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神奈川近代文学館

表紙写真＝本
館玄関前から
望む展示館

展示館１階第１展示室内
の「漱石山房」展示

展示館１階エントランスホール

　横浜の山手地区は横浜港を一望出来る緑豊かな小

高い丘陵です。その丘陵の東側を大きく占める「港

の見える丘公園」の一画、横浜ベイブリッジを見下

ろす高台に文学館は建てられています。

　神奈川近代文学館は神奈川県ゆかりの作家や文学

作品に関連する肉筆資料、書籍、雑誌の収集、保存、

展示を行う博物館と日本近代文学専門の図書館、講

演会などを開催するイベントホールの三つの機能を

併せ持つ国内屈指の総合文学館として神奈川県が

1984 年（昭和 59）10月に設置し、二十余年にわたっ

て活動して来ました。館の運営は開館以来、県出資

の公益法人神奈川文学振興会が一貫して行い、これ

までに収集した資料数は百余万点に達しています。

　所蔵資料には個人作家、収集家の業績を顕彰した

井上靖文庫、大岡昇平文庫、尾崎一雄文庫、中島敦

文庫、中村光夫文庫、埴谷雄高文庫、武者小路実篤

文庫など四十余の文庫と、夏目漱石資料、村井弦斎

資料など多くの独立したコレクションを含み、稀少

資料を数多く有する近代文学の資料館として内外か

ら高い評価を得て来ました。また戦後文学、大衆文

学並びに児童文学関係の資料蒐集は特に充実してお

り、収集した資料の情報を電算化した近代文学専門

のデータベースは国内トップクラスの規模を維持し

ています。更に神奈川近代文学館は所蔵資料のデー

タベースを全面的にネット公開しており、近年は近

代文学の研究センターとして益々その存在価値が高

まりつつあります。

　文学館が資料の蒐集とともに力を注いで来た文学

展では、神奈川の文学を紹介する常設展のほかに、

夏目漱石、芥川龍之介、谷崎潤一郎、川端康成など

神奈川ゆかりの文豪の個人展、詩歌、俳句や児童文

学、大衆文学、原爆文学などテーマ毎の総合展など

五十以上の特別展を開催しており、展示内容に即し

た講演会、朗読会など生涯学習支援事業の実施も含

め、文学の裾野を県民へ広げるために広範な普及活

動を展開しています。

本館東側に大きく枝を広げる
「芸亭（うんてい）の桜」

文学館から望む横浜ベイブリッジ

ペン先の形をした文学館外灯
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所在地

　横浜市中区山手町 110

　（港の見える丘公園）

　敷地面積 7,788.74 ㎡

工　期

 　1982 年 7月～ 1984 年 3月

 　1992 年 10 月 ～ 1994 年 3月

　（増築）

建設事業費

　25億円

　20億円（増築）

構造規模

　構造 鉄筋コンクリート造

 地上 2階 地下 3階

　規模 建築面積 1,971.6 ㎡

 延床面積 7,285.3 ㎡

設計管理

　 ㈱浦辺設計

施　工

　清水建設㈱

展示設計・施工

　 ㈱丹青社

建築の概要

霧笛橋から望む館全景（左奥は展示館、右下が本館）

館遠景　港の見える丘公園内から本館
（写真中央）を望む

地下収蔵庫部

展示室（1）

展示室（2）

（展示館）

増築部
（展示室（1）が１階、点線
部分が地下１、２階。）

エントランス
ホール

入
口

受
付

喫
茶
室

展示室（3）

搬
出
入
口 警

備
室

事
務
室

電
算
室

閲
覧
室

ロ
ビ
ー

入
口

（本館）

平　面　図

ホール・会議室

展示室 展示室

閲覧室 ロビー

事務室

収蔵庫

収蔵庫

収蔵庫

（本館）

収蔵庫・展示準備室

収蔵庫

増築部

（展示館）

特別資料室

エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル

断　面　図

建築の概要
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本館全景

本館東玄関（手前は霧笛橋）

建築の概要

霧笛橋から眺めた展示館東側

展示館メイン
アプローチ
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設備と構造の特徴

■■建物の特徴
1 配置設計

　当館の敷地は港の見える丘公園内の樹木に囲まれ、

横浜港を俯瞰する恵まれた眺望の高台に位置してお

ります。建物の配置は、起伏のある敷地の高低差に

あわせ、上段に展示館（展示室・会議室・資料室など）

を、下段に本館（図書閲覧室・収蔵庫・事務室など）

をそれぞれ配し、両棟は渡り廊下で結ばれています。

　また、樹木に囲まれた環境に調和させるため、建

物壁面は花崗岩を用いた円型構造を採用し、周辺の

記念建造物と調和した重厚な造りとなっています。

　さらに収蔵量の増大へ対処するため、開館から 10

年後の 1994 年に展示館と本館の間に増築を行いま

した。周辺景観に配慮してほとんどを地下に配した

増築部は、収蔵庫をできる限り広く確保すると共に、

展示スペースの拡充も図っています。

2安全設計

○耐震

　建物は鉄筋コンクリート造り、新耐震設計法に基

づいて設計されており、耐震上安全でバランスのと

れた建物となるように、柱と壁が構成されています。

さらに、地震に対する強度は、最近の耐震構造のビ

ルディングよりも 25パーセント増で資料室・収蔵庫

は地震に対して最も安全性の高い地下に配置されて

います。なお、建物を支える地盤は、砂礫層（Ｎ値

50以上）で高層ビルディングをも支えられる強固な

ものです。

○耐火

　建物の外壁はすべて鉄筋コンクリート、石貼り仕

上げとし、屋根は鉄筋コンクリートスラブ、銅板葺

きとなっています。美観とともに十分な耐火性を有

しています。また、内部は天井・壁の仕上げもすべ

て不燃・難燃材であり、燃える心配のない内装となっ

ています。

なお、万一の出火に備え、火災報知器・ＩＴＶによ

る監視と消火栓および収蔵庫・資料室にはハロンガ

ス及び炭酸ガスによる消火設備を完備しております。

○耐水

　屋根・壁ともすべて２重仕上げ、また、地下部分

は多量の雨に備えて特別の２重壁とし、第１と第２

の壁の間に水抜きを設けています。なお、この敷地

は高台のため地下水災害の心配はありませんが、特

に収蔵庫においては建物の回りがドライエリアと

なっており、地下からくる水分や湿気を完全に遮断

展示館特別資料室　原稿・
書簡・日記・創作ノートな
ど貴重資料が収蔵され（17
万点収蔵可能）ています

井上靖記念室　このほかに尾崎一
雄記念室、中村光夫記念室があり
ます。

しています。

○耐久

　建物の主要部分は、すべて耐候性のすぐれた材料を

用い、長い年月に耐える建築です。

　壁 ：花崗岩

　屋 根 ：鉄筋コンクリート・スラブの上に銅板緑青

    仕上げ

　サッシ ：アルミサッシ、ブラインド内蔵２重ガラス窓

■■設備の特徴
○建築設備

　通常備える電気・空調・給排水設備のほか、特に、

空調設備には次のような配慮をしています。

　※電気による空気熱源のクリーンな空調

　※塩害に対する高性能のフィルター

　※資料室は 24時間空調

■■収蔵計画
　収蔵庫は主に図書類を収蔵する収蔵庫（本館地下）と、

原稿・書簡・遺品類（書画・陶器・衣類など）などを

収蔵する資料室（展示館地下）に分けられています。

さらに、増築部分では収蔵庫の拡充と共に、主な著者

毎の資料を集積した記念室を増設しています。（なお、

資料室・記念室は重要資料の変質・変色を防ぐ木製壁

あるいは特殊調湿壁・木製収蔵架を設置し、保存に万

全を期しています。）収蔵庫は電動式密集架とし、図書・

資料１０７万点の収蔵能力を有し、年間を通じて常にこ

れらの図書・資料が適切な温湿度を保つよう調整され

ています。資料室は、約 17万点の資料が収蔵可能で、

増築された収蔵庫・記念室と共に、年間を通じて恒温・

恒湿の空調が行われています。また、室内空気を清浄

に保つ高性能フィルターを装備しています。なお、コ

ンクリート壁の内側は杉板（厚さ 24ミリメートル）張

りで、外部に対する断熱性を高めると共に、内部の温

湿度の変化をやわらげています。また、増築された収

蔵庫・記念室は床・壁・天井の全面を特別な調湿繊維

板でおおい、コンクリートよりの不純物を遮断しなが

ら恒温・恒湿に配慮しています。

収蔵庫・記念室等はともにハロンガス及び炭酸ガスに

よる消火設備を備え、万一の出火にも他の図書や資料

を損傷することなく消火できます。この他、消毒設備

を持ち外部から搬入する資料や図書を全て消毒・殺虫

してから収蔵します。

増築部Ｂ１階書
庫　全書庫を合
わせると約 90
万冊が収蔵可能
な電動書架群

設備と構造の特徴
保存と耐震、耐火、耐水対策
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延床面積 / 3,135.7 ㎡

1 階

閲覧関係

　文学関係図書の閲覧（28 席）、

　レファレンスサービス、マイクロ

　フィルム等の利用、特別資料閲覧

　

B1階．B2階．B3階

収蔵庫

　文芸書・文学に関する学術書・文

　学資料等 57万点収蔵可能

その他

　事務室、電算室、警備室、

　倉庫等

設備と構造の特徴

閲覧室

新聞・雑誌コーナー閲覧カウンターと小展示ケース（手前）

2階平面

1階平面

地下1階平面

会議室

特別会議室

理事長室 応接室

前室

倉庫

空調機械室

更衣室

事務室

休憩室
Ｗ・ＣＷ・Ｃ

EV

EV
収蔵書庫 収蔵書庫

閲覧室 電算室

事務室

特別
閲覧室検索新聞・雑誌

ロビー東玄関

ロッカー室

コーナーコーナー
事務室

西玄関

警備室
Ｗ・Ｃ

Ｗ・ＣＷ・Ｃ

EV

本　 館
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延床面積 / 4,149.6 ㎡

2階

ホール

　講演会、講習会等に利用

　 （利用定員 220 人）

会議室（3室）

　文学団体、サークル等の文学

　活動の場に提供

　（中会議室・60人用）

　（小会議室・18人用）

　（和室・20人用）

1階

展示室（3室）

　文学者の原稿・書簡・日記・

　ノート・遺品等を展示公開、

　ビデオコーナー（4基）

喫茶室

　利用者の休憩・軽飲食コーナー

B1階．B2階

資料室・収蔵庫等

　50万点収蔵可能

※ベージュの部分は、増築部分

設備と構造の特徴

展示室
○展示空間のコンセプト

　展示室内は展示室壁面を大きく占める固定ウォー

ル・ケースと、中央の単体ケース群によってテーマ

ごとに組合わせた構成が可能です。第 2・第３展示室

のウォール・ケースは、資料に対する影響が少なく、

かつ展示替えがスムーズに行えるよう前面ガラスが

上昇するシステムを採用しています。このシステム

は従来チェーンによって昇降していましたが、振動・

メンテナンス・安全性などの問題を考慮して、ギアー・

アンド・ベアリング方式を開発しています。平成 6

年度の増改築による展示スペースの拡張は、182 ㎡

の常設展示室（第 1展示室）を確保するとともに、

これまでの時計回りから、文学展の性格を重視した

反時計回りの導線としました。

○展示演出のコンセプト

　展示資料は、原稿・書簡・書籍・遺品などが中心

となるため、平坦な展示にならないように目が自然

に展示物にむかう演出がほどこされています。特に

照明はコントロール・フードを採用して見やすい展

示をこころがけています。また、さまざまな切り口

のテーマ展開をめざして、資料を自由に演出できる

フレキシビリティの高い展示スペースを確保してい

ます。そのため、バックのシステム・パネルをスラ

イド式にしました。これによって展示物の形状に合

わせてケース内の形態が変化できますから、無駄な

空間が生じなくなります。このほか、ビデオコーナー

の映像による文学の紹介などをふくめ、３室を使っ

た大型展示も可能な 677 ㎡の展示スペースとなって

います。

○近代文学の総合ミュージアムとしての機能 

　また、増改築によって、これまで多目的に利用さ

れていた大会議室が、220 席のホールとしてリニュー

アルされたこと、新設の常設展示室へのエントラン

スホールには、マルチビジョンを配し、ゆったりと

した雰囲気が味わえるスペースも確保され、近代文

学の総合ミュージアムとしての機能が備わりました。
ビデオコーナー（第３展示室）

第２展示室

第１展示室（常設展示）

中会議室

ロビー

 W・C

ホール

バルコニー

和室
小
会
議
室

EV

機械室

収蔵書庫

収蔵書庫燻蒸室 EV

搬
出
入
口

展示館

２階平面

地下２階平面

　特別資料室

資料室

空調機械室

展示倉庫 展示準備室

収蔵書庫
記念室

総務倉庫

展示収納庫

空
調
機
械
室

撮
影
室 EV

未燻蒸
資料室

EV

地下１階平面

　展示室（3）

　喫茶室 受付

W・C

入口 エントランス
ホール

ビデオコーナー

　展示室（2）

　展示室（1）１階平面
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展示館２階ホール

和室

設備と構造の特徴

喫茶室入口部分

小会議室

財団法人神奈川文学振興会
設立の趣意
　神奈川の地名は遠く「古事記」「万葉集」などの古典に見られ

ますが、鎌倉時代以降神奈川はわが国の歴史上きわめて大きな役

割を果し、文化の領域でも数々のすぐれた遺産がのこされていま

す。

　特に嘉永 6年（1853 年）のペリー来航以後は、新しい日本の

思想・芸術などの一中心となり、日本の近代・現代文化の発展に

寄与してきました。

　中でも文学の分野では、すぐれた詩人・作家をはじめ、様々な

ジャンルにおいて、秀でた仕事をのこした文学者が神奈川から出

ています。また神奈川に住んで活躍した多くの文学者がいます。

　これらの文学者の原稿・創作ノート・日記・書簡・筆墨・遺品

などの一部分は、日本近代文学館や県下の幾つかの図書館・記念

館などに大切に収蔵されているものの、なお多くの貴重な関係資

料がいたるところに散在し、埋れたままになっています。

　神奈川県は、このような文化遺産を散逸から守り、県民の共有

財産として収集整備し、広く県民の利用に供するため、財団法人

日本近代文学館をはじめ、多数の文学者の協力を受け、また広く

県民の支援を得て、県立神奈川近代文学館を設置することになり

ました。

　この文学館では、神奈川にゆかりの深い各種の近代文学資料を

はじめ、他のジャンルに比して整備のいちじるしく遅れている児

童文学の諸文献などを収集保存し、広く展観に供します。

 また文学館を拠点として、講演会や講座の開催、出版などの事

業を行い、県民の文学に対する理解と関心を高め、個性的で文化

の香り豊かな神奈川を創造してゆく活動の場として機能するこ

とができれば、極めて意義の深いものになると考えます。

　しかし、この文学館をより効果的に運営し、文学愛好者はもと

より、広く県民に活用され、親しまれるものとするためには、文

学関係者がすすんでその運営に参画することが必要であります。

　そこで、これらの事業を推進し、もって県民文化の振興と日本

文化の発展に寄与することを目的としてここに財団法人神奈川

文学振興会を設立するものです。

１９８２年１月２５日

設立発起人 井上　 靖

  尾崎 一雄

  小田切 進

  中村 光夫

  長洲 一二

中会議室

エントランスホールに飾られ
た東山魁夷「冬華」（レリーフ）

ホール・貸会議室




