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平成21年(2009年)度事業計画書及び予算書

Ⅰ 事業計画書

１ 指定管理事業

(1) 文学資料の収集・整理・保存及び公開

○収 集

寄贈・寄託および購入によって、神奈川ゆかりの資料を中心に日本の近代文学関係資料

を収集します。

○整理・保存

ア 日常受入れる資料および受入れ済みの資料のデータを電算機に入力し、整理作業を

進め、収蔵します。

イ 中島敦文庫の特別資料目録を刊行（ＤＶＤ化）します。

○閲覧・レファレンス

ア 収集した図書・雑誌を閲覧に供します。

イ 特別資料の特別閲覧、展覧会のための資料の貸出、資料写真の利用等の請求に応じ

ます。

ウ 近代文学関係資料等についての問い合わせに対して調査し回答するレファレンスサ

ービスならびにコピーサービスを常時行います。

エ 登録済みデータのインターネットによる公開を行います。

(2) 展覧会の開催

展示館では、第1展示室で常設展(1)｢神奈川の風光と文学｣を継続して展示します。

第2、第3展示室では、次の通り特別展2回、常設展(2)6回、同時開催で企画展4回、収蔵コ

レクション展1回、新収蔵資料展2回を開催します。

○企画展 文学館交流展2 ｢虚子没後50年記念 子規から虚子へ－近代俳句の夜明け－｣

会期・日数 4月1日(水) ～ 4月19日(日) 17日

共催 虚子記念文学館

後援 朝日新聞社、ＮＨＫ横浜放送局、神奈川新聞社、ｔｖｋ

協賛 現代俳句協会、国際俳句交流協会、社団法人日本伝統俳句協会、

社団法人俳人協会、東京急行電鉄株式会社、兵田印刷工芸株式会社、

神奈川近代文学館を支援する会
サポ ー ト

＊同時開催 新収蔵資料展〈2008年度〉、常設展 ｢文学の森へ 神奈川と作家たち」

展 第1部－夏目漱石から萩原朔太郎まで 会期は3月7日(土)から

○特別展 ｢森鷗外展 －近代の扉をひらく｣

会期・日数 4月25日(土) ～ 6月7日(日) 39日

協力 文京区立本郷図書館鷗外記念室、森鷗外記念館、

津和野町立安野光雅美術館

後援 岩波書店、筑摩書房、神奈川県教育委員会、横浜市教育委員会、

神奈川県博物館協会、ＮＨＫ横浜放送局、 神奈川新聞社、ｔｖｋ

協賛 京浜急行電鉄株式会社、相模鉄道株式会社、東京急行電鉄株式会社、

神奈川近代文学館を支援する会
サポ ー ト

編集委員 加賀乙彦、小泉浩一郎

○企画展 ｢生誕100年記念 中島敦展－ツシタラの夢－｣

会期・日数 6月13日(土) ～ 8月2日(日) 45日
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後援 中島敦の会、筑摩書房、神奈川県教育委員会、横浜市教育委員会、

ＮＨＫ横浜放送局、 神奈川新聞社、ｔｖｋ

協賛 河出書房新社、紀伊國屋書店、東京急行電鉄株式会社、

神奈川近代文学館を支援する会
サポ ー ト

＊同時開催 常設展｢文学の森へ 神奈川と作家たち｣展 第2部－芥川龍之介から中

島敦まで

○企画展 ｢茂田井武展 子どもたちへの贈りもの｣

会期・日数 8月8日(土) ～ 9月27日(日) 45日

協力 ちひろ美術館

後援 ＮＨＫ横浜放送局、神奈川新聞社、ｔｖｋ、

神奈川県教育委員会、横浜市教育委員会

協賛 講談社、集英社、ＪＵＬＡ出版局、福音館書店、東京急行電鉄株式会社、

朝日オフセット印刷、神奈川近代文学館を支援する会
サポ ー ト

＊同時開催 常設展 ｢文学の森へ 神奈川と作家たち｣展 第3部－太宰治､三島由紀

夫から現代まで

○特別展 ｢大乱歩展｣

会期・日数 10月3日(土) ～ 11月15日(日) 39日

共催 立教大学・江戸川乱歩記念大衆文化研究センター

後援 日本推理作家協会、ＮＨＫ横浜放送局、神奈川新聞社、ｔｖｋ

協賛 光文社、ポプラ社、神奈川近代文学館を支援する会
サポー ト

編集委員 紀田順一郎、藤井淑禎

○企画展 ｢生誕130年 長谷川時雨展－ある青年への情熱の手紙｣

会期・日数 11月21日(土) ～ 1月11日(月・祝) 40日

編集 尾形明子

＊同時開催 常設展 ｢文学の森へ 神奈川と作家たち」展 第1部－夏目漱石から萩

原朔太郎まで

○常設展 ｢文学の森へ 神奈川と作家たち」展 第2部－芥川龍之介から中島敦まで

会期・日数 1月16日(土) ～ 2月28日(日) 38日

○収蔵コレクション展⑨ ｢二葉亭四迷没後100年記念 中村光夫文庫(仮称)｣

会期・日数 3月6日(土) ～ 3月31日(水) 23日

＊同時開催 新収蔵資料展〈2009年度〉、常設展｢文学の森へ 神奈川と作家たち｣展

第3部－太宰治､三島由紀夫から現代まで 会期は4月18日(日)まで

(3) 講演会・講座・朗読会・音楽イベントの開催(会場：展示館ホール)

○｢虚子没後50年記念 子規から虚子へ－近代俳句の夜明け－｣記念シンポジウム②

(共催：虚子記念文学館)

期日 講師 演題

4月4日(土) 稲畑廣太郎 ｢虚子の客観写生｣

今井肖子

岸本尚毅

筑紫磐井

稲岡長(コーディネーター)
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○｢虚子没後50年記念 子規から虚子へ－近代俳句の夜明け－｣記念シンポジウム③

(共催：虚子記念文学館)

期日 講師 演題

4月18日(土) 今井千鶴子 ｢虚子十句｣

金子兜太

辻桃子

安原葉

稲畑汀子(コーディネーター)

○｢森鷗外展 －近代の扉をひらく｣記念講座｢鷗外を読む｣

期日 講師 演題

4月29日(水・祝) 千葉俊二 ｢雁｣

5月17日(日) 小泉浩一郎 ｢高瀬舟｣

5月24日(日) 小川康子 ｢文づかひ｣

○｢森鷗外展 －近代の扉をひらく｣記念朗読会

期日 朗読 作品

5月4日(月・祝) 佐藤慶 ｢舞姫｣

○｢森鷗外展 －近代の扉をひらく｣記念講演会

期日 講師 演題

5月9日(土) 加賀乙彦 ｢私の鷗外｣

○｢森鷗外展 －近代の扉をひらく｣ミニコンサート

(会場:港の見える丘公園沈床花壇付近)

期日 出演 曲目

5月30日(土) 横浜市立横浜商業高等学校 ｢横浜市歌｣ほか

5月31日(日) 横浜市立横浜商業高等学校 ｢横浜市歌｣ほか

○｢生誕100年記念 中島敦展－ツシタラの夢－｣記念講演会(共催：中島敦の会)

期日 講師 演題

7月5日(日) 紀田順一郎 ｢書斎派作家 中島敦－読書と散歩－｣

○｢生誕100年記念 中島敦展－ツシタラの夢－｣記念朗読会(共催：中島敦の会)

期日 朗読 作品

7月18日(土) 加賀美幸子 ｢山月記｣｢名人伝｣

有富裕子(解説)

○｢生誕100年記念 中島敦展－ツシタラの夢－｣記念講座(共催：中島敦の会)

期日 講師 演題

7月19日(日) 吉崎一衛 ｢中島敦の文学－中国文学との関わりから－｣

○｢大乱歩展｣記念講演会

期日 講師 演題

10月3日(土) 小林信彦 未定

○｢大乱歩展｣記念朗読会

期日 朗読 作品

11月1日(日) 寺田農 ｢Ｄ坂の殺人事件｣

○｢生誕130年 長谷川時雨展－ある青年への情熱の手紙｣講座(会場：中会議室)

期日 講師 演題

12月5日(土) 尾形明子 未定

12月12日(土) 尾形明子 未定
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○｢二葉亭四迷没後100年記念 中村光夫文庫(仮称)｣記念講座

期日 講師 演題

未定 未定 未定

(4) 展覧会図録の刊行

○ ｢森鷗外展 －近代の扉をひらく｣の開催に合わせ展覧会図録を刊行します。

○ ｢大乱歩展｣の開催に合わせ展覧会図録を刊行します。

(5) 資料の複製

○常設展示候補および館蔵資料の中から複製約20点を作製します。

＜おもな作製予定資料＞

志賀直哉 尾崎一雄宛はがきほか

(6) ビデオの製作

○「森鷗外展 －近代の扉をひらく」(監修：小泉浩一郎)に合わせた展示解説ビデオを製作

します。

(7) 文字・活字文化の日記念行事

○記念講演（会場：展示館ホール）

期日 講師 演題

10月24日(土) 紀田順一郎 未定

○10月27日(火)当日に限り観覧料を無料にします。

展示説明会(会場：展示館１階エントランスホール)

バックヤード見学

○閲覧室ミニ展示 特集・当館の稀覯本から(昭和)

10月1日(木) ～ 12月24日(木) ＊11月15日(日)展示替

(8) 文字・活字文化振興事業

○春の文化講演会（会場：はまぎんホールヴィアマーレ)

(共催:(財)はまぎん産業文化振興財団）

期日 講師 演題

5月16日(土) 平岩弓枝 ｢横浜今昔｣

○｢私の本について話そう｣（会場：展示館ホール）

期日 講師 作品名

8月1日(土) 宗田理 『ぼくらの奇跡の七日間』

『ぼくらのモンスターハント』

8月15日(土) 松居直 『松居直のすすめる50の絵本』

未定 未定 未定

○｢生誕100年記念 中島敦展－ツシタラの夢－｣記念特別朗読会

｢萬斎、敦を語り読む。－其弐－｣

(共催：中島敦の会)(会場：横浜能楽堂)

期日 出演 演題

10月2日(金) 野村万作 ｢わが西遊記－悟浄出世・歎異－｣

野村万之介

野村萬斎

石田幸雄ほか

藤原道山(音楽)

○藤沢・御所見文学セミナー｢江戸川乱歩文学講座｣

(共催：御所見公民館・市民センター)(会場：御所見公民館・市民センター)
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期日 講師 演題

9月29日(火) 落合教幸 ｢江戸川乱歩と横溝正史｣

10月1日(木) 落合教幸 ｢江戸川乱歩と山田風太郎｣

10月6日(火) 藤井淑禎 ｢江戸川乱歩と松本清張｣

○大岡昇平生誕100年記念朗読会

期日 朗読 作品

8月16日(日) 平田満 ｢野火｣から

○台湾文学講座

(共催:国立台湾文学館）

期日 講師 演題

9月5日(土) 津島佑子 私の本について話そう『あまりに野蛮な』

陳玉慧(コメント)

9月6日(日) 朱天心 ｢わたしにとっての日本／日本文学｣

9月19日(土) 劉亮雅 ｢台湾のクィア文学と日本のSF、クィア、

小谷真理 ファンタジー｣

9月20日(日) 紀大偉 ｢台湾文学とセクシュアリティ｣

○秋の文化講演会・源氏物語朗読会（会場：はまぎんホールヴィアマーレ)

(共催：(財)はまぎん産業文化振興財団）

期日 講師 作品

10月11日(日) 有馬稲子 未定

○巡回朗読会(共催：私立学校)(予定)

期日 朗読 作品

未定 未定 未定

○かなぶんキッズクラブ

◇ミュージアム・クイズ・ラリー －よこはま2009

会期 未定

◇夏休み子ども映画会（会場：展示館ホール）

期日 上映作品

8月12日(水) ｢ピーターと狼｣｢おおきなかぶ｣｢あんじゅとずしおう｣

8月13日(木) ｢生きているってすばらしい｣｢手ぶくろを買いに｣

｢ある島のきつね・むく鳥のゆめ｣

8月14日(金) ｢やさしいライオン｣｢３まいのトリのはね｣｢くもの糸｣

◇読み聞かせ会｢絵本であそぼ！｣(会場：中会議室)

期日 出演 作品名

9月5日(土) よこはま文庫の会 未定

◇｢紙芝居がはじまるよ！｣(会場：中会議室)

期日 出演 作品名

未定 山下康 未定

○ビデオ上映会(会場：中会議室)

期日 上映作品

8月11日(火) ｢被爆とわたくし｣(林京子講演・インタビュー記録ビデオ)

○花音朗読コンサート(共催：語りと音楽｢花音｣)

期日 朗読 作品名

8月22日(土) 花音 ｢セロひきのゴーシュ｣ほか

藤村俊介(チェロ)
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○花音巡回朗読コンサート(共催：語りと音楽｢花音｣)(予定)

期日 朗読 作品名

未定 花音 未定

(9) 映画会の開催（会場：展示館ホール）

○文芸映画を観る会（共催：文芸映画を観る会）

期日 上映作品

4月25日(土) ｢雁｣

4月26日(日) ｢雁｣

5月5日(火・祝) ｢山椒大夫｣

5月6日(水・振休) ｢山椒大夫｣

11月7日(土) ｢死の十字路｣

11月8日(日) ｢死の十字路｣

未定 未定

(10) 啓発広報事業

○機関紙の発行

機関紙｢神奈川近代文学館｣等の印刷物の企画編集、発行等を行います。

◇｢神奈川近代文学館｣ 第104号から第107号発行

(11) 図書館等連繋

○図書館巡回パネル展の制作

県内図書館に提供するためのパネル展パッケージを制作します。また、昨年度までに制

作したパネル展「井上靖」「夏目漱石」「村井弦斎」及び今年度制作する「中島敦」を希

望する県内公共図書館に巡回します。

◇パネル展｢井上靖｣

会期 1月19日(火)～1月31日(日)

会場 湯河原町立図書館

◇未定

会期 未定

会場 未定

２ 自主事業

(1) ギャラリートークの開催(展示担当者が解説 会場：エントランスホール)

○ ｢森鷗外展 －近代の扉をひらく｣ギャラリートーク

期日 解説

会期中毎週金曜日 展示担当者

○ ｢生誕100年記念 中島敦展－ツシタラの夢－｣ギャラリートーク

期日 解説

会期中隔週金曜日 展示担当者

＊このうち6月19日(金)、7月3日(金)には開始前、山手、元町の中島ゆかりの地を訪ね

るミニ散歩を開催します。

○ ｢茂田井武展 子どもたちへの贈りもの｣ギャラリートーク

期日 解説

8月14日(金)、8月28日(金)、9月11日(金) 展示担当者

○ ｢大乱歩展｣ギャラリートーク

期日 解説

会期中毎週金曜日 展示担当者
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(2) 神奈川近代文学館友の会

○館の事業の普及と利用者の増加をはかるため、＜友の会＞の会員を募ります。

○友の会の会員の集いを開きます。

期日 講師 演題

6月27日(土) 張宝芸 ｢横浜開港と近代新聞の歩み

～日本初の日刊紙は横浜で生まれた｣

○文学散歩－近隣施設や県内外の文学ゆかりの地を訪ねます。

◇｢森鷗外展 －近代の扉をひらく｣展記念谷根千文学散歩

期日 コース

5月27日(水) 文京区立本郷図書館鷗外記念室ほか

6月5日(金) 文京区立本郷図書館鷗外記念室ほか

◇｢生誕100年記念 中島敦展－ツシタラの夢－｣展ミニ文学散歩

期日 コース

6月19日(金) 元町幼稚園ほか

7月3日(金) 元町幼稚園ほか

◇｢大乱歩展｣文学散歩

期日 コース

未定 国立劇場バックヤード見学、｢乱歩歌舞伎｣鑑賞ほか

◇近隣の博物館訪問

期日 コース

未定 未定

(3) 神奈川近代文学館を支援する会
サポ ー ト

神奈川近代文学館を支援する会の会員を募り、広報協力を呼びかけます。また、機関紙
サポー ト

の発行及び財団の実施する文学館事業の支援を行います。

○｢神奈川近代文学館を支援する会｣総会・懇親会
サポ ー ト

｢生誕100年記念 中島敦展－ツシタラの夢－｣展覧会レセプション

期日 6月13日(土)

会場 神奈川近代文学館

(4) 閲覧室ミニ展示

○特集・装幀の美Ⅱ 恩地孝四郎 4月1日(水)～6月28日(日) ＊5月17日(日)展示替

○特集・翻訳児童文学の源流を訪ねて 7月1日(水)～9月29日(火) ＊8月14日(金)展示替

○特集・装幀の美Ⅲ 12月26日(土)～3月30日(火) ＊2月10日(水)展示替

(5) 文学展の制作・提供

○｢佐藤さとる コロボックル物語展｣の制作・提供

◇北九州市立文学館

会期 7月18日(土)～8月30日(日)

○夏目漱石展[パッケージ販売]の制作・提供（共同制作：日本近代文学館）

◇川内まごころ文学館

会期 10月20日(火) ～11月23日(月)

○｢堀田善衞展｣の制作・提供

◇高岡市美術館

会期 1月23日(土)～2月28日(日)



　   　（単位 千円）

中科目 21年度 20年度 比較 備考

1,349 1,349 0

基本財産運用収入 1,349 1,349 0 （財団本部）基本財産の利息収入

2,260 1,660 600

受取利息収入 260 260 0 （財団本部）特定資産の利息収入

著作権料収入 2,000 1,400 600
（財団本部）広津和郎･桃子・中野孝次ほ
か著作権料

3,000 3,000 0

友の会費収入 1,900 1,900 0 （財団本部）

支援する会費収入 1,100 1,100 0 （財団本部）

0 0 0

7,504 7,504 0

自主事業収入 7,504 7,504 0 （財団本部）複写料金収入等

348 348 0

雑収入 348 348 0 （財団本部）雑収入、受取利息等

0 0 0

前期繰越収支差額 0 0 0

14,461 13,861 600

特別会計収入 　   　（単位 千円）

中科目 21年度 20年度 比較 備考

405,287 404,536 751

神奈川近代文学館維
持運営収入

146,371 145,620 751

近代文学館事業収入 258,916 258,916 0

11,882 11,882 0

利用料金収入 6,274 6,274 0 入館料、会議室使用料収入

事業収入 5,608 5,608 0
講演会受講料、特別展図録販売収入等
（旧文字活字振興事業を含む）

455 455 0

立替金収入 455 455 0 喫茶室光熱費

19,114 0 19,114

退職給与引当預金取
崩収入

19,114 0 19,114 特定預金から退職手当金等を取崩

0 0 0

前期繰越収支差額 0 0 0

436,738 416,873 19,865

451,199 430,734 20,465

Ⅱ　予   算   書

一般会計収入

大科目

特定資産運用収入

大科目

一般会計収入計

前期繰越収支差額

雑収入

基本財産運用収入

会費収入

受託事業費等

事業収入

指定管理料等

事業収入

立替金収入

収 入 合 計

特定預金取崩収入

特別会計収入計

前期繰越収支差額



(単位 千円)

中科目 21年度 20年度 比較 備考

12,461 12,461 0

役員報酬 1,800 1,800 0

人件費支出 5,788 5,973 △ 185 職員の給料手当等

租税公課支出 408 223 185 消費税等

会議費支出 1,299 1,299 0 理事会、評議員会等の開催経費

事務費支出 2,130 2,130 0 事務用消耗品費等

刊行物出版費支出 1,036 1,036 0 館報等印刷製本費（旧文字活字）

2,000 1,400 600

広津基金預金支出 2,000 1,400 600 広津和郎・桃子・中野孝次ほか著作権料

14,461 13,861 600

特別会計支出 (単位 千円)

中科目 21年度 20年度 比較 備考

436,738 416,873 19,865

人件費支出 238,790 238,790 0
職員の給料手当、観覧料徴収事務職員給
与等（+旧文字活字振興事業人件費）

退職手当金支出 19,114 0 19,114 退職手当等

消費税等支出 10,444 10,444 0 消費税等

事務費支出 1,969 1,969 0 事務用消耗品等

維持費支出 105,855 105,104 751 警備、清掃委託料、リース料等

資料管理業務化事業
費支出

17,723 17,723 0 電算機ﾘｰｽ料等

資料調査収集整理費
支出

2,420 2,420 0
資料調査、収集、整理に伴う消耗品等、文
庫目録印刷製本費

展示費支出 31,593 31,593 0

特別展開催経費、 資料複製費等（ビデオ
制作費、講演会講座開催費、販売用図録
作成費等含む）、（以下旧文字活字振興事
業）キッズクラブ事業、文学作品に親しも
う、生涯学習支援事業、図書館等連繋事
業、館報等印刷製本費（指定分）

資料等整備事業費支
出

8,830 8,830 0 資料購入費

436,738 416,873 19,865

451,199 430,734 20,465

管理費（財団本部）

大科目

特定預金支出

一般会計支出

支 出 合 計

一般会計支出

特別会計支出

事業費（文学館維持
運営・事業費）

大科目


