：詳細はWebサイトをご覧ください。 

若林 奮 新収蔵作品 
展覧会 

日 時：4月24日(土)～9月5日(日) 
内 容：河合孝典氏よりご寄贈いただいた若林奮の新収蔵作品――彫

刻、素描、版画、リーヴル・オブジェ、手製年賀状など100点
余を数える「河合コレクション」を公開します。 

会 場：県立近代美術館 葉山館 
：申込不要 

問合せ：詳細はWebサイトをご覧ください。 

 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Webサイト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。 

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/ 

音楽堂アフタヌーンコンサート 
荘村清志 ギター・リサイタル《アルハンブラの想い出》 

公 演 
日 時：4月23日(金) 13:30開演 
内 容：日本におけるクラシック・ギターのパイオニア・荘村清志が、

日本の音楽ホールの歴史そのものの県立音楽堂に登場。この特
別な機会に荘村が用意したプログラムで、両者の素晴らしい融
合をご体感ください。 

会 場：県立音楽堂 
：1回券 全席指定5,000円 
：4月23日(金) ※当日券がある場合 

申込先：チケットかながわ TEL:0570-015-415 
神奈川芸術協会 TEL:045-453-5080 

音楽堂アフタヌーンコンサート 
北村朋幹 ピアノ・リサイタル《プレリュード》 

公 演 
日 時：5月20日(木) 13:30開演 
内 容：若く素晴しいピアニストの名前を挙げればキリがない現代にお

いても、幅広く活躍する北村朋幹ほど、独自の存在感を確立す
る若手アーティストはいないでしょう。ドビュッシーを中心と
した幻想的世界へと誘うプログラムでお楽しみ下さい。 

会 場：県立音楽堂 
：1回券 全席指定5,000円 
：5月20日(木) ※当日券がある場合 

申込先：チケットかながわ TEL:0570-015-415 
神奈川芸術協会 TEL:045-453-5080 

 

〒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 
 

えのぐであそぼう 
講 座 

日 時：①4月24日(土) 10:30～12:00 ②5月15日(土) 10:30～12:00 
※各日同内容。希望日を選んでお申込みください。 

内 容：いろいろな色をつくって大きな絵を描いてみましょう 
【講師】山田佐映子 
【対象・定員】幼稚園・保育園の年少～年長児と保護者 10組(抽
選) 【参加費】一組1,500円（材料費込） 

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、直接来館のいずれか 
：① 3月中旬～4月6日(火)必着 ②3月中旬～4月27日(火)必着 

問合せ：上記の TEL 

オープンスタジオ・着衣クロッキーBコース 
講 座 

日 時：6月3日(木)、6月10日(木)、6月17日(木)、6月24日(木) 
各回 14:00～16:30 

内 容：【定員】16名（抽選） 【参加費】6,500円（全4回分） 
【持ち物】鉛筆、木炭、紙、クロッキー帳等のデッサン用具（油
絵具不可）※カルトン（画板）、イーゼルは無料貸出 

会 場：横浜市民ギャラリー 4階アトリエ 
：往復葉書、Webサイトの申込フォーム、直接来館のいずれか 
：5月13日(木)必着 

問合せ：上記の TEL 

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://kanagawa-yc.jp/ 

星空教室 
講 座 

日 時：5月26日(水) 17：30～21：00 
内 容：皆既月食を観察します。 

【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 
：4月27日(火) 9:00～5月25日(火) 

申込先：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。 

ユースボランティアセミナー 
講 座 

日 時：①6月6日(日) ②7月10日(土)～11日(日) 
内 容：①みんなが仲良くなれるアイスブレイキング、イニシアティブ

ゲーム、コミュニケーションゲーム体験 
②野外炊事、火おこし、ファイヤー等のキャンプテクニック 

会 場：第１回 県立青少年センター 
第２回 小田原市いこいの森 

：電話・FAX・メールのいずれか 
【対象】中学生以上の若いリーダー（30歳未満） 
：5月30日(日) 

申込先：県立青少年センター指導者育成課 (8:30～17:15、月曜休館) 
TEL:045-263-4466 FAX:045-242-8190 

自然体験活動指導者セミナー野外活動編 
講 座 

日 時：6月26日(土) 10:00～20:00 
内 容：主なプログラムはアイスブレイキングゲーム・野外炊事・キャ

ンプファイヤー。野外で青少年の体験活動を行う際の、具体的
なプログラムや安全管理などのノウハウを学ぶ。 

会 場：川崎市黒川青少年野外活動センター 
：電話・FAX・メール等 
【対象】成人の青少年支援・指導者等 
：6月4日(金) 

問合せ：県立青少年センター指導者育成課 (8:30～17:15、月曜休館) 
TEL:045-263-4466 FAX:045-242-8190 

星空教室 
講 座 

日 時：６月19日(土) 19：00～20：30 
内 容：月齢９の月と金星を観察します。 

【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 
：5月21日(金)９:00～6月18日(金) 

申込先：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。 

新型コロナウイルス感染症の影響が続く中、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。  

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

https://www.kanagawa-ongakudo.com/
https://ycag.yafjp.org/
https://ycag.yafjp.org/
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/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

子どもの頃には、誰にでも喰わず嫌いがあるもので

す。どんなに説教されても嫌な物は嫌で、喉を通らな

かった経験は、誰もが持っていると思います。とは言

え、いつの間にかそれも忘れて、苦もなく口に運び、

好物に転化していることもあるでしょう。 

様々な年代の方々から生涯学習についての相談を

受ける中で、これまでのご自分の興味・関心にこだわ

り過ぎて、出口が見いだせないケースも見受けられま

す。こだわりを持って深く掘り下げることも学びの一

つとして重要な要素ですが、それが、“学習の喰わず

嫌い”に繋がっていることもあるようです。全く新し

い別のことに軽く触れてみる柔軟性も、世界の広さを

体感するために必要かと思います。「喰わず嫌い」を

抜け出すチャンスかもしれません。思いもかけなかっ

た味わいに出会うかもしれません。 

 

生涯学習の分野では、「新しいものを学んでみよう」

という意欲さえあれば、新しい世界を発見するチャン

スはどこにでもあります。ノルマなし、気遣いなし、

無理強いなしで、成果を示す必要もありません。ある

のはただ、「面白いから学ぶ」ということです。“学習”

とは言え、想いのままに“まなぶ”ことが生涯学習の

真髄と言えるからです。 

古典落語に造詣が深くても、狂言の舞台は全くの別

の世界で敷居が高いと思っている方は意外と多いよ

うです。ジャズピアノに心酔しても、ドビュッシーの

ＣＤを手に取る方は多くはありません。 

少し立ち止まって、別の世界に想いを馳せながら、

軽く一歩踏み出しては如何でしょうか。肩の力を抜い

て、これまでとは異なる分野に軽く踏み出すことで、

思いもかけない“まなび”が待っているかもしれませ

ん。 

多様性ということがしばしば語られています。これ

までの枠組み、分類、垣根を超えていくことが、新し

い時代の新しい学びになっていきます。生涯学習にも

当てはまるようです。 

 

 

 

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 

普及公演「横浜狂言堂」 
公 演 

日 時：5月9日(日) 14:00開演 
内 容：毎月第2日曜日は「横浜狂言堂」。お手頃価格の2,200円、狂言

2曲を解説付きで。 
お話：山本東次郎、狂言「人馬」（大蔵流）：山本東次郎、狂
言：「名取川」（大蔵流）山本泰太郎 

会 場：横浜能楽堂 
：4月10日(土)12:00より電話・Web・来館(申込初日は電話・

Webサイトのみ) 
：定員486名になり次第(先着順) 

申込先：上記参照 

 

「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 

 学習相談員のコラム 
vol.19 

軽く一歩踏み出す 

● 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 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 

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 

水族館が誘うかながわの水辺 
展 示 

日 時：4月9日(金)～7月7日(水) 
内 容：県内の一部の水族館に地元の海や川の馴染み深い魚たちを観察

できる水槽があります。本展示ではその水槽をご紹介。当館所
蔵の関連資料から解説を加えて、神奈川の水辺の魅力を再発見
できます。 

会 場：県立図書館 本館１階展示コーナー 
問合せ：調査閲覧課 045-263-5901 
展示 https://www.klnet.pref.kanagawa.jp/yokohama/index.html#panel03 

普及公演「横浜狂言堂」 
公 演 

日 時：6月13日(日) 14:00開演 
内 容：毎月第2日曜日は「横浜狂言堂」。お手頃価格の2,200円、狂言

2曲を解説付きで。 
お話：中村修一、狂言「入間川」（和泉流）：深田博治、狂言：
「隠狸」（和泉流）内藤連 

会 場：横浜能楽堂 
：5月8日(土)12:00より電話・Web・来館(申込初日は電話・

Webサイトのみ) 
：定員486名になり次第(先着順) 

申込先：上記参照 

 開催延期 
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