
平成18年(2006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  一括寄贈された滑川道夫文庫の整理、目録刊行準備を行います。

○　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。特別資料につい

ても種類別に順次公開をすすめます。

○　目録刊行

文庫目録第16集『滑川道夫文庫目録』を刊行します。

(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、企画展2回、常設展4回を開催します。

○　新収蔵資料展〈2005年度〉

会期・日数 4月1日(木) ～ 4月16日(日)    14日

＊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　会期は3月11日(土)から 

○　特別展　｢生誕110年 吉屋信子展－女たちをめぐる物語｣

会期・日数　　4月22日(土) ～ 6月4日(日)    39日

後援 ＮＨＫ横浜放送局  神奈川新聞社  ｔｖｋ(テレビ神奈川)

協賛 神奈川近代文学館を支
サポート

援する会　国書刊行会

編集委員 安西篤子、岩淵宏子

○　企画展　｢中野孝次展－今ここに生きる｣

会期・日数 6月10日(土) ～ 7月30日(日)    44日

後援 ＮＨＫ横浜放送局  神奈川新聞社  ｔｖｋ(テレビ神奈川)

協賛 岩波書店　海竜社　講談社　集英社　草思社　文藝春秋

 神奈川近代文学館を支
サポート

援する会

＊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

○　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 8月5日(土) ～ 9月24日(日)    45日

○　特別展　｢俳句 その魅力展－子規 漱石 虚子 井泉水 山頭火(荻原井泉水文庫

受贈記念)｣

会期・日数 9月30日(土) ～ 11月12日(日)    39日

後援 (社)俳人協会　現代俳句協会　(社)日本伝統俳句協会

 角川書店・角川学芸出版

 ＮＨＫ横浜放送局  神奈川新聞社  ｔｖｋ(テレビ神奈川)

協賛 神奈川近代文学館を支
サポート

援する会

編集委員 鷹羽狩行、村上護

○　企画展　｢露伴、茂吉、寅彦と小林勇展｣

会期・日数 11月18日(土) ～ 1月14日(日)    44日

＊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20日(土) ～ 3月4日(日)    39日

○　｢新収蔵資料展｣

会期・日数 3月10日(土) ～ 3月31日(金)    19日

＊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　会期は4月15日(日)まで

(3)  講演会・講座・朗読会の開催(会場：ホール)

○　｢生誕110年 吉屋信子展－女たちをめぐる物語｣記念講演会

期日  講師  演題

5月3日(水・祝) 嶽本野ばら ｢吉屋信子の少女小説－『花物語』を中心に｣

○　｢生誕110年 吉屋信子展－女たちをめぐる物語｣朗読会「競演 吉屋信子を読む」

期日 朗読者  作品名

4月30日(日) 五大路子 ｢徳川の夫人たち｣より

5月6日(土) 新井純  ｢童貞女昇天｣｢鬼火｣

5月13日(土) 伊藤かずえ ｢あの道この道｣より

○　｢中野孝次展－今ここに生きる｣記念講演会

期日 講師  演題

7月1日(土) 高橋一清 ｢作家・中野孝次の生き方

    －担当編集者28年の思い出｣

○　｢俳句 その魅力展－子規 漱石 虚子 井泉水 山頭火(荻原井泉水文庫受贈記念

)｣記念講演会

期日 講師  演題

10月14日(土) 長谷川櫂 未定

10月21日(土) 村上護  未定



○　｢俳句 その魅力展－子規 漱石 虚子 井泉水 山頭火(荻原井泉水文庫受贈記念)｣

投句会

期日 講師  詠題

10月20日(金) 星野椿  未定

10月22日(日) 復本一郎 未定

○　｢露伴、茂吉、寅彦と小林勇展｣講演会

期日 講師  演題

未定 未定  未定

○　｢露伴、茂吉、寅彦と小林勇展｣朗読会

期日 朗読者  演題

未定 未定  未定

(4)  展覧会図録の刊行

○　｢生誕110年 吉屋信子展－女たちをめぐる物語｣の開催に合わせて、展覧会図録

を刊行します。

○　｢中野孝次展－今ここに生きる｣の開催に合わせて、展覧会図録を刊行します。

○　｢俳句 その魅力展－子規 漱石 虚子 井泉水 山頭火(荻原井泉水文庫受贈記念

)｣の開催に合わせて、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10点を作製します。

＜おもな作製予定資料＞

志賀直哉「小説　清兵衛（梗概）」原稿、高浜虚子「鎌倉　秋天の下に～」書軸、

堀口大學 広津和郎宛封書ほか

(6)  ビデオの製作

○　特別展に合わせたビデオを製作します。  

２  自主事業

(1)  啓発広報事業

○　機関紙の発行

機関紙｢神奈川近代文学館｣第92号から第95号を4､7､10月､平成19年1月に発行し

ます。

(2)  展示説明会の開催(会場：中会議室)

○　 ｢生誕110年 吉屋信子展－女たちをめぐる物語｣展示説明会

期日  解説者

5月21日(日)  展示担当者

5月27日(土)  　　〃

○　 ｢俳句 その魅力展｣展示説明会

期日  解説者

未定  展示担当者

(3)  映画会の開催（会場：ホール）

○　中野孝次展映画会（共催：文芸映画を観る会）

期日  上映作品



7月15日(土)  ｢ハラスのいた日々 ｣

7月16日(日)  　　〃

(4)  ミュージアム・グッズの製作

○　絵はがきなどのミュージアム・グッズを製作する予定です。

(5)  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4日(日) 東原武文 「古書の世界から見る日本の近代文学」

○　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。

◇吉屋信子展記念本郷文学散歩

　期日 5月17日(水) 、26日(金)

　コース   文京ふるさと歴史館と周辺散策、上野精養軒、東京大学、

  　　弥生美術館ほか

◇近隣の博物館訪問

　期日 6月15日(木) 、16日(金)

　コース 横浜マリタイムミュージアム・帆船日本丸、海外移住資料館

◇秋の文学散歩

　期日 未定

　コース 県内（鎌倉虚子立子記念館を中心に）

○　文学講座(会場：中会議室)

夏の文学講座

期日(予定) 8月下旬

講師 鈴木健次

(6)  神奈川近代文学館を支
サポート

援する会

○　＜支
サポート

援する会＞の会員を募り、特別展等への広報協力を呼びかけます。

○　｢神奈川近代文学館を支
サポート

援する会｣総会・懇親会

期日 5月20日(土)

会場 崎陽軒本店

(7)  文学展の制作・提供

○　夏目漱石展[パッケージ販売]の提供（共同制作：日本近代文学館）

提供先 徳島県立文学書道館

会期 4月29日(土・祝) ～ 6月11日(日)

(8)  閲覧室ミニ展示

特集・「桜」をめぐって　4月1日(土) ～ 4月27日(木)　[23日間]

＊会期は3月1日から

特集・「音楽と文学」　4月29日(土) ～ 6月29日(木)　[52日間]

夏休み子ども特集・「スポーツ」　7月1日(土) ～ 8月30日(水)　[52日間]

当館の稀覯本から　9月1日(金) ～ 10月29日(日)　[52日間]

特集・「忠臣蔵」　11月1日(水) ～ 12月27日(水)　[48日間]

タイトル未定　平成19年1月5日(金) ～ 2月27日(火)　[38日間]



タイトル未定　平成19年3月1日(木) ～ 3月29日(木)　[25日間]

３  文字・活字文化振興事業

(1)  文字・活字文化の日記念行事

○　10月27日(金)当日に限り観覧料を無料にし、展示館開館時間を１時間延長しま

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

○　活字文化に関する講演

内容未定

(2)  講演会・講座・朗読会の開催

○　｢私の本について話そう｣（会場：ホール）

期日  講師  演題

4月23日(日)  きむらゆういち 『あらしのよるに』

9月18日(月・祝) 夏目房之介  『孫が読む漱石』

平成19年1月  未定   未定

平成19年3月  未定   未定

　＊4月23日(日)は、神奈川県教育委員会との共催

○　春の文化講演会

(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  講師  演題

4月29日(土・祝) 永六輔  ｢誰かとどこかで｣

○　子ども読書活動推進フォーラム(仮称)

(共催：（財）はまぎん産業文化振興財団・神奈川県教育委員会／会場：はまぎ

んホールヴィアマーレ)

期日  講師  演題

10月28日(土)  未定  未定(読み聞かせ・パネルシアター )

○　かなぶんキッズクラブ

  　◇夏休み子ども映画会

期日 上映作品

7月27日(木) ｢リトルツインズ｣ほか

7月28日(金) ｢三ねん寝太郎｣ほか

7月29日(土) ｢ふたりのローラ｣ほか

◇読み聞かせ(会場：中会議室)

期日 朗読者   作品名

8月26日(土) よこはま文庫の会 未定

◇｢紙芝居が始まるよ！ ｣(会場：中会議室)

期日(予定) 朗読者  作品名

平成19年3月 未定  未定

○　ビデオ上映会(会場：中会議室)

期日 上映作品



8月6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)

○　セミナー（共催：湘南国際村協会／会場：湘南国際村）

期日 講師  演題

未定(2日間) 未定  未定

○　映画会（共催：文芸映画を観る会／会場：ホール）

期日 上映作品

未定 未定

(3)  図書館連繋

○　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。

◇パネル展「日本の童謡」

　会期   会場

　4月8日(土)～ 6月7日(水) 神奈川県立図書館

　8月9日(水)～ 9月中旬 南足柄市立図書館








