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平成24年(2012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 富永太郎資料の画像化の作業を進めます。

○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(うち収

蔵コレクション展2回)、新収蔵資料展3回を開催します。

○収蔵コレクション展11 ｢没後10年 中薗英助展－<記録者>の文学－｣

会期・日数 4月1日(日) ～ 4月22日(日) 19日 ※会期は3月3日(土)から

後援 大倉山商店街振興組合、神奈川県日本中国友好協会、

ＮＨＫ横浜放送局、ＦＭヨコハマ、神奈川新聞社、ｔｖｋ

協賛 東京急行電鉄、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 2011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 編集委員 富岡幸一郎（以後

常設展同）

○特別展 ｢茂吉再生－生誕130年 斎藤茂吉展－｣

会期・日数 4月28日(土) ～ 6月10日(日) 39日

協力 斎藤茂吉記念館、世田谷文学館

後援 角川「短歌」編集部、神奈川県歌人会、鎌倉歌壇、現代歌人協会、

斎藤茂吉を語る会、｢短歌研究｣編集部、日本歌人クラブ、

横浜歌人会、ＮＨＫ横浜放送局、ＦＭヨコハマ、神奈川新聞社、ｔｖｋ

協賛 新潮社、京浜急行電鉄、相模鉄道、東京急行電鉄

神奈川近代文学館を支援する会
サポート

編集委員 尾崎左永子、三枝昻之

○企画展 ｢中野重治の手紙―『愛しき者へ』展｣

会期・日数 6月16日(土) ～ 8月5日(日) 45日

後援 中野重治の会、ＮＨＫ横浜放送局、ＦＭヨコハマ、神奈川新聞社、
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ｔｖｋ

協賛 平凡社、東京急行電鉄、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1部－夏目漱石から萩原

朔太郎まで

○企画展 ｢寺村輝夫『ぼくは王さま』展｣

会期・日数 8月11日(土) ～ 9月30日(日) 45日

後援 社団法人日本国際児童図書評議会(ＪＢＢＹ)、

一般社団法人日本児童出版美術家連盟、文京学院大学、文京学院短期大学、

神奈川県教育委員会、横浜市教育委員会、ＮＨＫ横浜放送局、

ＦＭヨコハマ、神奈川新聞社、ｔｖｋ

協賛 あかね書房、理論社、東京急行電鉄、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

○特別展 ｢生誕140年記念 島崎藤村展｣

会期・日数 10月6日(土) ～ 11月18日(日) 39日

後援 ＮＨＫ横浜放送局、ＦＭヨコハマ、神奈川新聞社、ｔｖｋ

協賛 神奈川近代文学館を支援する会［以上予定］
サポート

編集委員 堀江敏幸

○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・日数 11月23日(土) ～ 1月6日(日) 33日

＊同時開催 新収蔵資料展 2012年・生誕100年 福田恆存所蔵資料展

○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・日数 1月12日(土) ～ 2月24日(日) 40日

＊同時開催 新収蔵資料展 2012年・生誕100年 福田恆存所蔵資料展

○企画展・収蔵コレクション展12 ｢添田啞蟬坊・知道展｣(仮称)

会期・日数 3月2日(土) ～ 3月31日(日) 26日 ※会期は4月14日(日)まで

＊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

(3) 講演会・講座・朗読会の開催(会場：展示館ホール)

○｢茂吉再生－生誕130年 斎藤茂吉展－｣記念講演会

期日 講師 演題

5月3日(木・祝) 尾崎左永子 ｢茂吉先生の秀歌とわたくし｣

5月6日(日) 三枝昻之 ｢茂吉が生きた時代｣

5月12日(土) 斎藤由香 ｢イキイキと元気で生きる

『どくとるマンボウ家の素顔』｣

5月20日(日) 岡井隆 ｢斎藤茂吉とその師友たち｣

○｢中野重治の手紙―『愛しき者へ』展｣記念講演会

期日 講師 演題

6月30日(土) 澤地久枝 ｢男と女・きびしい時代に｣

○｢寺村輝夫『ぼくは王さま』展｣記念講演会(兼｢私の本について話そう｣)

期日 講師 演題

8月18日(土) 和歌山静子 ｢王さまのなかの寺村さん｣
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○｢生誕140年記念 島崎藤村展｣記念講演会

期日 講師 演題

11月10日(土) 堀江敏幸 未定

○｢生誕140年記念 島崎藤村展｣記念講座

期日 講師 演題

10～11月(予定) 十川信介 ｢夜明け前｣

11月3日(土) 下山嬢子 未定

○｢添田啞蟬坊・知道展｣(仮称)記念講演会

期日 講師 演題

3月(予定) 未定 未定

(4) 展覧会図録の刊行

○｢茂吉再生－生誕130年 斎藤茂吉展－｣の開催に合わせ展覧会図録を刊行します。

○｢寺村輝夫『ぼくは王さま』展｣の開催に合わせ展覧会図録を刊行します。

○｢生誕140年記念 島崎藤村展｣の開催に合わせ展覧会図録を刊行します。

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

○｢没後10年 中薗英助展－<記録者>の文学－｣ギャラリートーク

期日 解説

4月8日(日) 展示担当者

4月22日(日)

○｢茂吉再生－生誕130年 斎藤茂吉展－｣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

○｢中野重治の手紙―『愛しき者へ』展｣ギャラリートーク

期日 解説

6月29日(金) 展示担当者

7月13日(金)

8月3日(金)

○｢生誕140年記念 島崎藤村展｣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

(6) 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＞飾り棚(夏目漱石旧蔵品)、夏目漱石 野村傳四宛はがきほか

(7) 文字・活字文化振興事業

① 講演会・講座･朗読会･講談会等の開催(会場：展示館ホールほか)

○｢茂吉再生－生誕130年 斎藤茂吉展－｣開催記念 春のカルチャーイベント

(共催：(財)はまぎん産業文化振興財団)（会場：はまぎんホールヴィアマーレ)

期日 朗読 作品名

4月22日(日) 風間杜夫 ｢北杜夫作『楡家の人びと』第一部から(抜粋)｣
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○｢茂吉再生－生誕130年 斎藤茂吉展－｣開催記念

｢斎藤茂吉を語る会｣講演会・シンポジウム(共催：斎藤茂吉を語る会)

期日 講演 演題

5月26日(土) 品田悦一 ｢｢絵筆とことば｣ ゴッホ・ヤスパース・茂吉｣

今野寿美 ｢赤光語彙から見えるもの｣

谷岡亜紀 ｢茂吉再発見｣

加藤治郎

斉藤斎藤

渡英子

○｢私の本について話そう｣（会場：展示館ホール）

期日 講師 演題

8月18日(土) 和歌山静子 ｢王さまのなかの寺村さん｣

(兼｢寺村輝夫『ぼくは王さま』展｣記念講演会)

9～10月(予定) 未定 未定

12～1月(予定) 未定 未定

3月(予定) 未定 未定

○文学セミナー

期日 講師 演題

7月14日(土) 林淑美 ｢中野重治の昭和十年代 『愛しき者へ』の時代｣

(兼友の会文学講座)

12月1日(土) 庄司達也 未定

(兼友の会文学講座)

未定 未定 未定

未定 未定 未定

○かなぶん寄席－真夏の夜の講談会

期日 講談 演題

8月12日(日) 神田蘭 四谷怪談｢樋口一葉・にごりえ｣

○｢生誕140年記念 島崎藤村展｣記念朗読会兼文芸朗読会

期日 朗読 作品

10月20日(土) 藤村志保 未定

○花音朗読コンサート(共催：語りと音楽・花音)（会場：展示館ホール）

期日 朗読 作品名

8月11日(土) 花音 ｢おしゃべりなたまごやき｣ほか

② 文字・活字文化の日記念行事

○文字・活字文化の日記念ＮＨＫラジオ公開番組

期日 講師 演題

10月27日(土) 未定 未定

○10月26日(金)に限り観覧料を無料にします。

展示説明会(会場：展示館エントランスホール)・バックヤード見学

③ 子ども向け行事

○ミュージアム・クイズ・ラリー －よこはま2012

会期 7月20日(金)～8月31日(金)
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○寺村輝夫・永井郁子のお話会(会場：中会議室)

期日 出演 作品名

8月25日(土) 永井郁子 ｢わかったさんのドーナツ｣

ＤＶＤ上映、語り読みなど

○王さまがいっぱい(山手西洋館絵本フェスティバル)

(共催:(公財)横浜市緑の協会）（会場：ベーリックホール)

期日 出演

7月27日(金) 和歌山静子、アジア絵本ライブラリー

7月28日(土) アジア絵本ライブラリー

7月29日(日) エリスと湘南リーベ

○かなぶんキッズクラブ

◇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16日(木) ｢王さまでかけましょう｣｢ゆうかんな十人のきょうだい｣ほか

8月17日(金) ｢王さまでかけましょう｣｢王さまライオンとカエル｣ほか

◇｢王さまをあそぼう｣(会場：中会議室)

期日 出演 内容

8月21日(火) アジア絵本ライブラリー 読み聞かせと

｢王さまのステンドグラス｣制作

◇｢王さまを楽しもう｣(会場：中会議室)

期日 出演 内容

8月22日(水) 和歌山静子、 影絵｢王さまびっくり｣

影絵屋さん、 紙芝居｢ニセモノばんざい｣ほか

アジア絵本ライブラリー

◇｢王さまかるた｣大会(会場：中会議室)

期日

9月8日(水)、22日(土)

◇｢絵本であそぼ！｣(会場：中会議室)

期日 出演 内容

9月15日(土) よこはま文庫の会 読み聞かせ

寺村輝夫作品のブックトーク

◇子ども映画会（会場：展示館ホール）

期日 上映作品

3月(予定) 未定

◇｢紙芝居がはじまるよ！｣(会場：中会議室)

期日 出演 作品名

3月(予定) 未定 未定

④ 映画会の開催

○ＤＶＤ上映会(会場：中会議室)

期日 上映作品

8月5日(日) ｢被爆とわたくし｣(林京子講演・インタビュー記録ビデオ)

○｢中野重治の手紙―『愛しき者へ』展｣記念ＤＶＤ上映会

期日 上映作品

6月23日(土) ｢偲ぶ・中野重治－葬儀・告別式の記録－｣
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7月16日(月・祝) ｢偲ぶ・中野重治－葬儀・告別式の記録－｣

○文芸映画を観る会（共催：文芸映画を観る会）

期日 上映作品

9月1日(土) 谷崎潤一郎原作｢痴人の愛｣

9月2日(日) 谷崎潤一郎原作｢痴人の愛｣

10月～11月(予定) 未定

⑤ 啓発広報事業

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116号から第119号発行

⑥ 生涯学習支援事業、学校・図書館等連携

○図書館・中学・高校巡回パネル展の制作

主に県内図書館・県内中高校に提供するためのパネル展パッケージを制作します。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」「中島敦」を希望する公

共図書館・中学・高校に巡回します。

◇パネル展｢夏目漱石｣

会期 4月9日(月)～5月11日(金)

会場 川崎市立川崎高等学校図書館

◇パネル展｢井上靖｣

会期 4月11日(水)～5月30日(水)

会場 静岡県立中央図書館

◇パネル展｢中島敦｣

会期 6月6日(水)～6月29日(金)

会場 捜真女学校中学部・高等学部図書館

◇パネル展｢夏目漱石｣

会期 9月22日(土)～10月29日(月)

会場 平塚学園高等学校図書館

◇パネル展｢夏目漱石｣

会期 10月23日(火)～11月9日(金)

会場 県立横須賀高等学校図書館 ほか

○長崎源之助先生を偲ぶ会(共催:よこはま文庫の会）

期日 出演 作品名

4月8日(日) 阿部壽美子ほか ｢汽笛｣ほか

○スタジオジブリ映画｢コクリコ坂から｣ヨコハマガイド＆スタンプラリー

(共催：ＫＤＤＩ、横浜市)

期間

6月16日(土)～7月16日(月)

○花音巡回朗読コンサート(共催：語りと音楽・花音)(予定)

(共催:秦野市立図書館）

期日 朗読 作品名

未定 花音 未定
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２ 自主事業

(1) 閲覧室展覧会関連読書コーナー

展覧会観覧者に主題となっている作家の著書、研究書などを提供するため、閲覧室に展

覧会関連読書コーナーを設置し、展示室と閲覧室との連携を図ります。

○特集・中薗英助 4月1日(日) ～ 4月22日(日)

○特集・斎藤茂吉 4月24日(火) ～ 6月10日(日)

○特集・中野重治 6月12日(火) ～ 8月5日(日)

○特集・寺村輝夫 8月7日(火) ～ 9月30日(日)

○特集・島崎藤村 10月2日(火) ～ 11月18日(日) ほか

(2) 神奈川近代文学館懇話会

○館の事業の普及と利用者の増加をはかるため、懇話会会員による懇談を行います。

○第4回神奈川近代文学館懇話会総会・懇親会

期日 12月(予定)

(3) 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。

○友の会会員の集い

期日 7月14日(土)

○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。

◇田端・根岸文学散歩

期日 コース

7月4日(水) 田端文士村記念館ほか

7月6日(金) 田端文士村記念館ほか

7月11日(水) 田端文士村記念館ほか

◇｢生誕140年記念 島崎藤村展｣記念文学散歩

期日 コース

10～11月(予定) 未定

◇近隣の類似施設訪問

期日 コース

未定 未定

○文学講座(会場：展示館ホール)

友の会文学講座(兼文学セミナー)

期日 講師 演題

7月14日(土) 林淑美 ｢中野重治の昭和十年代 『愛しき者へ』の時代｣

12月1日(土) 庄司達也 ｢蓄音機、ＳＰレコードで聴く

－芥川龍之介が愛でた音楽たち｣

(4) 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

期日 12月(予定)
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(5) 博物館実習の実施

○各大学から博物館実習生を受け入れます。

(6) 地域活性化交付金（住民生活に光をそそぐ交付金）事業

○神奈川近代文学館展示情報配信活性化事業

マルチビジョン映像の更新と展示情報音声ガイドシステム製作を行います。

○神奈川近代文学館所蔵貴重資料情報公開活性化事業

館蔵夏目漱石資料の画像アーカイブ化を行います。

(7) 他館等への協力・後援など

○神奈川県立総合教育センター研修講座

主催 神奈川県立総合教育センター

協力事業 実践的授業力向上研修講座～新学習指導要領が目指すもの～〔国語〕

期日 8月1日(水)

○フェリス女学院大学附属図書館読書運動プロジェクト

主催 フェリス女学院大学附属図書館読書運動プロジェクト

出演 未定

期日 2月(予定)

会場 神奈川近代文学館 展示館ホール
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　   　（単位 千円）

中科目 24年度 23年度 比較 備考

1,768 1,794 △ 26

基本財産運用収入 1,768 1,794 △ 26 （財団本部）基本財産の利息収入

2,760 2,760 0

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 2,500 2,500 0
（財団本部）広津和郎･桃子・中野孝次ほ
か著作権料等

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）

16,845 0 16,845

県受託光交付金事業収入 16,845 0 16,845 県受託費（光交付金）

8,704 8,678 26

自主事業収入 8,704 8,678 26 （財団本部）複写料金収入等

374 374 0

雑収入 374 374 0 （財団本部）雑収入、受取利息等

0 2,000 △ 2,000

中野・広津基金預金取崩収入 0 2,000 △ 2,000 財団本部公益目的事業支援等

0 0 0

前期繰越収支差額 0 0 0

33,451 18,606 14,845

特別会計収入 　   　（単位 千円）

中科目 24年度 23年度 比較 備考

150 150 0

受取利息収入 150 150 0 （指定管理）特定資産の利息収入

391,896 391,896 0

神奈川近代文学館維持運
営収入

133,601 133,601 0

近代文学館事業収入 258,295 258,295 0

15,103 15,003 100

利用料金収入 8,824 8,774 50 入館料、会議室使用料収入

事業収入 6,279 6,229 50
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

0 0 0

前期繰越収支差額 0 0 0

407,604 407,504 100

441,055 426,110 14,945

特別会計収入計

収 入 合 計

公益財団法人神奈川文学振興会平成2４年（2012年）度　予算書

一般会計収入

大科目

特定資産運用収入

基本財産運用収入

前期繰越収支差額

会費収入

受託事業費等

前期繰越収支差額

指定管理料等

事業収入

立替金収入

事業収入

特定資産運用収入

大科目

一般会計収入計

雑収入

特定資産取崩収入
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(単位 千円)

中科目 24年度 23年度 比較 備考

15,106 16,106 △ 1,000

役員報酬 1,800 1,800 0

人件費支出 6,316 6,338 △ 22 職員の給料手当等

租税公課支出 480 458 22 消費税等

会議費支出 792 792 0 理事会、評議員会等の開催経費

事務費支出 4,082 4,982 △ 900 本部公益目的事業経費、消耗品費等

刊行物出版費支出 1,636 1,736 △ 100 館報等印刷製本費

16,845 0 16,845

事業費支出 16,845 0 16,845 （県受託光交付金事業）

1,500 2,500 △ 1,000

中野・広津基金預金支出 1,500 2,500 △ 1,000 広津和郎・桃子・中野孝次ほか著作権料

33,451 18,606 14,845

特別会計支出 (単位 千円)

中科目 24年度 23年度 比較 備考

407,604 407,504 100

人件費支出 238,302 238,097 205
職員の給料手当、観覧料徴収事務職員給
与等

退職手当金支出 0 0 0 退職手当等

消費税等支出 10,997 11,202 △ 205 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 95,850 95,800 50 警備、清掃委託料、リース料等

資料管理業務化事業費支
出

17,593 17,593 0 電算機ﾘｰｽ料等

資料調査収集整理費支出 2,470 2,420 50
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

407,604 407,504 100

441,055 426,110 14,945

特定資産取得支出

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

管理費（財団本部）

神奈川近代文学館
活性化対策事業
（光交付金事業）

大科目
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