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平成25年(2013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2回、常設展(2)5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1回を開催します。

○企画展・収蔵コレクション展12 ｢添田啞蟬坊・知道展 明治・大正のストリート・シンガー｣

会期・日数 4月2日(火) ～ 4月14日(日) 12日 ※会期は3月2日(土)から

後援 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 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 編集委員 富岡幸一郎（以後常設展同）

○特別展 ｢井上ひさし展－21世紀の君たちに－｣

会期・日数 4月20日(土) ～ 6月9日(日) 46日 ※第1～3展示室を使用

協力 井上事務所、こまつ座、仙台文学館、山形県川西町遅筆堂文庫

後援 ＮＨＫ横浜放送局、ＦＭヨコハマ、神奈川新聞社、ｔｖｋ

協賛 岩波書店、講談社、集英社、新潮社、文藝春秋、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

広報協力 ＫＡＡＴ(神奈川芸術劇場)

編集委員 松山巖

○企画展・文学館交流展 ｢『中原中也の手紙』展―安原喜弘へ｣

会期・日数 6月15日(土) ～ 8月4日(日) 45日

共催 中原中也記念館

後援 成城学園教育研究所、学校法人玉川学園、ＮＨＫ横浜放送局、

ＦＭヨコハマ、神奈川新聞社、ｔｖｋ

協賛 講談社、東京急行電鉄、神奈川近代文学館を支援する会
サポート

広報協力 ＫＡＡＴ(神奈川芸術劇場)
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＊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

○企画展 ｢注文の多い展覧会 賢治＋司修｣

会期・日数 8月10日(土) ～ 9月29日(日) 46日

協力 群馬県立近代美術館

後援 神奈川県教育委員会、横浜市教育委員会、花巻市、花巻市教育委員会、

社団法人日本国際児童図書評議会(ＪＢＢＹ)、ＦＭヨコハマ、

神奈川新聞社、ｔｖｋ

協賛 偕成社、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」展 第1部－夏目漱石から萩原

朔太郎まで

○特別展 ｢生誕140年記念 泉鏡花展―ものがたりの水脈―｣

会期・日数 10月5日(土) ～ 11月24日(日) 46日

協力 慶應義塾図書館

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
サポート

広報協力 ＫＡＡＴ(神奈川芸術劇場)［以上予定］

編集委員 松村友視

○｢新収蔵資料展 2013年」展 (没後40年 大佛次郎コーナー)(仮称)

会期・日数 11月30日(土) ～ 1月26日(日) 45日

＊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・収蔵コレクション展13 ｢黒岩重吾展｣(仮称)

会期・日数 2月1日(土) ～ 3月30日(日) 50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
サポート

広報協力 ＫＡＡＴ(神奈川芸術劇場)［以上予定］

＊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

(3) 講演会・講座・朗読会の開催

○｢井上ひさし展－21世紀の君たちに－｣記念講演会（会場：展示館ホール）

期日 講師 演題

5月19日(日) 小森陽一 ｢『ユートピア』と井上ひさし文学｣

5月26日(日) 扇田昭彦 ｢評伝劇と音楽劇｣

○｢井上ひさし展－21世紀の君たちに－｣記念対談（会場：展示館ホール）

期日 出演 演題

4月27日(土) 井上ユリ ｢ひさしさんとの23年｣

松山巖

○｢井上ひさし展－21世紀の君たちに－｣記念朗読会（会場：展示館ホール）

期日 朗読 作品

6月1日(土) 廝萬長 『言語小説集』から｢言語生涯｣

『ふかいことをおもしろく』から

『井上ひさしの｢子どもにつたえる
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日本国憲法｣』から

○｢『中原中也の手紙』展―安原喜弘へ｣記念対談(兼：友の会文学講座)（会場：展示館ホール）

期日 出演 演題

6月16日(日) 安原喜秀 ｢人間・安原喜弘とその時代｣

中原豊

○｢注文の多い展覧会 賢治＋司修｣記念講演会（会場：展示館ホール）

期日 講師 演題

9月7日(土) 司修 ｢賢治の絵本を語る｣(兼：｢私の本について話そう｣)

○｢生誕140年記念 泉鏡花展―ものがたりの水脈―｣記念講演会（会場：展示館ホール）

期日 講師 演題

10～11月(予定) 未定 未定

○｢生誕140年記念 泉鏡花展―ものがたりの水脈―｣記念講座（会場：展示館ホール）

期日 講師 演題

10～11月(予定) 未定 未定

10～11月(予定) 未定 未定

○｢黒岩重吾展｣(仮称)記念講演会（会場：展示館ホール）

期日 講師 演題

3月(予定) 未定 未定

(4) 展覧会図録の刊行

○｢井上ひさし展－21世紀の君たちに－｣の開催に合わせ展覧会図録を刊行します。

○｢生誕140年記念 泉鏡花展―ものがたりの水脈―｣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)

○｢添田啞蟬坊・知道展 明治・大正のストリート・シンガー｣ギャラリートーク

期日 解説

4月7日(日) 展示担当者

○｢井上ひさし展－21世紀の君たちに－｣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

○｢『中原中也の手紙』展―安原喜弘へ｣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

○｢注文の多い展覧会 賢治＋司修｣ギャラリートーク

期日 解説

8月31日(土)､9月14日(土) 展示担当者

○｢生誕140年記念 泉鏡花展―ものがたりの水脈―｣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を作製します。

＜おもな作製予定資料＞井上ひさし｢吉里吉里国地図｣ほか

(7) 文字・活字文化の日記念行事

○｢丸谷才一全集｣刊行記念シンポジウム（会場：展示館ホール）

期日 講師 演題

未定 未定 未定
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○10月25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

(8) 文字・活字文化振興事業

○｢添田啞蟬坊・知道展 明治・大正のストリート・シンガー｣記念イベント

（会場：展示館ホール）

期日 演奏・語り 演題

4月6日(土) 土取利行 ｢土取利行・語りと弾き唄い

～啞蟬坊・知道演歌の底流にあるもの～｣

○春のカルチャーイベント

(共催：(公財)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 出演 演題

4月13日(土) 森ミドリ ｢森ミドリ 文学コンサート

太田治子 作家 太田治子さんをお迎えして

～うららかに たおやかに～｣

○井上ひさし最愛の映画｢ミラノの奇蹟｣上映会（会場：展示館ホール）

期日 上映作品

5月4日(土・祝) ｢ミラノの奇蹟｣

5月5日(日・祝) ｢ミラノの奇蹟｣

○｢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

12～1月(予定) 未定 未定

3月(予定) 未定 未定

○文学セミナー（会場：展示館ホール）

期日 講師 演題

未定 未定 未定

未定 未定 未定

○かなぶん寄席 真夏の夕べの講談会（会場：展示館ホール）

期日 講談 演題

8月24日(土) 神田蘭 林芙美子原作｢下町｣

三遊亭円朝原作｢怪談乳房榎｣

○｢『中原中也の手紙』展―安原喜弘へ｣記念講座（会場：展示館中会議室）

期日 講師 演題

6月30日(日) 庄司達也 ｢蓄音機、ＳＰレコードで聴く

―中原中也が愛でた音楽たち」

○｢『中原中也の手紙』展―安原喜弘へ｣記念講演会（会場：展示館ホール）

期日 講師 演題

7月21日(日) 蜂飼耳 ｢手紙から聞こえる言葉｣

○｢生誕140年記念 泉鏡花展―ものがたりの水脈―｣記念朗読会兼文芸朗読会

（会場：展示館ホール）

期日 朗読 作品

10～11月(予定) 未定 未定

○｢注文の多い展覧会 賢治＋司修｣ワークショップ（会場：展示館中会議室）

期日 朗読 作品

9月21日(土) 司修 ｢小さな絵本をつくりましょう｣
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○｢FMサウンドクルーズ｣公開録音｢縁は異なもの｣(共催:ＮＨＫ横浜放送局)

（会場：展示館ホール）

期日 出演 作品

4月20日(土) ＮＨＫ横浜放送局 「『東慶寺花だより』から｢おぎん｣｢おきん｣」

アナウンサー、キャスター

千葉伸彦

○ミュージアム・クイズ・ラリー －よこはま2013

会期 7月13日(土)～9月1日(日)

○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(金) ｢注文の多い料理店｣ほか

8月17日(土) ｢セロひきのゴーシュ｣ほか

◇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

◇ワークショップ(会場：展示館中会議室)

期日 出演 内容

8月18日(日) 髙原香世 『雨ニモマケズ』版画ワークショップ

◇｢紙芝居がはじまるよ！｣(会場：展示館中会議室)

期日 出演 作品名

8月25日(日) 山下康 ｢なめとこ山のくま｣ほか

3月(予定) 未定 未定

◇読み聞かせ会｢絵本であそぼ！｣(会場：展示館中会議室)

期日 出演 作品名

8月31日(土) よこはま文庫の会 司修作品のブックトークほか

○ＤＶＤ上映会(会場：展示館中会議室)

期日 上映作品

8月3日(土) ｢被爆とわたくし｣(林京子講演・インタビュー記録ＤＶＤ)

○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10日(土) 花音 ｢注文の多い料理店｣ほか

○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

9月7日(土) 花音 ｢注文の多い料理店｣ほか

(9) 映画会の開催（会場：展示館ホール）

○｢『中原中也の手紙』展―安原喜弘へ｣記念映画会(共催：中原中也記念館)

期日 上映作品

7月13日(土) ｢眠れ蜜｣

7月27日(土) 〃

○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22日(日) ｢風の又三郎｣

9月23日(月) 〃
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1月～2月(予定) 未定

(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120号から第123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

○学校教育連携事業の実施

県高等学校文化連盟図書専門部と連携した各種事業を行います。

◇第2回図書館報コンクール（会場：展示館ホール）

期日 11月(予定)

◇第2回ビブリオバトル（会場：展示館ホール）

期日 2月(予定)

○常設展 ｢文学の森へ 神奈川と作家たち」展 第2部から<芥川龍之介>コーナーの提供

会期 9月21日(土・祝)～10月19日(土)

会場 桐蔭学園

○図書館・中学・高校巡回パネル展の制作

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」を希望する県内公

共図書館・中学・高校に巡回します。

◇パネル展｢中島敦｣

会期 5月10日(金)～6月13日(木)

会場 県立岸根高等学校

◇パネル展｢夏目漱石｣

会期 6月6日(木)～6月7日(金)

会場 平塚学園高等学校

◇パネル展｢中島敦｣

会期 10月21日(月)～11月1日(金)

会場 県立横須賀高等学校

◇パネル展｢夏目漱石｣

会期 11月1日(金)～11月30日(土)

会場 捜真女学校中学部・高等学部

◇パネル展｢中島敦｣

会期 11月5日(火)～11月19日(火)

会場 県立横浜修悠館高等学校

○第2回平和セミナー(共催:よこはま文庫の会）（会場：展示館ホール）

期日 出演 内容

4月5日(金) きどのりこ 長崎文学のなかの平和

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・添田啞蟬坊・知道 4月2日(火)～4月14日(日)

○特集・井上ひさし 4月16日(火)～6月9日(日)

○特集・中原中也 6月11日(火)～8月4日(日)

○特集・司修と宮沢賢治 8月6日(火)～9月29日(日)
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○特集・泉鏡花 10月1日(火)～11月24日(日)

○特集・黒岩重吾 2月11日(火)～3月30日(日)

(2) 展覧会図録の刊行

○｢注文の多い展覧会 賢治＋司修｣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。

○友の会会員の集い

期日 6月16日(日)

○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。

◇江戸川文学散歩

期日 コース

5月30日(木) 矢切の渡し～野菊の墓文学碑／寅さん記念館・山田洋次ミュージアム～

川魚料理・川甚～市川真間徒歩散策～水木洋子邸

6月4日(火) 〃

6月7日(金) 〃

◇｢生誕140年記念 泉鏡花展―ものがたりの水脈―｣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

(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・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を受け入れます。

(7) 他館等への後援など

○企画展 ｢夏目漱石の美術世界展｣

主催 広島県立美術館、広島テレビ

後援 ブリティッシュ･カウンシル、愛媛県、愛媛県教育委員会、広島市、

広島市教育委員会、松山市、松山市教育委員会、朝日新聞広島総局、

産経新聞社、日本経済新聞社広島支局、読売新聞広島総局、愛媛新聞社、

中国放送、広島ホームテレビ、テレビ新広島、南海放送、

広島エフエム放送、FMちゅーピー76.6MHz、エフエムふくやま、

尾道エフエム放送、エフエムはつかいち76.1MHz、FMハムスター

協力 岩波書店、KLMオランダ航空、日本航空

期間 3月26日(火)～5月6日(月)

会場 広島県立美術館

○企画展 ｢夏目漱石の美術世界展｣

主催 東京藝術大学、東京新聞、ＮＨＫ、ＮＨＫプロモーション
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後援 ブリティッシュ･カウンシル、新宿区

協力 岩波書店、KLMオランダ航空、日本航空

期間 5月14日(火)～7月7日(日)

会場 東京藝術大学大学美術館

○大佛次郎研究会第21回公開発表会

主催 大佛次郎研究会、大佛次郎記念館

期日 5月25日(土)

会場 神奈川近代文学館 展示館ホール

○企画展 ｢夏目漱石の美術世界展｣

期間 7月13日(土)～8月25日(日)

会場 静岡県立美術館

○大衆文学研究会

主催 大衆文学研究会神奈川支部

期日 6月29日(土)、9月7日(土)、11月30日(土)

会場 神奈川近代文学館 展示館中会議室

○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 8月、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 25年度 24年度 比較 備考

1,768 1,768 0

基本財産運用収入 1,768 1,768 0 （財団本部）基本財産の利息収入

2,680 2,760 △ 80

受取利息収入 180 260 △ 80 （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）

0 16,845 △ 16,845

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

8,704 8,704 0

自主事業収入 8,704 8,704 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

中野・広津基金預金取崩収入 0 0 0 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

16,526 33,451 △ 16,925

特別会計収入 　   　（単位 千円）

中科目 25年度 24年度 比較 備考

250 150 100

受取利息収入 250 150 100 （指定管理）特定資産の利息収入

393,302 391,896 1,406

神奈川近代文学館維持運
営収入

135,007 133,601 1,406

近代文学館事業収入 258,295 258,295 0

15,203 15,103 100

利用料金収入 8,874 8,824 50 入館料、会議室使用料収入

事業収入 6,329 6,279 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）

355 455 △ 100

立替金収入 355 455 △ 100 喫茶室光熱費立替金収入

0 0 0

前期繰越収支差額 0 0 0

409,110 407,604 1,506

425,636 441,055 △ 15,419

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25年（2013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 25年度 24年度 比較 備考

15,026 15,106 △ 80

役員報酬 1,800 1,800 0

人件費支出 6,257 6,316 △ 59 職員の給料手当等

租税公課支出 480 480 0 消費税等

会議費支出 771 792 △ 21 理事会、評議員会等の開催経費

事務費支出 4,082 4,082 0 本部公益目的事業経費、消耗品費等

刊行物出版費支出 1,636 1,636 0 館報等印刷製本費

0 16,845 △ 16,845

事業費支出 0 16,845 △ 16,845 （県受託光交付金事業）

1,500 1,500 0

中野・広津基金預金支出 1,500 1,500 0 広津和郎・桃子・中野孝次ほか著作権料

16,526 33,451 △ 16,925

特別会計支出 (単位 千円)

中科目 25年度 24年度 比較 備考

409,110 407,604 1,506

人件費支出 238,502 238,302 200
職員の給料手当、観覧料徴収事務職
員給与等

消費税等支出 10,997 10,997 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 97,156 95,850 1,306
警備、清掃委託料、リース料、光熱水
費等

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 2,470 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

409,110 407,604 1,506

425,636 441,055 △ 15,419

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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