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平成29年(2017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 肉筆資料を中心として画像データ化を進めます。

○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3回、企画展3回、収蔵資料展1回、同時開催で常設

展(2)3回を開催します。

○特別展 ｢生誕150年 正岡子規展―病牀六尺の宇宙｣

会期・日数 4月1日(土)～5月21日(日) 45日間 ※会期は3月25日から(51日間)

協力 公益財団法人虚子記念文学館、一般財団法人子規庵保存会、松山市立子規

記念博物館

後援 現代俳句協会、公益社団法人日本伝統俳句協会、公益社団法人俳人協会、

横浜俳話会、現代歌人協会、日本歌人クラブ、神奈川県歌人会、横浜歌人

会、鎌倉歌壇、ＮＨＫ横浜放送局、ＦＭヨコハマ、神奈川新聞社、ｔｖｋ

協賛 岩波書店、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
サ ポ ー ト

する会

広報協力 ＫＡＡＴ 神奈川芸術劇場

編集委員 長谷川櫂 ／ 編集協力：復本一郎

○企画展 ｢生誕120年 宇野千代展―華麗なる女の物語｣

会期・日数 5月27日(土)～7月17日(月･祝) 45日間

後援 ＮＨＫ横浜放送局、ＦＭヨコハマ、神奈川新聞社、ｔｖｋ

協賛 集英社、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

特別協力 藤江淳子 ／ 編集協力：尾形明子 ／ 企画協力：樋口友康

協力 龍村仁事務所、株式会社宇野千代

広報協力 ＫＡＡＴ 神奈川芸術劇場

同時開催 常設展｢文学の森へ 神奈川と作家たち｣ 第2部―芥川龍之介から中島敦まで
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○企画展 ｢角野栄子『魔女の宅急便』展―魔女とおばけと―｣

会期・日数 7月22日(土)～9月24日(日) 57日間

後援 神奈川県教育委員会、横浜市教育委員会、一般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、ＦＭヨコハ

マ、神奈川新聞社、ｔｖｋ（予定）

協賛 KADOKAWA、福音館書店、ポプラ社、東京急行電鉄、

神奈川近代文学館を支援する会（予定）
サ ポ ー ト

広報協力 ＫＡＡＴ 神奈川芸術劇場

○特別展 「没後50年 山本周五郎展」

会期・日数 9月30日(土)～11月26日(日) 51日間

後援 ＮＨＫ横浜放送局、ＦＭヨコハマ、神奈川新聞社、ｔｖｋ

協賛 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

（予定）

広報協力 ＫＡＡＴ 神奈川芸術劇場

編集委員 清原康正

○収蔵資料展（スポット展示）

会期・日数 12月9日(土)～2018年1月21日(日) 32日間

協賛 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｣ 第3部―太宰治､三島由紀夫

から現代まで

○企画展 ｢山川方夫と『三田文学』展｣

会期・日数 2018年1月27日(土)～3月11日(日) 39日間

後援 ＮＨＫ横浜放送局、ＦＭヨコハマ、神奈川新聞社、ｔｖｋ（予定）

協賛 東京急行電鉄（予定）、神奈川近代文学館を支援する会
サ ポ ー ト

広報協力 ＫＡＡＴ 神奈川芸術劇場

同時開催 常設展｢文学の森へ 神奈川と作家たち｣ 第1部―夏目漱石から萩原朔太郎

まで

○特別展 ｢生誕140年 与謝野晶子展｣（仮称）

会期・日数 2018年3月17日(土)～3月31日(土) 13日間 ※会期は5月13日まで(51日間）

後援 ＮＨＫ横浜放送局、ＦＭヨコハマ、神奈川新聞社、ｔｖｋ（予定）

協賛 京浜急行電鉄、相模鉄道、東京急行電鉄（予定）

神奈川近代文学館を支援する会
サ ポ ー ト

広報協力 ＫＡＡＴ 神奈川芸術劇場（予定）

編集委員 尾崎左永子、(他)

(3) 講演会・講座・対談・朗読会の開催(会場：展示館ホール)

○特別展｢生誕150年 正岡子規展｣記念講演会

期日 講師 演題

4月15日(土) 長谷川櫂 ｢新しい子規」〈子規をつなぐ①〉

5月20日(土) 三枝昻之 ｢正岡子規―文学という夢」〈子規をつなぐ⑤〉

○特別展｢生誕150年 正岡子規展｣記念朗読会 〈子規をつなぐ②〉

期日 出演 作品

4月22日(土) 瀬戸口郁 ｢子規 最期の一年」
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○特別展｢生誕150年 正岡子規展｣記念文章錬成会｢山会｣ 〈子規をつなぐ③〉

期日 出演

4月30日(日) 稲畑汀子、辻原登、長谷川櫂、藤沢周

○特別展｢生誕150年 正岡子規展｣記念講座 〈子規をつなぐ④〉

期日 講師 演題

5月6日(土) 復本一郎 ｢子規の芭蕉」

○企画展｢生誕120年 宇野千代展｣記念文芸漫談

期日 出演 演題

6月3日(土) 奥泉光、いとうせいこう 宇野千代「色ざんげ」

○企画展｢生誕120年 宇野千代展｣記念講座 （兼「私の本について話そう」講演会／友の会講座）

期日 講師 演題

6月24日(土) 尾形明子 ｢しなやかな抵抗の人・宇野千代の文学｣

○企画展｢角野栄子『魔女の宅急便』展｣記念講演会（兼「私の本について話そう」講演会）

期日 講師 演題

9月2日(土) 角野栄子 ｢おばけも魔女もおもしろい｣

9月16日(土) 角野栄子、横山眞佐子 ｢ことばの魔法―かく、きく、はなす｣

○特別展｢没後50年記念 山本周五郎展｣記念講談会

期日 出演 演目

10月7日（土） 神田蘭 「夕靄の中」、赤穂義士伝から

○特別展｢没後50年 山本周五郎展｣記念講演会

期日 講師 演題

10月21日(土) 山本一力 [未定]

○特別展｢没後50年 山本周五郎展｣記念講座

期日 講師 演題

10月28日(土) 清原康正 [未定]

○特別展｢没後50年 山本周五郎展｣記念朗読会

期日 朗読 演題

11月12日(日) 五大路子 「おたふく」

11月23日(木・祝) 戌井昭人 「青ベか物語」「季節のない街」

○企画展｢山川方夫と『三田文学』展｣記念講演会

期日 講師 演題

2018年3月 坂上弘 ｢未定｣

(4) 展覧会図録の刊行

○企画展 ｢生誕120年 宇野千代展｣の開催に合わせ展覧会図録を刊行します。

○特別展 ｢没後50年 山本周五郎展｣の開催に合わせ展覧会図録を刊行します。

○特別展 ｢生誕140年 与謝野晶子展｣の開催に合わせ展覧会図録を刊行します。

○企画展 ｢山川方夫と『三田文学』展｣の開催に合わせリーフレットを製作します。

(5) ギャラリートークの開催(会場：展示館エントランスホールほか)

○特別展｢生誕150年 正岡子規展｣

期日 解説

会期中毎週金曜日 展示担当者

○企画展｢生誕120年 宇野千代展｣

期日 解説

6月4日､18日､7月2日､16日 いずれも日曜日 展示担当者
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○企画展｢角野栄子『魔女の宅急便』展｣

期日 解説

8月27日､9月3日､10日､17日 いずれも日曜日 展示担当者

○特別展｢没後50年 山本周五郎展｣

期日 解説

会期中毎週金曜日(予定) 展示担当者

○企画展｢山川方夫と『三田文学』展｣

期日 解説

会期中隔週土曜日(予定) 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を作製します。

＜おもな作製予定資料＞

夏目漱石 漱石山房印（遺品）、「子規へ送りたる句稿」ほか

(7) 文字・活字文化の日記念行事

○かなぶん連句会(共催：東海大学文学部文芸創作学科 後援：月刊｢望星｣ 会場：展示館ホール)

期日 出演 題

11月4日(土) 小島ゆかり 「ほめられず苦にもされないナマコの巻」

辻原登

長谷川櫂

○10月27日(金)当日に限り観覧料を無料にします。

ギャラリートーク(会場：展示館エントランスホール)、バックヤード見学

(8) 文字・活字文化振興事業

○「私の本について話そう」講演会

期日 出演 演題

6月10日(土) 山田宗睦 ｢日本書紀のズイから世界をのぞく｣
ア シ テンジヨウ

○生誕150年記念 正岡子規展×夏目漱石展スタンプラリー

鎌倉文学館と協力し、漱石、子規の特別展同時開催を記念した企画

期日：2017年3月25日(土)～5月21日(日)

○夏の文学館スタンプラリー2017

町田市民文学館ことばらんど、鎌倉文学館と協力した夏休み向け児童企画

期日：7月8日(土)～9月24日(日)(予定)

○「ミュージアムミッション」2017

近隣の博物館を巡るクイズラリー

期日：7月15日(土)～8月31日(木)(予定)

○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

7月22日(土) 語りと音楽・花音 ｢魔女の宅急便｣ほか

○かなぶんキッズクラブ

◇子ども映画会(会場：展示館ホール)

期日 上映作品

8月3日(木) ｢魔女の宅急便｣

8月4日(金) 「ドナルドダックと魔法使い」ほか

2018年3月(予定) [未定]

◇絵本であそぼ！(会場：展示館中会議室)
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期日 出演 作品

8月26日(土) よこはま文庫の会 角野栄子「サラダでげんき」ほか

◇紙芝居がはじまるよ！(会場：展示館中会議室)

期日 出演 作品

8月18日(金) 山下康 角野栄子「あしあとだあれ」ほか

2018年3月(予定) 山下康 [未定]

(9) 映画会等の開催(会場：注記が無い場合は展示館ホール)

○特別展｢生誕120年記念 宇野千代展｣記念上映会(共催：文芸映画を観る会)

期日 上映作品

7月14日(金)、15日(土) ｢色ざんげ｣

○ＤＶＤ上映会(会場：展示館中会議室)

期日 上映作品

8月9日(水) ｢被爆とわたくし｣

○特別展｢没後50年記念 山本周五郎展｣記念上映会(共催：文芸映画を観る会)

期日 上映作品

11月2日(木)、3日(金・祝) 「無頼無法の徒 さぶ」

(10) 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136号から第139号発行

(11) 学校教育連携事業、他館等との共催・後援・協力・交流

○図書館等巡回パネル展の制作

県内の学校図書館や県内公共図書館などに提供するためのパネル展パッケージを製作し

ます。これまでに製作したパネル展「夏目漱石」｢井上靖｣｢村井弦斎｣｢中島敦｣｢コロボ

ックル物語｣｢太宰治｣に加え、秋に新規作成する｢森鷗外｣を横浜市立西本郷中学校ほか

の学校図書館や、県内公共図書館に提供する予定です。

会期 パネル展名称 会場

6月6日(火)～6月11日(日) ｢コロボックル物語｣ 横須賀市立児童図書館

6月6日(火)～6月30日(金) ｢太宰治｣ 県立二宮高等学校

9月9日(土)～9月10日(日) ｢夏目漱石｣ 中大附属中学･高等学校

9月20日(水)～10月20日(金) ｢夏目漱石｣ 横浜富士見丘学園

10月30日(月)～11月22日(水) ｢森鷗外｣ 横浜市立西本郷中学校

11月10日(金)～11月27日(月) ｢夏目漱石｣ 県立横浜修悠館高等学校

○神奈川県高等学校文化連盟図書専門部会との共催イベント

期日 内容

5月27日(土) 総会・生徒研修会(ビブリオバトル準備会)

7月23日(日) 第6回ビブリオバトル＆かながわ高校生POPフェスタ

(全国高等学校ビブリオバトル大会神奈川県予選)

8月26日(土) 生徒研修会(図書館報コンクール準備会)

11月18日(土) 第6回図書館報コンクール

12月16日(土) 高校生限定トークイベント

2018年1月27日(土) 生徒研修会

○阿部壽美子語りの会

共催 よこはま文庫の会

期日 2018年3月下旬
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朗読 阿部壽美子ほか

作品 [未定]

会場 神奈川近代文学館 展示館ホール

○｢横浜サウンド☆クルーズ｣公開録音 山本周五郎作品朗読会

共催 ＮＨＫ横浜放送局

期日 9月30日(土)（放送日は10月20日、11月17日）

出演 ＮＨＫ横浜放送局アナウンサー、キャスター

作品 「季節のない街」ほか（予定）

会場 神奈川近代文学館 展示館ホール

○神奈川県子ども読書活動推進フォーラム

共催 神奈川県立図書館、神奈川県子ども読書活動推進会議、神奈川県図書館協会

期日 12月(予定)

講師 [未定]

会場 神奈川近代文学館 展示館ホール

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・正岡子規 3月25日(土)～5月21日(日)

○特集・宇野千代 5月27日(土)～7月17日(月・祝)

○特集・角野栄子 7月22日(土)～9月24日(日)

○特集・山本周五郎 9月30日(土)～11月26日(日)

○特集・未定 12月9日(土)～2018年1月21日(日)

○特集・山川方夫と「三田文学」 2018年1月27日(土)～3月11日(日)

○特集・与謝野晶子 2018年3月17日(土)～5月13日(日)

(2) 展覧会図録の刊行

○｢角野栄子『魔女の宅急便』展―魔女とおばけと―｣の開催に合わせ展覧会図録を刊行しま

す。

(3) 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。

(4) 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 6月24日(土)（｢生誕120年 宇野千代展｣記念講座と同日）（※指定管理事業）

○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。

◇春の文学散歩

期日 コース

5月12日(金)､17日(水)､31日(水) 子規庵、書道博物館ほか

◇秋の文学散歩

期日 コース

11月(予定) [未定]

◇近隣の類似施設訪問

期日 コース
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2018年3月(予定) [未定]

(5) 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｣総会兼懇親会
サ ポ ー ト

期日 12月(予定)

(6) 博物館実習・インターンシップの実施

○各大学から博物館実習生、インターンシップ生を受け入れます。

(7) 協力イベント

○｢横浜サウンド☆クルーズ｣(ＮＨＫ横浜放送局)

放送 ＮＨＫ－ＦＭ

解説等 当館職員

放送内容 正岡子規 4月14日(金)、5月12日(金)

(日程は全て予定) 宇野千代 6月16日(金)

城山三郎 7月28日(金)

角野栄子 9月8日(金)

山本周五郎 10月20日(金)、11月17日(金)公開録音放送

未定 12月15日(金)

堀田善衞 2018年1月19日(金)

山川方夫 2018年2月16日(金)

未定 2018年3月16日(金)

(8) 他館等との共催、他館等への後援など

（共催事業）

○特別展｢生誕120年記念 宇野千代展｣記念上映会(共催：文芸映画を観る会)

期日 7月14日(金)、15日(土)

上映作品 ｢色ざんげ｣

○特別展｢没後50年記念 山本周五郎展｣記念上映会(共催：文芸映画を観る会)

期日 10月～11月

上映作品 山本周五郎原作の文芸映画

○大佛次郎生誕120年記念講演会

主催 大佛次郎記念館

内容等 6月18日(日) 鹿島茂「フランス第三共和政と大佛次郎」

10月9日(月・祝) 辻原登「物語作者大佛次郎」

会場 神奈川近代文学館 展示館ホール

○立命館大学文学部創設90周年・立命館京都文化講座「文学の地平―京都と横浜の物語」

主催 立命館大学文学部

内容等 6月17日(土) 中川成美「文学を旅する―京都と横浜の物語」

7月 1日(土) 辻原登「『人類』はファンタジー―白川静、文字と文学の世界」

7月15日(土) 長谷川櫂「文学部で読む日本国憲法」

7月29日(土) 富岡幸一郎「京都と横浜―大佛次郎『天皇の世紀』を通して

〈動乱の時代〉を考える」

会場 立命館大学東京キャンパス（丸の内・サピアタワー８階）
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（後援事業）

○吉里吉里忌2017

主催 吉里吉里忌実行委員会、山形県川西町、井上事務所

期日 4月15日(土)、16日(日)

講師 山下惣一ほか

会場 山形県川西町フレンドリープラザ

○｢ゆらむろ忌｣講演会

主催 大熊弁玉顕彰会、三宝寺

期日 4月29日(土・祝)

演題 ｢江戸期歌壇から明治期歌壇へ」

出演 佐佐木幸綱ほか

会場 浄土宗 三宝寺

○大衆文学研究会

主催 大衆文学研究会神奈川支部

期日 4月22日(土)、（以下予定）6月17日(土)、9月16日(土)、11月25日(土）

会場 神奈川近代文学館 展示館中会議室

○大佛次郎研究会公開発表会

主催 大佛次郎研究会、大佛次郎記念館

期日 5月13日(土)

会場 神奈川近代文学館 展示館ホール

○夏目漱石生誕150年記念コンサート「漱石が上野で聴いた『ハイカラの音楽会』」

主催 夏目漱石生誕150年記念コンサート実行委員会

期日 10月15日(日)

出演 山田和樹(指揮)、横浜シンフォニエッタ(管弦楽)ほか

会場 東京文化会館

○フェリス女学院大学読書運動プロジェクト

主催 フェリス女学院大学読書運動プロジェクト

期日 2018年2月(予定)

出演 フェリス女学院大学学生朗読チーム

フェリス女学院大学卒業生“すずの音”

会場 神奈川近代文学館 展示館ホール

（協力事業）

○夏目漱石生誕150年記念特別講座

主催 鎌倉漱石の會

期日 5月28日(日)、6月11日(日)、6月25日(日)

講師 岡三郎

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 29年度 28年度 比較 備考

1,609 1,609 0

基本財産運用収入 1,609 1,609 0 （財団本部）基本財産の利息収入

2,100 2,100 0

受取利息収入 100 100 0 （財団本部）特定資産の利息収入

著作権料収入 2,000 2,000 0
（財団本部）広津和郎･桃子・中野孝次ほか
著作権料等による収入の減

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）

7,947 7,947 0

自主事業収入 7,947 7,947 0 （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 0 0

前期繰越収支差額 0 0 0

15,030 15,030 0

特別会計収入 　   　（単位 千円）

中科目 29年度 28年度 比較 備考

32 141 △ 109

受取利息収入 32 141 △ 109 （指定管理）特定資産の利息収入

399,566 399,566 0

神奈川近代文学館維持運
営収入 137,051 137,051 0 施設維持運営に関する指定管理料収入

近代文学館事業収入 262,515 262,515 0 展覧会等事業に関する指定管理料収入

15,503 15,403 100

利用料金収入 9,024 8,974 50 入館料、会議室使用料収入

事業収入 6,479 6,429 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）

155 155 0

立替金収入 155 155 0 喫茶室光熱費立替金収入

538 429 109

広告料収入 538 429 109 協賛広告料収入

0 0 0

退職給付引当預金取崩収
入 0 0 0 定年退職者

0 0 0

前期繰越収支差額 0 0 0

415,794 415,694 100

430,824 430,724 100

会費収入

事業収入

前期繰越収支差額

指定管理料等

事業収入

立替金収入

特定預金取崩収入

雑収入

特定資産運用収入

大科目

一般会計収入計

雑収入

前期繰越収支差額

公益財団法人神奈川文学振興会平成29年（2017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

特別会計収入計

収 入 合 計
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(単位 千円)

中科目 29年度 28年度 比較 備考

14,030 14,030 0

役員報酬 1,800 1,800 0

人件費支出 6,072 5,964 108 職員の給料手当等

租税公課支出 745 853 △ 108 消費税等

会議費支出 728 728 0 理事会、評議員会等の開催経費

事務費支出 3,392 3,392 0 本部公益目的事業経費、消耗品費等

刊行物出版費支出 1,293 1,293 0 館報等印刷製本費

1,000 1,000 0

中野・広津基金預金支出 1,000 1,000 0 広津和郎・桃子・中野孝次ほか著作権料

15,030 15,030 0

特別会計支出 (単位 千円)

中科目 29年度 28年度 比較 備考

415,794 415,694 100

人件費支出 238,853 238,888 △ 35
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

消費税等支出 17,323 17,288 35 消費税等

事務費支出 2,026 2,026 0 事務用消耗品等

維持費支出 97,922 97,872 50
警備、清掃委託料、リース料、光熱水
費等

資料管理業務電算化事業
費支出 17,734 17,734 0 電算機ﾘｰｽ料等

資料調査収集整理費支出 2,539 2,539 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 30,414 30,364 50

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 8,983 8,983 0 資料購入費

415,794 415,694 100

430,824 430,724 100

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）

大科目
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