
展覧会ポスター・チラシ

176 展覧会事業

「文学館交流展　『中原中也の
手紙』展―安原喜弘へ」  
2013/6/15～8/4 †

「賢治＋司修　注文の多い展
覧会｣   
2013/8/10～9/29 †

「生誕140年記念　泉鏡花
展－ものがたりの水脈－」  
2013/10/5～11/24 †

「収蔵コレクション展 13 
生誕 90年　黒岩重吾展」  
2014/2/1～3/30 †

「井上ひさし展－21世紀の君たちに－」  
2013/4/20～6/9 †

「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」  
2013/3/2～4/14 †

「寺村輝夫『ぼくは王さま』展」
2012/8/11～9/30

「生誕140年記念　島崎藤村
展」  
2012/10/6～11/18 †

「茂吉再生―生誕130年　斎
藤茂吉展―」   
2012/4/28～6/10 †

「中野重治の手紙―『愛しき
者へ』展」  
2012/6/16～8/5 †

「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―」  
2012/3/3～4/22 † 広報・普及活動事業

講演会・講座・朗読会・映画会・かなぶんキッズクラブ事業・

巡回パネル文学展・友の会活動などの実施
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文芸講演会
　開館前は文学館建設準備、知名度向上のための県内巡回文芸講演会を多数開催。開館以後は展示観覧者に内容理
解を深めて頂くための講演会、講座、または朗読会等を実施しました。

受講料＝無料／入場者数単位＝人 

期 　　日 講師・出演者 内      容 会　場 共催等 入場者数

1980.10.25（土）

神奈川近代文学館建設推進文芸講演会

神奈川県民ホー
ル大ホール （県主催） 1,500

尾崎一雄 　「この頃思うこと」
井上靖 　「最近の旅から」
中村光夫 　「横浜と私」
小田切進 　「文学の遺産」

1981.10.24（土） 水上勉 　「人間について」 秦野市文化会館
（県主催）ともしび運動
をすすめる県民会議、秦
野市社会福祉協議会、秦
野市文化会館事業協会

500

　　  11.14（土） 曾野綾子 　「生きがいについて」 足柄上郡大井町
湘光中学校 （県主催） 600

　　  11.21（土） 城山三郎 　「人間たちの魅力」 三浦市南下浦市
民センター （県主催） 200

1982.7.6（火）
三木卓 　「私の文学観」 大和市中央文化

会館 大和市教育委員会 250
小田切進 　「文学の遺産」

　　  7.17（土）
安西篤子 　「歴史の中の女性」 津久井町文化福

祉会館 津久井町教育委員会 180
古山登 　「神奈川近代文学館の概要」

　　  10.2（土）
中里恒子 　「私の仕事」 小田原市中央公

民館 150
小田切進 　「文学の遺産」

　　  10.23（土）
遠藤周作 　「人間の内面と文学」 県 政 総 合 セ ン

ターホール
横浜地区行政セン
ター 350

江藤淳 　「私の漱石研究」

　　  11.13（土）
永井路子 　「相模に生きた人々」 相模原市あじさ

い会館
相模原市、相模原市
教育委員会 350

小田切進 　「文学の遺産」

　　  11.20（土）
阿川弘之 　「遊びの精神」 藤沢市鵠沼公民

館
藤沢市、藤沢市教育
委員会 320

小田切進 　「文学の遺産」

1983.4.23（土）
古山高麗雄 　「軍隊と私」 座間市北地区文

化センター 座間市 120
小田切進 　「神奈川の文学遺産」

　　  10.1（土）
中村光夫 　「このごろ思うこと」 鎌倉市中央公民

館
鎌倉市、鎌倉市教育
委員会 300

小田切進 　「文学の遺産」

　　  10.15（土）
中村真一郎 　「芥川龍之介と堀辰雄」 茅ヶ崎市民文化

会館
茅ヶ崎市、茅ヶ崎市
教育委員会 250

小田切進 　「文学の遺産」

　　  12.10（土）
小島信夫 　「登場人物の情熱」 川崎市中原市民

館
川崎市、川崎市教育
委員会 160

小田切進 　「文学の遺産」

1984.9.22（土）

神奈川近代文学館開館記念文芸講演会

神奈川県民ホー
ル大ホール 1,600

挨拶：長洲一二、小田切進
城山三郎 　「人間的魅力について」
井上靖 　「作家の立場から」

　　  11.2（金）
文芸講演会

平塚市中央公民
館 平塚市中央公民館 450中里恒子 　「文学の結晶作用」

小田切進 　「人間と文学」

1986.3.19（水） 阿川弘之
尾崎一雄展記念文芸講演会 小田原市中央公

民館 小田原市教育委員会 400　「志賀直哉と尾崎一雄」

　　  3.29（土） 中野孝次 　「尾崎一雄・人と文学」 神奈川近代文学
館ホール 170

1987.3.21（土）
川端康成展記念講演会

神奈川県民ホー
ル小ホール 312田久保英夫 　「美と禁の世界」

中村真一郎 　「川端さんに接して」

　　  10.24（土）
夏目漱石展記念講演会 神奈川県立青少

年センターホー
ル

朝日新聞社 882江藤淳 　「漱石と私」
小島信夫 　「いま読む漱石の魅力は」

1988.5.3（火）
太宰治展記念講演会

神奈川県民ホー
ル小ホール 508阿部昭 　「無頼とは何か―太宰治と今日―」

奥野健男 　「太宰文学の意義」

　　  10.29（土） 中村真一郎
堀辰雄展記念講演会

神奈川近代文学
館ホール 273　「堀辰雄における〈小説〉につ

　いて」

受講料＝無料／入場者数単位＝人 

期 　　日 講師・出演者 内      容 会　場 共催等 入場者数

1989.7.29（土）
神奈川文学散歩展記念講演会　近代文学と横浜

神奈川近代文学
館ホール 197中野孝次 　「文学に見る横浜」

飯沢匡 　「獅子文六と横浜」

　　  10.28（土）
吉川英治展記念文芸講演会

神奈川県民ホー
ル小ホール 430尾崎秀樹 　「歴史文学の魅力―吉川英治の場合」

杉本苑子 　「作家としての吉川先生」

1990.4.7（土） 小川国夫
有島三兄弟展記念講演会 神奈川近代文学

館ホール 310　「有島武郎『或る女』を中心に」

　　  7.27（金）
ドキュメント昭和の文学展記念文芸講演会

神奈川県立音楽
堂 朝日新聞社 1,106大江健三郎 　「漱石の文庫発刊から昇平の死まで」

宮尾登美子 　「小説と私」

1991.4.13（土）
山本周五郎展記念講演会

神奈川近代文学
館ホール 265早乙女貢 　「山本周五郎と私」

山田宗睦 　「山本周五郎の世界」

1992.4.16（木）
生誕100年芥川龍之介展記念講演会

神奈川県立音楽
堂 1,106吉本隆明 　「芥川における反復概念」

中村真一郎 　「国際的作家としての芥川」

　　  9.27（日） 中野孝次
中島敦展記念講演会 神奈川近代文学

館ホール 247　「中島敦・文学の世界」

1993.4.4（日） 中野孝次
尾崎一雄没後10年記念文芸講演会 小田原市梅の里

センター 小田原市教育委員会 ―　「尾崎一雄の文学」

　　  5.22（土） 阿川弘之
神奈川近代文学館県内巡回文芸講演会1

真 鶴 町 民 セ ン
ター

西湘地区行政セン
ター、真鶴町立中川
一政美術館

220　「美とユーモア―中川一政生誕
　100年によせて」

　　  6.20（日） 松谷みよ子
神奈川近代文学館県内巡回文芸講演会2 
　「自作を語る」

津久井町文化福
祉会館

津久井地区行政セン
ター、津久井町、同教育
委員会、城山町、同教育
委員会、相模湖町、同教
育委員会、藤野町、同教
育委員会

250

　  9.23（木・祝） 紅野敏郎
湘南の文学と美術展記念講演会

平塚市美術館講
堂 平塚市美術館 ―　「湘南の文学と美術 国木田独

歩・有島武郎・黒田清輝・岸田劉生」

　　  10.16（土） 中野孝次
神奈川近代文学館県内巡回文芸講演会 3 茅ヶ崎市民文化

会館
湘南地区行政センター、
茅ヶ崎市教育委員会 293　「現代文明の転換期か」

1994.3.5（土） 山田太一
神奈川近代文学館県内巡回文芸講演会 4 松田町民文化セ

ンター
松田町、同教育委員
会 120　「物語の喜び」

　　  3.26（土） 村松友視
神奈川近代文学館県内巡回文芸講演会 5

厚木市文化会館 厚木市教育委員会 170　「人間は最高の風景」

　　  5.21（土） 早乙女貢
神奈川近代文学館県内巡回文芸講演会 6 ヴェルクよこす

か
横須賀市、横須賀・三
浦地区行政センター 194　「歴史と小説の間」

　　  5.22（日） 池田満寿夫
西脇順三郎展記念講演会 神奈川近代文学

館ホール 117
　「西脇先生と私」

　　  10.23（日） 五木寛之
開館10周年・増築落成記念文芸講演会

同　上 220　「暗愁のゆくえ」

　　  11.13（日） 水上勉
開館10周年・増築落成記念文芸講演会

同　上 220　「この頃思うこと」

1995.5.13（土） 高橋治
泉鏡花展記念講演会

同　上　 160　「主として『縷紅新草』に関し」

　　  10.28（土） 山田宗睦
神奈川文学散歩展　鎌倉記念講演会

同　上 201　「西田幾多郎・和辻哲郎をめ
ぐって―東慶寺の文人・思想家たち」

1996.4.6（土） 早乙女貢

神奈川文学散歩展「箱根・県央―縁と風
と文学と」記念講演会 相模原市立あじ

さい会館ホール 295　「中里介山『大菩薩峠』を中心
に―歴史と文学について」

1997.4.19（土） 小川国夫
「立原正秋展」記念講演会 神奈川近代文学

館ホール 220　「『冬の二人』の頃」

1998.4.18（土） 阿川弘之
「広津柳浪・和郎・桃子展―広津家三代
の文学」記念講演会 同　上 220
　「志賀直哉と広津家の人々」
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期 　　日 講師・出演者 内      容 受講料 入場者数

1997.5. 4（日・祝） 岸田今日子
立原正秋展記念朗読会 前売1,000

当日1,200 219　「八月の午後」「薪能」

1998.2. 8（日） 高橋長英
文芸朗読会―鷗外を読む― 前売1,000

当日1,200 189　森鷗外「山椒大夫」

　　  5. 9（土） 寺田農
「広津柳浪・和郎・桃子展―広津家三代の文学」記念朗読会 前売1,000

当日1,200 142　広津和郎「金魚」広津柳浪「雨」

1999.2. 6（土） 山本學
文芸朗読会―太宰治を読む― 前売1,000

当日1,200 210　太宰治「お伽草紙」から「カチカチ山」

　　  9.11（土） 竹西寛子
川端康成生誕 100 年記念講演会 前売500

当日600 147　「短篇小説の川端康成」

　　  10.11（月・祝） 永井路子
永井荷風展講演会 前売500

当日600 201　「母・智子と荷風」

　　  10.16（土） 大和田伸也
永井荷風展朗読会 前売1,000

当日1,200 158　「狐」「濹東綺譚」（第1章、9章）

2000.2.26（土） 中野孝次
尾崎一雄生誕 100 年記念講演会 前売700

当日800 220　「尾崎一雄の贅沢なる人生」

　　  3.11（土） 米倉斉加年
尾崎一雄生誕100年記念朗読会 前売700

当日800 179　「芳兵衛」「玄関風呂」「虫のいろいろ」

　　  10.8（日） 加賀美幸子
「原爆文学展」朗読会

700 184　原民喜「夏の花」栗原貞子「生ましめん哉」ほか

　　  10.29（日） 林京子
「原爆文学展」講演会

700 212　「被爆とわたくし」

2001.2.24（土） 津嘉山正種
文芸朗読会

700 177　山本周五郎「松の花」「しぐれ傘」

　　  5.27（日） 藤村志保
「明治の文学」朗読会

700 216　樋口一葉「十三夜」

　　  11.10（土） 立松和平
「野間宏と戦後派の作家たち展」講演会

700 156　｢戦後文学の光景」

2002.2.24（日） 児玉清
「明治の文学」朗読会

700 220　泉鏡花「夜行巡査」

　　  9.28（土） 山田太一
秋の文化講演会  共催：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 1,200 285
　｢神奈川を糸口として」

　　  10.5（土） 北村和夫
「昭和の文学②」朗読会

1,000 187　中里恒子「百萬」

　　  10.26（土） 馬場あき子
「歌びと吉野秀雄展」講演会

1,000 220　｢『寒蟬集』の挽歌」

2003.3.9（日） 新井満 
新井紀子

講演会「私の本について話そう」
800 161　「『ピーターラビット紀行』 ―ふたりで行く

　イギリス湖水地方の旅」

　　  3.23（日） 新井純
「大正の文学」朗読会

1,000 129　林芙美子「風琴と魚の町」

　　  5.3（土 ･祝） 早乙女貢
｢不滅の剣豪（ヒーロー）３人展―鞍馬天狗、眠狂四郎、宮本武蔵｣
講演会 1,000 125
　｢『鞍馬天狗』とその時代｣

　　  5.10（土） 佐江衆一 　「吉川『武蔵』と武蔵の実像」 1,000 123
　　  5.17（土） 秋山駿 　「柴田錬三郎と剣の精神」 1,000 76

　　  6.28（土） 夏目房之介
講演会「私の本について話そう」２

800 220　『漱石の孫』 

　　  9.21（日） 阿川佐和子
講演会「私の本について話そう」３  共催：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 1,200 290
　『マチルデの肖像―恋する音楽小説２』

　　  10.11（土） 椎名誠
｢井上靖展 詩と物語の大河｣ 講演会

1,000 220　「凍った大地・砂の海―井上靖文学の舞台
　を歩いてきて」

　　  11.2（日） 栗原小巻
｢井上靖展  詩と物語の大河｣ 朗読会

1,000 220　井上靖作品から ｢風林火山｣ ｢幼き日のこと｣ ｢シルクロード詩集｣

　　  12.6（土） 藤沢周
講演会「私の本について話そう」４

800 96　『箱崎ジャンクション』 

　　　　　　　　　　　
期 　　日 講師・出演者 内      容 受講料 入場者数

2004.2.28（土） 江森國友
講演会「私の本について話そう」５

800 45　『｢海港｣ 派の青春　詩人 ･北村初雄』

　3.14（日） 野沢那智
文芸朗読会

1,000 164　遠藤周作『沈黙』

　　  5.29（土） 夏八木勲
｢21世紀文学の預言者　芥川龍之介展｣ 朗読会

1,000 220　「蜘蛛の糸」「蜜柑」「点鬼簿」「藪の中」

　　  6.12（土） 小林恭二
講演会「私の本について話そう」６

800 81　『宇田川心中』

　　  8.8（日）

岸田夏子
酒井忠康

｢神奈川の文学  鎌倉女学校と作家たち展｣講演会  共催：学校法人鎌
倉女学院

1,000 206　対談「母  岸田麗子を語る」
野尻政子
安西篤子 　対談「父  大佛次郎を語る」

　　  9.18（土） 城山三郎
秋の文化講演会  共催：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 1,200 450
　「いま、人間的魅力について」

　　  10.2（土）

開館 20周年記念リレートーク「文学・おもしろさへの誘い」

無料 188
安西篤子 　「思い出の作家たち」
紀田順一郎 　「ペンネームの終焉」
尾崎左永子 　「作歌の現場」
三木卓 　「白秋 三崎の恋」

　　  10.9（土） 新井満
講演会「私の本について話そう」７

800 129　『千の風になって』

　　  10.31（日）
講演会「私の本について話そう」８

800 168佐藤さとる    『コロボックル物語』
   末吉暁子    『ざわざわ森のがんこちゃん』（対談）

　　  11.20（土）
講演会「私の本について話そう」９

800 166
馬場あき子    『掌編 源氏物語』

　　  12.4（土）　　  
講演会「私の本について話そう」10

800 98
早乙女貢    「『会津士魂』 作家生活 50年」

2005.2.20（日） 加藤武
文芸朗読会

1,000 177　吉川英治作 ｢宮本武蔵」から

　　  4.30（土） 岸田今日子

｢生誕 80年・没後 35年記念展  三島由紀夫 ドラマティックヒスト
リー｣ 朗読会  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 1,200 494
   三島由紀夫の作品から「海と夕焼」「橋づくし」「女方」

　　  6.25（土） 山崎洋子
講演会「私の本について話そう」11

800 92　『ヴィーナス★ゴールド』

　　  8.13（土）
｢没後 60年 島木健作展｣ 講演会

1,000 170永井路子    「わたしと鎌倉そして島木健作」
新保祐司    「島木健作・北方の魂」

　　  9.23（金・祝） 辻原登
講演会「私の本について話そう」12

800 123　『枯葉の中の青い炎』

　　  10.10（月・祝） 三木卓
｢日本の童謡｣ 展講演会

1,000 165   「白秋、八十、雨情の童謡」

　　  10.16（日）
鈴木すず

フェリス女学院大学
音楽学部大学院生

｢日本の童謡｣ 展童謡のつどい
600 200   第１部・おはなし

   第２部・童謡ミニコンサート

　　  10.29（土） 矢崎節夫
講演会「私の本について話そう」13

800 214　『童謡詩人　金子みすゞの生涯』

　　  12.4（日） 林望
講演会「私の本について話そう」14

800 136　『帰宅の時代』 

2006.2.12（日）
暮尾淳

千早耿一郎
龍沢友子（詩朗読）

｢生誕 100 年  伊藤信吉展｣ 記念講演会　共催：横浜詩人会

800 79　「伊藤信吉と横浜―『現代詩の鑑賞』と 『詩
　のふるさと』」

　　  2.25（土） 永井一郎
文芸朗読会

1,000 104
　開高健「日本三文オペラ」

2006 年度末の事業補助金終了に伴い、以後の文芸講演会及び朗読会などの受託事業は指定管理事業の一部として開催。（後段
を参照）

文芸講演会・朗読会（有料行事）              ※会場注記のない場合は全て神奈川近代文学館ホール
受講料単位＝円／入場者数単位＝人

受講料単位＝円／入場者数単位＝人



講演会等 講演会等

182 183広報・普及事業 広報・普及事業

　
期 　　日 講師・出演者 内      容 入場者数

1984.8.25（土） 磯田光一
開館記念文芸講座 近代文学 100 年と神奈川 
   「文学史の実験―開館記念展の試み―」 160

　　  9.1（土） 前田愛    「近代の夜明け―19世紀から 20世紀へ―」 196
　　  9.8（土） 紅野敏郎    「近代文学の展開と成熟―夏目漱石とその周辺―」 225
　　  9.15（土） 尾崎秀樹    「横浜と大衆文化・文学」 197
　　  9.29（土） 保昌正夫    「昭和文学の諸相―川端康成『山の音』ほか―」 217

1985.9.7（土） 関英雄
日本の子どもの文学 
   「 〈赤い鳥〉と現代」 205

松谷みよ子    「民話を語る」

　　  9.14（土）
長崎源之助    「神奈川と子どもの文学」

130
藤田圭雄    「童謡と子ども」

　　  9.21（土）
鳥越信    「新美南吉の世界」

190
赤羽末吉    「絵本の魅力」

　　  9.28（土）
上笙一郎    「女流児童文学の歩み」

230
三木卓    「宮沢賢治の宇宙」

　　  10.5（土）
滑川道夫    「教科書の中の児童文学」

160
寺村輝夫    「児童文学と現代の子ども」

1986.9.20（土） 大岡昇平
文学・エンターテインメント―大衆文学の魅力― 
   「エンターテインメントの魅力―推理小説と私―」 155

山田宗睦    「中里介山―大菩薩峠の思想―」

　　  9.27（土）
村上光彦    「大佛次郎の世界」

167
杉森久英    「吉川英治の思い出」

　　  10.4（土）
巖谷大四    「菊池寛・吉屋信子―二人の流行作家の人間的な面―」

135
村上元三    「長谷川伸と門弟たち」

　　  10.11（土）
権田萬治    「戦後推理作家と松本清張」

144
尾崎秀樹    「司馬遼太郎の世界」

　　  10.18（土）
中島河太郎    「江戸川乱歩―その不思議な世界―」

123
秋山駿    「柴田錬三郎・五味康祐―戦後の時代小説―」

1987.9.5（土） 尾崎秀樹
文学・エンターテインメント ‘87―大衆文学の魅力― 
   「大衆文学の展開―白井喬二・直木三十五―」 146

都筑道夫    「捕物帳の系譜―岡本綺堂・野村胡堂―」

　　  9.12（土）
山村正夫    「現代推理小説の傾向」

114
鈴木貞美    「幻想と伝奇の世界―横溝正史・夢野久作・久生十蘭―」

　　  9.19（土）
小松伸六    「ユーモア作家たち―佐々木邦・獅子文六・石坂洋次郎―」

105
綱淵謙錠    「武将列伝―海音寺潮五郎―」

　　  9.26（土）
伊藤桂一    「山本周五郎の世界」

120
石川喬司    「ＳＦの魅力―小松左京・星新一・筒井康隆―」

　　  10.3（土）
奥野健男    「女流の時代―有吉佐和子・曾野綾子・原田康子ほか―」

191
大岡昇平    「戦後の展開―大衆社会現象との関連―」

1988.9.10（土） 三田誠広
自作を語る 
   「デイドリーム・ビリーバー」 83

　　  9.17（土） 安西篤子    「武家女夫録」 82
　　  9.24（土） 青野聰    「太陽の便り鼻から昇る」 59
　　  10.1（土） 五木寛之    「蒼ざめた馬を見よ」 239
　　  10.8（土） 中野孝次    「はみだした明日」 115

1989.9.9（土） 大岡信
自作を語る 
   「故郷の水へのメッセージ」 155

　　  9.16（土） 馬場あき子    「月華の節」 171
　　  9.23（土） 永井路子    「氷輪」 218
　　  9.30（土） 加賀乙彦    「錨のない船」 192
　　  10.7（土） 野坂昭如    「アメリカひじき」 251

1990.9.29（土） 吉村昭
自作を語る 
   「桜田門外の変」 198

　　  10.6（土） 加藤楸邨    「寒雷」 218
　　  10.13（土） 椎名誠    「白い手」 236
　　  10.21（日） 金井美恵子    「小春日和」 72
　　  10.27（土） 城山三郎    「人生余熱あり」 208

文芸講座 ･講座（無料） ※会場注記のない場合は全て神奈川近代文学館ホール
受講料単位＝円／入場者数単位＝人

文学講座（有料化以後）                                                 
期 　　日 講師・出演者 内      容 受講料 入場者数

1996.9.28（土） 秋山駿
文学講座「大岡昇平」

1,000 220   「大岡昇平、中原中也・小林秀雄をめぐって」
澤地久枝    「『俘虜記』を出発点として」

　　  10.5（土）
城山三郎    「一兵士に徹した生涯―『成城だより』など」

1,000 123
菅野昭正    「小説家・大岡昇平」

　　  10.12（土）
四方田犬彦    「大岡と映画『パンドラの箱』」

1,000 81
佐木隆三    「『事件』をめぐって」

1997.10.12（日）
文学講座「文学の挿絵と装幀」

1,000 156大岡信    「ささやかな体験から」
出久根達郎    「さしえについて」

　　  10.19（日）
粟津潔    「挿絵・装幀の文化史」

1,000 114
司修    「装幀の現場から」

1998.10.17（土）
文学講座「谷崎潤一郎」

前売1,000
当日1,200 111佐伯彰一    「戦略としてのエロス」

種村季弘    「光学装置としての谷崎作品」

　　  10.24（土）
島田雅彦    「性転換する語り手」 前売1,000

当日1,200 193
川本三郎    「映画と谷崎と…」

　　  10.31（土）
三浦雅士    「谷崎潤一郎と身体」 前売1,000

当日1,200 148
河野多惠子    「谷崎文学の予言力」

1999.4.17（土）
文学講座「開高健の世界」後援：開高健記念会

前売1,000
当日1,200 220高樹のぶ子    「作家にとっての冒険」

大岡玲    「『外へ』と開高健は言った」

　
期 　　日 講師・出演者 内      容 入場者数

1991.9.21（土） 大岡信
日本の詩歌 
   「日本の詩歌―その美と力」 259

　　  9.28（土）
稲畑汀子    「子規・虚子と「ほととぎす」」

270
金子兜太    「俳句の伝統と現代」

　　  10.5（土）
佐佐木幸綱    「短歌の芸術性―『赤光』を中心に」

270
尾崎左永子    「与謝野晶子と「明星」の歌人たち」

　　  10.12（土）
中村真一郎    「近代文学に於ける詩の役割」

221
伊藤信吉    「昭和詩の人々―朔太郎・犀星・重治」

1992.10.10（土） 島田雅彦
文学の風景―神奈川ゆかりの作品を味わう 1 
   「夏目漱石『門』」 259

　　  10.17（土） 尾崎秀樹    「大佛次郎『霧笛』『幻燈』」 107
　　  10.24（土） 島田修二    「北原白秋『雲母集』」 132
　　  10.31（土） 木崎さと子    「中里恒子『乗合馬車』『まりあんぬ物語』」 109
　　  11.7（土） 小島信夫    「島崎藤村『夜明け前』」 107

1993.10.2（土） 鈴木貞美 文学の風景―神奈川ゆかりの作品を味わう 2 
   「泉鏡花『春昼』『草迷宮』」　（会場・神奈川県民ホール6階大会議室） 78

　　  10.10（日） 中沢けい    「有島武郎『或る女』」 112
　　  10.17（日） 清原康正    「獅子文六『父の乳』」 50
　　  10.23（土） 粟津則雄    「高見順『死の淵より』」 73
　　  10.31（日） 坂上弘    「尾崎一雄『まぼろしの記』」 73

1994.7.2（土）
岡松和夫

文学の風景―神奈川ゆかりの作品を味わう 3
138

   「立原正秋『剣ケ崎』」
　　  7.9（土） 尾崎左永子    「岡本かの子『川』」 101
　　  7.16（土） 富岡幸一郎    「北村透谷『内部生命論』」 78
　　  7.23（土） 安西篤子    「中山義秀『華燭』」 83
　　  7.30（土） 三浦雅士    「三島由紀夫『午後の曳航』」 98

1995.9.16（土） 池内紀
講座「鎌倉の作家」

95   澁澤龍彥「都心ノ病院ニテ幻覚ヲ見タルコト」
　　  9.23（土） 駒尺喜美    吉屋信子「『安宅家の人々』を中心に」 85
　　  10.1（日） 伊藤信吉    尾崎喜八  「紀行作品をめぐって」 73
　　  10.7（土） 三木卓    永井龍男   「『青梅雨』『石版東京図絵』など」 90
　　  10.14（土） 大庭みな子    川端康成   「川端さんにまつわること」 136

受講料単位＝円／入場者数単位＝人

※会場注記のない場合は全て神奈川近代文学館ホール
受講料単位＝円／入場者数単位＝人



講演会等 講演会等

184 185広報・普及事業 広報・普及事業

講演会・講座・朗読会・シンポジウム（指定管理以後）      受講料単位＝円／入場者数単位＝人
期 　　日 講師・出演者 内      容 会　場 受講料 入場者数

2006.4.23（日） きむらゆういち

子ども読書活動推進フォーラム 講演会 ｢私の本について話
そう｣ 15　共催：神奈川県子ども読書推進会議、神奈川県
教育委員会

神奈川近代文
学館ホール 無料 236

　『あらしのよるに』

　　  4.29（土・祝） 永六輔
春の文化講演会  共催：（財）はまぎん産業文化振興財団 はまぎんホール

ヴィアマーレ 1,200 478　｢誰かとどこかで｣

　　  4.30（日）  五大路子
吉屋信子展記念 神奈川近代文

学館ホール 1,000 206　朗読会『徳川の夫人たち』より
　　  5. 3（水･祝） 嶽本野ばら 　講演会 ｢吉屋信子の少女小説―『花物語』を中心に｣ 同　上 1,000 218
　　  5. 6（土）　  新井純 　朗読会『鬼火』『童貞女昇天』 同　上 1,000 116
　　  5.13（土）　  伊藤かずえ 　朗読会『あの道この道』より 同　上 1,000 118

　　  7.  1（土） 高橋一清
中野孝次展記念講演会

同　上 800 294　「作家･中野孝次の生き方―担当編集者28年の思い出」

　　  9.18（月・祝） 夏目房之介
講演会 ｢私の本について話そう｣ 16

同　上 800 231
　『孫が読む漱石』

　　 10.14（土） 長谷川櫂
「俳句その魅力展」記念

同　上 1,000 286　講演会 ｢闘う人、虚子｣
　　 10.20（金） 星野椿 　俳句大会　一般の部　投句選評会・講話 同　上 2,000 93
　　 10.21（土） 村上護 　講演会 ｢山頭火の旅と俳句｣ 同　上 1,000 192
　　 10.22（日） 復本一郎 　俳句大会　ジュニアの部　投句選評会・講話 同　上 200 48

　　 10.27（金） 荒俣　宏
  紀田順一郎

文字・活字文化の日記念対談
同　上 1,000 124　「東西読書文化考」

　　 10.28（土） かこさとし

子ども読書活動推進フォーラム 講演会  共催：神奈川県子
ども読書推進会議、神奈川県教育委員会、（財）はまぎん
産業文化振興財団

はまぎんホール
ヴィアマーレ 無料 402

　｢子ども、遊び、絵本｣

文学講座（有料化以後）                                                 
期 　　日 講師・出演者 内      容 受講料 入場者数

　1999.4.24（土） 黒井千次
増田みず子    「開高健と小説」（対談 ) 前売1,000

当日1,200 113

　　  5.1（土）
加賀乙彦    「開高健と躁鬱」 前売1,000

当日1,200 220
川村湊    「開高健とアジア」

2000.5.14（日）
文学講座「司馬遼太郎」

前売1,200
当日1,400 220小山内美江子    「司馬先生と『翔ぶが如く』」

鶴見俊輔    「司馬史観にふれて」

　　  5.21（日）
出久根達郎    「司馬文学の魅力」 前売1,200

当日1,400 202
半藤一利    「司馬さんと昭和史」

2001.4.22（日）
文学講座「子どもと文学の現在・未来」 

1,200 108舟崎克彦    「2001 年夢中の旅―ファンタジイ文学の力」
落合恵子    「たのしみとしての読書―子どもと大人・同時代を生きる」

　　　5.5（土・祝） 谷川俊太郎
工藤直子    「子ども ･ことば ･いのち」（対談） 1,200 220

2002.4.28（日）
文学講座「漱石文学の魅力」

1,000 220
井上ひさし    「漱石を読み直す」

　　  5.12（日） 夏目房之介 
嵐山光三郎    「僕の個人主義」（対談） 1,500 220

　　  5.19（日） 久世光彦    「『猫』と私」 1,000 220

2004.5.1（土）
    ｢21 世紀文学の預言者　芥川龍之介展｣ 文学講座

1,000 213
北村薫    「私と芥川龍之介」

　　  5.8（土） 佐江衆一    「鵠沼と芥川龍之介」 1,000 103
　　  5.15（土） 森まゆみ    「田端の王子さま」 1,000 187

2005.5.8（日）
｢生誕 80年・没後 35年記念展  三島由紀夫 ドラマティックヒストリー｣
文学講座 1,000 224

島田雅彦 　「多面体・三島由紀夫」
　　  5.15（日） 辻井喬 　「三島由紀夫と私」 1,000 236
　　  5.22（日） 高橋睦郎 　「小説家三島由紀夫の死の意味」 1,000 223
　　  5.29（日） 猪瀬直樹 　「三島由紀夫という作家」 1,000 228
2006 年度末の補助金事業の終了に伴い、以後の講座の受託事業は指定管理事業の一部として開催。（後段を参照）

講演会・講座・朗読会・シンポジウム（指定管理以後）      受講料単位＝円／入場者数単位＝人
期 　　日 講師・出演者 内      容 会　場 受講料 入場者数

2006.11.19（日） 青木玉
「露伴、茂吉、寅彦と小林勇展」記念講演会

神奈川近代文
学館ホール 1,000 227　「小林勇さんのこと」

小松美沙子 　対談「一本の道」

　　  12.24（日） 篠田三郎
文芸朗読会

同　上 1,000 227　志賀直哉 ｢網走まで」「或る朝」ほか

2007.2.25（日） 新井満
（講演会講師）

文学散歩と湘南国際村・講演会　共催：湘南国際村協会　
協賛：三井不動産 湘南国際村

センター 6,000 127
　「いのちについて」　（文学散歩コース：岩殿寺～
　　泉鏡花旧居跡～長者ヶ崎～湘南国際村）

　　  3. 3（土） 梁石日
講演会 ｢私の本について話そう｣ 17 神奈川近代文

学館ホール 800 118　『ニューヨーク地下共和国』

　　  3.18（日） 斎藤栄
講演会 ｢私の本について話そう｣ 18

同　上 800 185　『湘南太平記』

　　  4.21（土） なかえよしを

子ども読書活動推進フォーラム（講演会 ｢私の本について
話そう｣ 19）共催：神奈川県子ども読書推進会議、神奈川
県教育委員会 同　上 無料 181
　『ねずみくんのチョッキ』

　　  4.22（日） 毬谷友子
中原中也と富永太郎展記念

同　上 1,000 229　朗読会 ｢中原中也､ 富永太郎の詩ほか」
　　 ４.28（土） 窪島誠一郎 　講演会 ｢富永太郎の詩絵のこと｣ 同　上 1,000 179

　4.30（月・振休） 浅田次郎
春の文化講演会  共催：（財）はまぎん産業文化振興財団　はまぎんホール

ヴィアマーレ 1,200 421　｢『中原の虹』をめぐって｣
　　 ５. 6（日） 高橋睦郎    　講演会 ｢なぜ中原中也か｣ 同　上 1,000 199

　　  6.30（土） 久米明
井上靖展朗読会 神奈川近代文

学館ホール 1,000 231　井上靖「敦煌」から

　　  8.  4（土） 佐藤さとる
佐藤さとる展記念講演会 ｢私の本について話そう｣ 20

同　上 800 224　｢本朝奇談 天狗童子｣　柴田祐規子（聞き手）

　　  9.  9（日）語りと音楽｢花音｣
秋の朗読コンサート 共催：語りと音楽 ｢花音｣

同　上 無料  138　｢｢佐藤さとる コロボックル物語展｣に寄せて｣

　　 10. 7（日） 島田雅彦
埴谷雄高展記念

同　上 1,000 208　講演会 ｢100 年後のぷふい｣
　　 10.13（土） 立石伯    　講座 ｢21 世紀に生きる『死霊』｣ 同　上 800 101

　　 10.20（土） 寺田農
奥澤竹彦（音楽）　朗読会 ｢死霊」第 5章 ｢夢魔の世界｣ から 同　上 1,000 150

　　 10.27（土） 中川李枝子

子ども読書活動推進フォーラム 講演会  共催：神奈川県子
ども読書推進会議、神奈川県教育委員会、（財）はまぎん
産業文化振興財団

はまぎんホール
ヴィアマーレ 無料 384

　｢たくさんのおともだち｣

　　 10.28（日） 荒俣　宏
  紀田順一郎

文字・活字文化の日記念対談 神奈川近代文
学館ホール 1,000 101　「作家と想像力―幻想怪奇文学の発見」　

2008.2.  2（土） 黒岩比佐子
収蔵コレクション展『食道楽の人』村井弦斎展記念講演
会（｢私の本について話そう｣ 21） 同　上 800 160
　｢『食道楽』と日露戦争｣

　　 2.10（日） 養老孟司
湘南国際村文化講演会　共催：湘南国際村協会　協賛：
三井不動産 湘南国際村

センター 1,000 189
　｢私の鎌倉 ･葉山｣

　　  2.16（土）語りと音楽｢花音｣
収蔵コレクション展『食道楽の人』村井弦斎展記念朗読
コンサート 神奈川近代文

学館ホール 無料 120
　｢食道楽｣ から　ほか

　　 3.  8（土） 半藤一利
講演会 ｢私の本について話そう｣ 22

同　上 ８00 239　『昭和史』

　　 4.19（土） 長谷川櫂
春の文化講演会 共催：（財）はまぎん産業文化振興財団 はまぎんホール

ヴィアマーレ 1,200 429　｢『おくのほそ道』とは何か｣

　　 4.27（日） 三浦雅士
澁澤龍彥展記念講座 神奈川近代文

学館ホール 1,000 122　｢澁澤龍彥と小林秀雄｣

　　 5.  3（土･祝） 高橋睦郎
澁澤龍子（ｹﾞｽﾄ）

　｢最高のホスト｣
　ゲスト対談 ｢シブサワ素のまま｣ 同　上 1,000 273

　　 5.  5（月･祝） 四谷シモン 　｢澁澤さんと人形｣ 同　上 1,000 304
　　 5.10（土） 平出隆 　｢夢のかたち｣ 同　上 1,000 142

　　 6.14（土） 藤井省三
紀田順一郎

台湾文学展記念講座　共催：国立台湾文学館、台湾行政院
文化建設委員会 同　上 800 103
　対談 ｢台湾文学の魅力｣ 

※会場注記のない場合は全て神奈川近代文学館ホール
受講料単位＝円／入場者数単位＝人



講演会等 講演会等

186 187広報・普及事業 広報・普及事業

講演会・講座・朗読会・シンポジウム（指定管理以後）      受講料単位＝円／入場者数単位＝人
期 　　日 講師・出演者 内      容 会　場 受講料 入場者数

2008.6.15（日） 張良澤  　｢台湾における梁啓超と呉新栄―日本統治下のある
　中国知識人と台湾知識人の台湾新旧文学に対する影響｣

神奈川近代文
学館ホール 800 102

　　 7.  5（土）　　　辻原登 　｢台湾の文学と友人たちに寄せて｣ 同　上 800 55
　　 7.13（日） 黄英哲 　｢台湾の『藤野先生』―台湾における魯迅文学―｣ 同　上 800 49

　　 8.  2（土） 漢唐楽府
台湾文学展演奏会  共催：国立台湾文学館、台湾行政院文化
建設委員会 同　上 無料 94
　趁賞花燈、梅花操

　　 8.24（日） かこさとし
かこさとし展記念講演会 ｢私の本について話そう｣23

同　上 800 277　｢あそびのはなし えほんのはなし かがくのはなし｣

　　 9.15（月・祝）語りと音楽｢花音｣
秋の朗読コンサート 共催：語りと音楽 ｢花音｣

同　上 無料  235　｢だるまちゃんとてんぐちゃん｣ ほか

　　 9.13（土） 久米明
文芸朗読会

同　上 1,000 164　国木田独歩 ｢武蔵野｣

　　 10.11（土） 宮崎駿
堀田善衞展記念

同　上 1,000 242　講演会 ｢方丈記私記と私｣
　　 11.15（土） 夏八木勲 　朗読会 ｢方丈記私記｣ から 同　上 1,000 215

　　 11.16（日） 紅野謙介
堀田百合子（ｹ゙ ｽﾄ）

　講座 ｢堀田善衞と上海｣
　ゲスト対談 同　上 1,000 204

　　 10.26（日） 川本三郎
  紀田順一郎

文字・活字文化の日記念対談
同　上 1,000 62　「日付のある随想―日記文学の魅力」　

　　 11.  2（日） 紀田順一郎
『飛ぶ読書室　この本がおもしろいよ』刊行記念講演会
共催：日能研、みくに出版／協力：逗子開成中学・高等学校

逗子開成中学・
高等学校徳間記
念ホール

無料 30
　『明日こそ　　読書今日こそ読書～読書のたのしみ～』

　　 11.26（水） 佐藤泰正
富岡幸一郎

第10回図書館総合展フォーラム 共催：梅光学院大学 パシフィコ横
浜 無料 40　｢今なお新しい、磯田光一のまなざし｣

　　 12.20（土） 有馬稲子
文芸朗読会　源氏物語千年紀 神奈川近代文

学館ホール 1,000 225　｢藤壺｣ ＋トーク

2009.1.17（土） 出久根達郎
神奈川県図書館協会創立 80周年記念展覧会記念講演会
｢私の本について話そう｣ 24 同　上 800 149
　『御書物同心日記』

　　 2.  1（日） 村岡恵理
赤毛のアン100周年講演会 ｢私の本について話そう｣25

同　上 800 202　『アンのゆりかご  村岡花子の生涯』

　　 2.  7（土） 久米明
文芸朗読会 後援：鈴廣蒲鉾本店、小田原市教育委員会 小田原・鈴廣かま

ぼこの里　鈴の音
ホール

1,000 133　井上靖 ｢敦煌｣ から

　　 3.  7（土） 稲畑汀子
「子規から虚子へ」展記念　共催：虚子記念文学館 神奈川近代文

学館ホール 1,000 270　講演会 ｢虚子俳句の変遷｣

　　 3.20（金・祝）
有馬朗人、稲畑汀
子、大串章、深見
けん二

　シンポジウム① ｢花鳥諷詠｣
　稲岡長（コーディネーター） 同　上 2,000 223

　　 3.28（土） 小沢昭一 　句会と講演会 ｢小沢昭一的俳句のこころ｣ 同　上 2,000 228

　　 4.  4（土）
稲畑廣太郎､今井
肖子､岸本尚毅､筑
紫磐井

　シンポジウム② ｢虚子の客観写生｣
　稲岡長（コーディネーター） 同　上 2,000 167

　　 4.18（土）
今井千鶴子､ 金子
兜太、辻桃子、安
原葉

　シンポジウム③ ｢虚子十句｣
　稲畑汀子（コーディネーター） 同　上 2,000 250

　　 4.29（水・祝）
千葉俊二

森鷗外展記念
同　上 600 120　講座 ｢鷗外を読む『雁』｣

　　 5.  4（月・祝） 佐藤慶 　朗読会 ｢舞姫｣ 同　上 1,000 258
　　 5.  9（土） 加賀乙彦 　講演会 ｢私の鷗外｣ 同　上 1,000 222
　　 5.17（日） 小泉浩一郎 　講座｢鷗外を読む｣ ｢高瀬舟｣ 同　上 600 129
　　 5.24（日） 小川康子 　講座｢鷗外を読む｣ ｢文づかひ｣ 同　上 600 74
　　 5.30（土）
　　 5.31（日）

横浜市立横浜商業高
等学校吹奏楽部＆野
球部

　ミニコンサート ｢横浜市歌｣ ほか 港の見える
丘公園 無料 296

523

　　 5.16（土） 平岩弓枝
春の文化講演会  共催：（財）はまぎん産業文化振興財団 はまぎんホール

ヴィアマーレ 1,200 322　｢横浜今昔｣

　　 7.  5（日） 紀田順一郎
中島敦展記念　共催：中島敦の会 神奈川近代文

学館ホール 1,000 180　講演会 ｢書斎派作家 中島敦―読書と散歩―｣

　　 7.18（土） 加賀美幸子
有富裕子（解説）　

朗読会 ｢山月記｣ ｢名人伝｣ 同　上 1,000 249

　　 7.19（日） 吉崎一衛 　講座 ｢中島敦の文学―中国文学との関わりから―｣ 同　上 1,000 190

講演会・講座・朗読会・シンポジウム（指定管理以後）      受講料単位＝円／入場者数単位＝人
期 　　日 講師・出演者 内      容 会　場 受講料 入場者数

2009.8.15（土） 松居直
茂田井武展記念講演会「私の本について話そう」26

神奈川近代文
学館ホール 800 113　講演会『松居直のすすめる50の絵本―大人のた

　めの絵本入門』

　　 8.16（日） 平田満
大岡昇平生誕 100 年記念文芸朗読会

同　上 1,000 192　｢野火」から

　　 8.22（土）語りと音楽「花音」藤村俊介（チェロ）

花音朗読コンサート　共催：語りと音楽・花音
同　上 無料 194　｢セロひきのゴーシュ」｢ドリトル先生アフリカへ

　行く」

　　 9.  5（土）
津島佑子

台湾文学連続講演会「越境しあう日本と台湾の文学」  共催：国
立台湾文学館、協賛：横浜国立大学 同　上 800 77
　『あまりに野蛮な』（「私の本について話そう」27）　
     陳玉慧（コメンテーター）、白水紀子（司会）

　　 9.  6（日） 朱天心 　｢わたしにとっての日本／日本文学」
     垂水千恵（司会） 同　上 800 42

　　 9. 19（土） 劉亮雅 
小谷真理

　対談 ｢台湾のクィア文学と日本の SF、クィア、ファンタ
　ジー」垂水千恵（司会） 同　上 800 48

　　 9. 20（日） 紀大偉 　｢台湾文学とセクシュアリティ」白水紀子（司会）同　上 800 43

　　 9. 29（火） 落合教幸
｢大乱歩展」藤沢・御所見公民館文学講座  共催：御所見公民館

御所見公民館 無料 53　｢江戸川乱歩と横溝正史」
　　 10. 1（木）  落合教幸 　｢江戸川乱歩と山田風太郎」 同　上 無料 38
　　 10. 6（火）  藤井淑禎 　｢江戸川乱歩と松本清張」 同　上 無料 42

　　 10. 2（金）  野村万作ほか
中島敦生誕 100 年記念特別朗読会「狂言師、敦を語り読む。」　
共催：中島敦の会、学校法人横浜学園 横浜能楽堂 7,000 456
　「悟浄出世」「悟浄歎異」  野村萬斎（演出）

　　 10. 3（土）  小林信彦
大乱歩展記念 神奈川近代文

学館ホール 1,000 174　講演会 ｢乱歩の二つの顔｣

　　 10.24（土） 紀田順一郎
　文字・活字文化の日記念講演会

同　上 1,000 215
　｢江戸川乱歩と少年探偵の夢｣

　　 11. 1（日） 寺田農 　朗読会 ｢Ｄ坂の殺人事件｣ 同　上 1,000 233

　　 10. 11（日）  有馬稲子
秋の文化講演会　共催：（財）はまぎん産業文化振興財団 はまぎんホール

ヴィアマーレ 1500 428　源氏物語朗読会 ｢六条の御息所」

尾形明子
長谷川時雨展記念講座　（兼：友の会のつどい）

神奈川近代文
学館中会議室 各 600

57
　　12.5（土） 　「長谷川時雨について」

73　　12.12（土） 　「長谷川時雨と『女人芸術』の人々」

　　12.13（日）  平野啓子 　朗読会 ｢烏瓜の花―長谷川時雨｣ 尾形明子（脚本）
　（共催：NPO現代女性文化研究所）

神奈川近代文
学館ホール 無料 187

2010.2.28（日） 三木卓
講演会「私の本について話そう」28

同　上 800 96　『ほろびた国の旅』『懐かしき友への手紙』

　　 3.14（日） 太田治子
講演会「私の本について話そう」29

同　上 800 220　『明るい方へ　父・太宰治と母・太田静子』

　　 4.  3（土） 十川信介
二葉亭四迷展記念講座

同　上 800 112　｢二葉亭の道｣

　　 4.  4（日） 岸惠子

春の文化講演会―城山三郎展記念 ―  共催：（財）はまぎん
産業文化振興財団 はまぎんホール

ヴィアマーレ 1,200 472　朗読会『そうか、もう君はいないのか』 から
　トーク「ヨコハマ」

　　 4.29（木・祝） 井上紀子
城山三郎展記念 神奈川近代文

学館ホール 500 216　トークイベント「素顔の城山三郎」野見山陽子（聞き手）
　　 5.  1（土） 澤地久枝 　講演会 ｢語りつぐべきこと｣ 同　上 1,000 282
　　 5.  9（日） 渡辺淳一 　講演会「城山三郎の世界―熟年革命｣ 同　上 1,000 256
　　 5.15（土） 真山仁 　講演会『プライド』（兼：「私の本について話そう」30）同　上 800 160

　　 6.27（日） 奥本大三郎
｢開高健の世界｣ 展記念

同　上 1,000 176　 講演会 ｢開高健とアマゾンの自然｣
　（共催：NPO法人開高健記念会）

　　 7.17（土） 佐野眞一 　講演会「開高文学の魅力」 同　上 1,000 241

　　 8. 7（土） 語りと音楽・花音
花音朗読コンサート  共催：語りと音楽・花音

同　上 無料 248　長崎源之助「汽笛」ほか

　　 8.15（日）  阿部壽美子 他
「8月 15日　読む・語る会」共催：よこはま文庫の会

同　上 1,000 243　「うそつき咲っぺ」ほか

　　 9.  5（日）  西本鶏介
長崎源之助展記念講座

同　上 800 73　｢長崎源之助文学の魅力｣



講演会等 講演会等

188 189広報・普及事業 広報・普及事業

講演会・講座・朗読会・シンポジウム（指定管理以後）      受講料単位＝円／入場者数単位＝人
期 　　日 講師・出演者 内      容 会　場 受講料 入場者数
2010.9.23
（木･祝）  角野栄子

講演会「私の本について話そう」31 神奈川近代文
学館ホール 800 150　『魔女の宅急便』

　　 10. 16（土）  有馬稲子
秋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 はまぎんホール

ヴィアマーレ 1,500 406
　源氏物語朗読会「若菜」 （瀬戸内寂聴訳「源氏物語」から）

　　 10. 9（土）  東雅夫
小泉八雲展記念 神奈川近代文

学館ホール 800 125　講座 ｢小泉八雲と日本の怪談｣
　　 10.23（土）  佐野史郎 　朗読会 「耳なし芳一のはなし」ほか 同　上 1,000 248
　　 10.31（日）  小泉凡 　講座「ラフカディオ・ハーンと 21世紀」 同　上 800 236

　　 11.3（水・祝）  辻原登 　講演会 ｢多面立方体作家、ハーン―グロテスクな
    優しさの系譜｣ 同　上 1,000 216

　　 11.14（日） 語りと音楽・花音
花音朗読コンサート 共催：語りと音楽・花音/秦野市立図書館

秦野市立図書館 無料 76　長崎源之助「汽笛」ほか

2011.1.29（土） 尾崎左永子
講演会「私の本について話そう」32 神奈川近代文

学館ホール 800 218　『尾崎左永子の語る百人一首の世界』

　　 2. 5（土） 清原康正
中山義秀展文学セミナー  神奈川近代文

学館中会議室 600 45　｢峻烈の生と文学魂｣
　　 2.19（土） 春名徹 　「絶筆『芭蕉庵桃青』の周辺」　 同　上 600 46

　　 3.20（日）  植松三十里
講演会「私の本について話そう」 神奈川近代文

学館ホール 800 地震・節電等
のため中止　『お江の方と春日の局』 『お江 流浪の姫』

　　 4. 9（土）  復本一郎
「荻原井泉水と『層雲』100 周年記念展」記念講座

同　上 800 92　｢荻原井泉水著『自由律俳句入門』を読む｣

　　 4.17（日）  石坂浩二 
加藤宗哉（聞き手）

遠藤周作展記念 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 はまぎんホール

ヴィアマーレ 1,200 457
　｢遠藤周作『侍』を読む」

　　 4.29（金・祝）  加賀乙彦
遠藤周作展記念 神奈川近代文

学館ホール 1,000 278　講演会「遠藤周作さんと私」

　　 5. 5（木・祝） 兼子盾夫 
笛木美佳

　シンポジウム ｢遠藤周作を 21世紀に読む」
　　富岡幸一郎（コーディネーター） 同　上 800 217

　　 5.14（土）  森一弘
　講座「遠藤周作の､西欧世界との遭遇､キリスト教と　
　　　の遭遇―作品『留学』から『沈黙』へ  　『沈黙』から『深　　
　　　い河』　へ―」

同　上 800 269

　　 5.22（日）  高橋千劔破
神田蘭

　講談とトーク ｢信長の愛した女たち　遠藤周作  　　　          
　の歴史小説から｣（共催：周作クラブ） 同　上 800 189

　　 5.29（日）  妹尾河童 　講演会「河童が語る遠藤周作」 同　上 1,000 195

　　 7. 2（土）  青木奈緖
講演会「私の本について話そう」33

同　上 800 180　『幸田家のきもの』

　　 7.23（土）  夏目房之介
講演会「私の本について話そう」34・「漱石と文人たち
の書画」展記念講演会 同　上 1,000 197
　「孫からみた漱石の書画」

　　 8. 6（土） 語りと音楽・花音
花音朗読コンサート  共催：語りと音楽・花音

同　上 無料 142　「口語訳　即興詩人」ほか

　　 8.28（日）  池内紀 
松田哲夫

｢安野光雅展―アンデルセンと旅して｣ 記念
同　上 1,000 182　対談 ｢ミスタ・アンノの魅力と偉大」

　　 9.24（土） 
森ミドリ

（チェレスタ・トーク・
朗読）

　トークコンサート「安野先生と私」 
　 アンサンブル・フィオレッティ（歌） 同　上 1,000 240

　　 10. 8（土）  紺野美沙子
北村文典（ゲスト）

「没後 60年記念展 いま輝く林芙美子｣ 記念
同　上 1,000 181　朗読会「放浪記」から＋対談「放浪記」が伝えるもの

　　10.15（土）、
　　10.30（日）、 
　　11.3（木・祝）

ふみのしおり
ふみのしおり朗読会 展示館エント

ランスホール 無料 計 103　「昔の家」「鶴の笛」

　　 10.16（日）  太田治子 　講演会 ｢林芙美子の愛のかたち『浮雲』をとお
　して｣

神奈川近代文
学館ホール 1,000 242

　　 10.22（土）  五大路子
文字・活字文化の日記念朗読会（兼：｢没後 60 年記念展 いま
輝く林芙美子｣ 記念朗読会） 同　上 1,000 207
　林芙美子「晩菊」「骨」

　　 11. 5（土）  川本三郎 　講演会 ｢映画の中の女性たち―『放浪記』『晩菊』
　『浮雲』『めし』」 同　上 1,000 267

　　 12. 3（土）  司修
講演会「私の本について話そう」35

同　上 800 95　『本の魔法』

2012.1.29（日）  神田蘭
かなぶん寄席　新春講談会

同　上 800 82　「越の海勇蔵出世相撲」「小松姫」ほか

講演会・講座・朗読会・シンポジウム（指定管理以後）      受講料単位＝円／入場者数単位＝人
期 　　日 講師・出演者 内      容 会　場 受講料 入場者数

　2012.2.19（日）  出久根達郎
講演会「私の本について話そう」36・「作家と万年筆展」
記念講演会 神奈川近代文

学館ホール 1,000 253
　「『文字を書く』ということ」

　　 3.18（日）  立石伯
中薗英助展―〈記録者〉の文学―」記念

同　上 800 70　講座「歴史と記録の闇を透視する眼―蘇る中薗英　　　
　助の文学魂―」

　　 3.31（土）  新保博久 　講座「中薗版スパイ・ミステリーをいま読む意義」　同　上 800 54

　　 4.22（日）  風間杜夫
｢茂吉再生 ―生誕130年斎藤茂吉展―｣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 はまぎんホール

ヴィアマーレ 1,200 392
　朗読会 ｢北杜夫作『楡家の人びと』第1部から」

　　 5. 3（木・祝）  尾崎左永子
｢茂吉再生―生誕 130 年 斎藤茂吉展―｣記念 神奈川近代文

学館ホール 1,000 233　講演会「茂吉先生の秀歌とわたくし」
　　 5.  6（日）  三枝昻之 　講演会「茂吉が生きた時代」 同　上 1,000 229

　　 5.12（土）  斎藤由香 　講演会「イキイキと元気で生きる 『どくとるマ
　ンボウ家の素顔』」 同　上 1,000 304

　　 5.20（日）  岡井隆 　講演会「斎藤茂吉とその師友たち」 同　上 1,000 266

　　 5.26（土） 
品田悦一 
今野寿美 
谷岡亜紀 他

　講演会・シンポジウム ｢『絵筆とことば』ゴッホ・
　ヤスパース・茂吉」他（共催：斎藤茂吉を語る会） 同　上 1,000 147

　　 6.30（土） 澤地久枝
｢中野重治の手紙―『愛しき者へ』展｣ 記念

同　上 1,000 講師急病に
より中止　講演会 ｢男と女・きびしい時代に｣

　　 7.14（土）  林淑美 　講座 ｢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） 同　上 600 67

　　 8.11（土） 語りと音楽・花音
花音朗読コンサート　共催：語りと音楽・花音

同　上 無料 145　「おしゃべりなたまごやき」ほか

　　 8.12（日）  神田蘭
かなぶん寄席　真夏の夕べの講談会

同　上 800 149　「四谷怪談」「樋口一葉・にごりえ」

　　 8.18（土）  和歌山静子
講演会 ｢私の本について話そう」37（兼：「寺村輝夫『ぼ
くは王さま』展」記念講演会） 同　上 1,000 78
　「王さまのなかの寺村さん」

　　 8.25（土）  永井郁子
｢寺村輝夫『ぼくは王さま』展」記念イベント

同　上 無料 127　「寺村輝夫・永井郁子のおはなし会」

　　 10.20（土）  藤村志保
島崎藤村展記念

同　上 1,000 234　朗読会「ある女の生涯」
　　 10.27（土）  十川信介 　講座 ｢夜明け前」 同　上 800 162
　　 11.3（土・祝）  下山孃子 　講座 ｢家」 同　上 800 86
　　 11.10（土） 堀江敏幸 　講演会｢言葉の『継立て』―藤村の散文をめぐって」同　上 1,000 166

　　 12. 1（土）  庄司達也
芥川龍之介生誕120年記念イベント① 兼：友の会文学講座

神奈川近代文
学館中会議室 600 49　｢蓄音機、SPレコードで聴く―芥川龍之介が愛でた

      音楽たち｣

2013.1.26（土）  都一中
芥川龍之介生誕 120 年記念イベント② 神奈川近代文

学館ホール 1,000 194　｢芥川龍之介の一中節―知られざる名曲『恋路の八景』｣

　　 3.17（日）  なぎら健壱
添田啞蟬坊・知道展記念

同　上 1,000 245　イベント（コンサート）「なぎら健壱トーク＆ライブ～
　明治・大正演歌の魅力～」

　　 4. 6（土）  土取利行 　イベント（コンサート）「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～」 同　上 1,000 213

　　 4.13（土）  森ミドリ
太田治子

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 はまぎんホール

ヴィアマーレ 1,500 367　「森ミドリ 文学コンサート 作家 太田治子さん
    をお迎えして～うららかに たおやかに～」

　　 4.27（土）  井上ユリ
松山巖

｢井上ひさし展―21世紀の君たちに―｣ 記念 神奈川近代文
学館ホール 1,000 266　対談「ひさしさんとの 23年」

　　 5.19（日）  小森陽一 　講演会「『ユートピア』と井上ひさし文学」 同　上 1,000 251
　　 5.26（日）  扇田昭彦 　講演会「評伝劇と音楽劇」 同　上 1,000 174

　　 6. 1（土）  辻萬長
　朗読会「『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
どもにつたえる日本国憲法」』から」

同　上 1,000 232

　　 6.16（日）  安原喜秀
中原豊

｢『中原中也の手紙』展―安原喜弘へ｣ 記念
同　上 600 119　対談 ｢人間・安原喜弘とその時代｣

　　兼：友の会文学講座（共催：中原中也記念館）
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文芸映画会（～ 2000 年）・文芸映画を観る会（2000 年～）ほか 観覧料単位＝円
入場者数単位＝人

期 　　日 原作者等 内      容 会　場 観覧料 入場者数

1984.1.  6（金） 獅子文六
獅子文六展記念映画会 神奈川近代文

学館ホール 無料 ―
　「やっさもっさ」「自由学校」

1987.4.29（水）
5.2（土）,3（日） 川端康成

川端康成展記念映画会 神奈川近代文
学館中会議室 無料 ―　「狂った一頁」

1989.8.  6（日） 三島由紀夫
神奈川文学散歩展「横浜」映画祭 神奈川近代文

学館ホール 無料 43　「午後の曳航」
　　 8.13（日） 獅子文六 　「やっさもっさ」 同　上 無料 62
　　 8.20（日） 山本周五郎 　「どですかでん」 同　上 無料 64
　　 8.27（日） 谷崎潤一郎 　「痴人の愛」 同　上 無料 36

1991.4. 7（日）

山本周五郎

山本周五郎展記念映画会
同　上 無料 43　「椿三十郎」

　　 4.14（日） 　「ちいさこべ」 同　上 無料 41
　　 4.20（土） 　「赤ひげ」 同　上 無料 81
　　 4.28（日） 　「冷飯とおさんとちゃん」 同　上 無料 75

　　 5.  5（日・祝） 　「どですかでん」 同　上 無料 89
　　 5.12（日） 　「ひとごろし」 同　上 無料 79

1995.4.23（日）

泉鏡花

泉鏡花展記念映画会
同　上 無料 56　「滝の白糸」

　　 4.30（日） 　「湯島の白梅」 同　上 無料 106
　　 5.  7（日） 　「日本橋」 同　上 無料 125
　　 5.14（日） 　「白鷺」 同　上 無料 117

　　 10.22（日）小津安二郎（監督）
神奈川文学散歩展「鎌倉｣ 文学展映画会

同　上 無料 66　「麦秋」
　　 11.19（日） 川端康成 　「千羽鶴」 同　上 無料 125

講演会・講座・朗読会・シンポジウム（指定管理以後）      受講料単位＝円／入場者数単位＝人
期 　　日 講師・出演者 内      容 会　場 受講料 入場者数

　 2013.6.30（日） 庄司達也 　講座「蓄音機、SPレコードで聴く―中原中也が愛
　でた音楽たち」 同　上 600 70

　7.21（日） 蜂飼耳 　講演会「手紙から聞こえる言葉」 神奈川近代文
学館ホール 1,000 123

　　 8.10（土） 語りと音楽・花音
花音朗読コンサート 共催：語りと音楽・花音

同　上 無料 137
　「注文の多い料理店」他

　　 8.24（土）  神田蘭
かなぶん寄席　真夏の夕べ講談会

同　上 800 133　林芙美子原作「下町」  三遊亭円朝原作「怪談　
乳房榎」ほか

　　 9. 7（土）  司修
｢賢治＋司修　注文の多い展覧会｣ 記念

同　上 800 186　講演会「賢治の絵本を語る」
　（兼：講演会「私の本について話そう」38）

　　 9.21（土）  司修 　ワークショップ ｢小さな絵本をつくりましょう」 神奈川近代文
学館中会議室 無料 18

　　 10.13（日）  吉田昌志
「生誕 140 年記念 泉鏡花展」記念 神奈川近代文

学館ホール 800 57
　講座「『風流線』の世界―鏡花の長篇小説―」

　　 10.19（土）  水谷八重子 　朗読会「義血俠血」 同　上 1,500 189

　　 11.  2（土）  朝吹真理子
松村友視 　対談 ｢鏡花を読むよろこび」 同　上 1,000 210

　　 11.  9（土）  市川祥子 　講座 ｢『天守物語』の演劇性」 同　上 800 46

　　 10. 26（土） 
三浦雅士（講演）
湯川豊、松家仁之
（対談）

辻原登（挨拶）

『丸谷才一全集』刊行記念講演会（文字・活字文化の日
記念講演会）

同　上 1,000 130　講演会 ｢作家の秘密・文学の謎」
　対談 ｢丸谷さん・その肖像」

　　 12.15（日） 
江國香織
鄭梨賢
辻原登

日韓文化交流シリーズ 日韓文化交流基金創立30周年記
念事業　共催：日韓文化交流会議、（公財）日韓文化交
流基金　後援：外務省、駐横浜大韓民国総領事館 同　上 無料 199
　自作朗読と鼎談「ことばの調べにのせて」
　（兼：「私の本について話そう」39）

2014.2.22（土）  伊集院静
黒岩重吾展記念

同　上 1,000 238　講演会「黒岩重吾の気骨」
　（兼：講演会「私の本について話そう」40）

　　 3.  9（日）  清原康正 　講座 ｢黒岩重吾の古代史への情熱」 同　上 600 101

文芸映画会（～ 2000 年）・文芸映画を観る会（2000 年～）ほか 観覧料単位＝円
入場者数単位＝人

期 　　日 原作者等 内      容 会　場 観覧料 入場者数

1996.2 4（日） 夏目漱石
文芸映画会 神奈川近代文

学館ホール 無料 165　「吾輩は猫である」
　　 2.18（日） 樋口一葉 　「にごりえ」 同　上 無料 78
　　 3.31（日） 森鷗外 　「山椒大夫」 同　上 無料 177

　　 4.21（日） タカクラテル
神奈川文学散歩展「箱根・県央｣ 文学展映画会

同　上 無料 91　「箱根風雲録」
　　 4.28（日） 吉屋信子 　「安宅家の人々」 同　上 無料 171

　　 6.16（日） 高木敏子
文芸映画会

同　上 無料 116　「ガラスのうさぎ」

　　 8. 4（日） 石原慎太郎
「戦後の文学展」映画会

同　上 無料 86　「太陽の季節」
　　 8.25（日） 安部公房 　「燃えつきた地図」 同　上 無料 111

　　 10.20（日）
大岡昇平

大岡昇平展映画会 協力：東京ドイツ文化センター
同　上 無料 134　「パンドラの箱｣（独映画 ）

　　 10.27（日） 　「事件」 同　上 無料 163
　　 11.3（日・祝） 　「野火」 同　上 無料 208

　　 12.22（日） 芥川龍之介
文芸映画会

同　上 無料 162　「羅生門」
1997.2. 2（日） 中里介山 　「大菩薩峠」 同　上 無料 189

　　 5.11（日） 立原正秋
立原正秋展映画会

同　上 無料 179　「非行少年　若者の砦」（原作：「美しい城」）

　　 6. 1（日） 伊藤左千夫
文芸映画会

同　上 無料 128　「野菊の如き君なりき」（原作：「野菊の墓」）
　　 7.13（日） 島崎藤村 　「破戒」 同　上 無料 202
　　 8.24（日） 富田常雄 　「姿三四郎」 同　上 無料 110

　　 10.10（金）
「文学の挿絵と装幀展」映画会

同　上 無料 45　「ショキング・オ・ジャポン」
　　 10.18（日） 　「竹久夢二物語　恋する」 同　上 無料 89

　　 11.23（日・祝） 水上勉
文芸映画会

同　上 無料 158　「飢餓海峡」
　　 12. 7（日） 野間宏 　「真空地帯」 同　上 無料 153
1998.2.15（日） 樋口一葉 　「たけくらべ」 同　上 無料 97
　　 3.22（日） 　「雨ニモマケズ」 同　上 無料 55

　　 4.26（日） 広津和郎
広津柳浪・和郎・桃子展―広津家三代の文学」映画会

同　上 無料 179　「晩春」（原作：「父と娘」）
　　 5.  3（日） 　「松川事件」 同　上 無料 197

　　 5.24（日） 徳田秋声
文芸映画会

同　上 無料 195　「縮図」
　　 7.12（日） 井伏鱒二 　「黒い雨」 同　上 無料 220
　　 8.23（日） 泉鏡花 　「婦系図　湯島に散る花」（原作：「婦系図」） 同　上 無料 186

　　 10.10（土）
谷崎潤一郎

谷崎潤一郎展映画会
同　上 無料 195　「細雪」（原作：「父と娘」）

　　 10. 25（日） 　「春琴物語」（原作：「春琴抄」 同　上 無料 213

　　 11.15（日） 森鷗外
文芸映画会

同　上 無料 182　「高瀬舟」
1999.1.17（日） 中里介山 　「大菩薩峠　第 2部」 同　上 無料 178
　　 2.28（日） 織田作之助 　「夫婦善哉」 同　上 無料 196
　　 3.14（日） 宮本輝 　「泥の河」 同　上 無料 172

　　 4.25（日） 開高健
開高健展映画会

同　上 無料 195　「証人の椅子」（原題「片隅の迷路」）

　　 6. 5（土） 三遊亭円朝原案
文芸映画会

同　上 無料 136　「牡丹燈籠」
　　 7.10（土） 　「智恵子抄」 同　上 無料 220

　　 8.28（土） 川端康成
川端康成生誕 100 年記念映画会

同　上 無料 228　「伊豆の踊子」
　　 9.25（土） 川端康成 　「古都」 同　上 無料 183

　　 11.27（土） 宮尾登美子
文芸映画会

同　上 無料 153　「蔵」
2000.1.29（土） 尾崎紅葉 　「金色夜叉」 同　上 無料 260



講演会等 講演会等

192 193広報・普及事業 広報・普及事業

文芸映画会（～ 2000 年）・文芸映画を観る会（2000 年～）ほか 観覧料単位＝円
入場者数単位＝人

期 　　日 原作者等 内      容 会　場 観覧料 入場者数

　2000.3. 4（土） 　「末は博士か大臣か」 神奈川近代文
学館ホール 無料 127

　　 4.29（土･祝） 司馬遼太郎
｢司馬遼太郎が愛した世界展」映画会

同　上 無料 210　「尻啖え孫市」

　　 6. 10（土） 中里介山
文芸映画会

同　上 無料 205　「大菩薩峠  完結篇」
　　 7.20（木･祝） 吉野せい 　「洟をたらした神」 同　上 無料 207
　　 9. 2（土） 泉鏡花 　「滝の白糸」（無声版） 同　上 無料 146

　10.15（日）　  村田喜代子
｢原爆文学展」映画会

同　上 無料 95　「八月の狂詩曲」
11.3（金･祝） 井伏鱒二 　「黒い雨」 同　上 無料 129

　　 11.23（木･祝） 宮沢賢治
文芸映画会

同　上 無料 102　「風の又三郎」
2001.1.27（土） 下村湖人 　「次郎物語」 同　上 無料 30
　　 3. 10（土） 遠藤周作 　「私が棄てた女」 同　上 無料 174

　　 7.20（金･祝） 長田秀雄
文芸映画会

同　上 無料 220　「女優須磨子の恋」

　　 8.5（日） 林京子
黒古一夫（聞き手）

ビデオ上映会
同　上 無料 48

   「被爆とわたくし」（林京子講演・インタビュー記録）

　　 9.15（土･祝） 井伏鱒二
文芸映画会

同　上 無料 148　「本日休診」

　　 10.14（日） 野間宏
「野間宏と戦後派の作家たち展」映画会

同　上 無料 153　「真空地帯」

　　 11.23（金･祝） 宇野千代
文芸映画会

同　上 無料 203　「おはん」
2002.1.27（日） 伊藤左千夫 　「あゝ野麦峠」 同　上 無料 98

　　 6.  2（日） 夏目漱石
「夏目漱石展―21世紀へのことば―」映画会

同　上 無料 220　 ｢こころ」

　　 8.11（日） 林京子
黒古一夫（聞き手）

ビデオ上映会 神奈川近代文
学館中会議室 無料 20   「被爆とわたくし」（林京子講演・インタビュー記録）

　　 10.20（日） 吉野秀雄
「生誕 100 年記念展 歌びと吉野秀雄」映画会 神奈川近代文

学館ホール 無料 132　「わが恋　わが歌」
2003.5. 4（日･祝）
 　　 5.5（月・祝） 大佛次郎

銀幕不滅の剣豪映画会（当館後援）主催：中央興業（有）
同　上 500

67
　「鞍馬天狗 角兵衛獅子の巻」 45

　　 5.23（金）
 　　 5.24（土） 吉川英治 　「宮本武蔵」 同　上 500

―
46

　　 5.30（金）
 　　 5.31（土） 柴田錬三郎 　「眠狂四郎卍斬り」 同　上 500

33
9

 　　 8.10（日） 林京子
黒古一夫（聞き手）

ビデオ上映会 神奈川近代文
学館中会議室 無料 ７   「被爆とわたくし」（林京子講演・インタビュー記録）

　　 10.18（土）
 　　 10.19（日）

井上靖

井上靖原作映画会（当館後援）主催：中央興業（有） 神奈川近代文
学館ホール 500

21
　「黒い潮」（原題：「黯い潮」） 17

　　 11. 8（土）
 　　 11. 9（日） 　「氷壁」 同　上 500

82
64

2004.5.22（土）
 　　 5.23（日） 芥川龍之介

芥川龍之介展映画会（後援）主催：中央興業（有）
同　上 500

53
　「羅生門」 ―

　　 6.19（土）
 　　 6.20（日） 森鷗外

巨匠による文豪傑作映画上映会（後援）主催：中央興業（有）
同　上 500

―
　「山椒大夫」 ―

　　 7.24（土）
 　　 7.25（日） 夏目漱石 　「こころ」 同　上 500

38
28

　　 8. 7（土） 林京子
黒古一夫（聞き手）

ビデオ上映会
同　上 無料 12   「被爆とわたくし」（林京子講演・インタビュー記録）

　　 8.21（土）
 　　 8.22（日） 安本末子

巨匠による女流作家傑作映画上映会（後援）主催：中央
興業（有） 同　上 500

28

―　「にあんちゃん」
　　 9.19（日）

 　　 9.20（月・祝） 幸田文 　「おとうと」 同　上 500
31
24

　　 10.16（土）
 　　 10.17（日） 竹山道雄

巨匠による文豪傑作映画上映会（開館20周年記念編）
（後援）主催：中央興業（有） 同　上 500

18

9　「ビルマの竪琴」

文芸映画会（～ 2000 年）・文芸映画を観る会（2000 年～）ほか 観覧料単位＝円
入場者数単位＝人

期 　　日 原作者等 内      容 会　場 観覧料 入場者数
2004. 11.27（土）
 　　 11.28（日） 志賀直哉 　「赤西蠣太」 神奈川近代文

学館ホール 500
15
14

2005.5. 4（水・祝）
 　　 ５. 5（木・祝） 三島由紀夫

文芸映画を観る会第1回  共催：文芸映画を観る会
同　上 500

224
169

　「炎上」 249
64

　　 7.23（土）
 　　 7.24（日） 石原慎太郎

文芸映画を観る会第2回  共催：文芸映画を観る会
同　上 500

86
　「錆びたナイフ」 78

 　　 8. 6（土） 林京子
黒古一夫（聞き手）

ビデオ上映会 神奈川近代文
学館中会議室 無料 ７   「被爆とわたくし」（林京子講演・インタビュー記録）

　　 10.  8（土）
 　　 10.  9（日）

文芸映画を観る会第3回  共催：文芸映画を観る会 神奈川近代文
学館ホール 800

139
　「みすゞ」 106

2006.1. 7（土）
　　 1. 8（日） 林芙美子

文芸映画を観る会第4回 共催：文芸映画を観る会
同　上 600

197
　「稲妻」 118

　　 7.15（土）
 　　 7.16（日） 中野孝次

文芸映画を観る会第5回 中野孝次展映画会　共催：文
芸映画を観る会 同　上 600

216

　「ハラスのいた日々」 236

　　 8. 6（日） 林京子
黒古一夫（聞き手）

ビデオ上映会 神奈川近代文
学館中会議室 無料 9   「被爆とわたくし」（林京子講演・インタビュー記録）

　　 11.30（木）
｢露伴、茂吉、寅彦と小林勇展｣ 展記念岩波映画上映会 神奈川近代文

学館ホール 200 36　｢或る出版社五十年｣ ほか
　　 12.  1（金） 　｢教室の子供たち 学習指導への道｣ ほか 同　上 200 31
　　 12.  9（土）
 　　 12.10（日） 大佛次郎

文芸映画を観る会第6回  共催：文芸映画を観る会
同　上 600

98
　「風船」 132

2007.3.10（土）
 　　 3.11（日） 長谷川伸

文芸映画を観る会第7回  共催：文芸映画を観る会
同　上 600

136
　「沓掛時次郎」 69

　　 7.14（土）
 　　 7.15（日） 井上靖

文芸映画を観る会第8回 井上靖展映画会  共催：文芸映
画を観る会 同　上 600

156

　「黒い潮」（原題：「黯い潮」） 78

　　 8. 9（木） 林京子
黒古一夫（聞き手）

ビデオ上映会 神奈川近代文
学館中会議室 無料 9   「被爆とわたくし」（林京子講演・インタビュー記録）

　　 11.10（土）
文芸映画を観る会第9回 埴谷雄高展映画会  共催：文芸
映画を観る会 神奈川近代文

学館ホール 600 64
　「戦争は終った」

　　 11,11（日）ドストエフスキー 　「白痴」 同　上 600 135

2008.1.  6（日）
｢露伴、茂吉、寅彦と小林勇展｣ 記録ＤＶＤ上映会 神奈川近代文

学館中会議室 無料 24　｢露伴、茂吉、寅彦と小林勇展｣

　　 1.26（土）
｢食道楽｣ 体験イベント

同　上 無料 27　展示関連食品の試食・家族あわせゲーム
　　 3.15（土）
 　　 3.16（日） 井伏鱒二

文芸映画を観る会第10回  共催：文芸映画を観る会 神奈川近代文
学館ホール 600

154
　「本日休診」 93

　　 6.28（土）
 　　 6.29（日）

文芸映画を観る会第11回 ｢台湾文学館の魅力―その多
彩な世界｣ 映画会　共催：文芸映画を観る会 同　上 700

88

　「珈琲時光」 57

　　 8.15（金） 林京子
黒古一夫（聞き手）

ビデオ上映会 神奈川近代文
学館中会議室 無料 13   「被爆とわたくし」（林京子講演・インタビュー記録）

　　 10.18（土）
「堀田善衞展 スタジオジブリが描く乱世。」映画会 神奈川近代文

学館ホール 無料 126　「風の谷のナウシカ」
　　 11.8（土） 堀田善衞ほか 　「モスラ」 同　上 無料 55
　　 11.9（日） 　「風の谷のナウシカ」 同　上 無料 133

2009.1.10（土）
 　　 1.11（日） 中里恒子

文芸映画を観る会第12回 中里恒子生誕 100 年記念映
画会　共催：文芸映画を観る会 同　上 700

203

　「時雨の記」 126

　　 4.25（土）
 　　 4.26（日）

森鷗外

文芸映画を観る会第13回　森鷗外展映画会 共催：文芸
映画を観る会 同　上 700

107

　「雁」 144
　　 5.5（火・祝）
 　　 5.6（水・振休） 　「山椒大夫」 同　上 700

143
92

　　 7.31（金）
中島敦展映画会

同　上 無料 42　記録映画「海の生命線」



講演会等 講演会等

194 195広報・普及事業 広報・普及事業

文芸映画会（～ 2000 年）・文芸映画を観る会（2000 年～）ほか 観覧料単位＝円
入場者数単位＝人

期 　　日 原作者等 内      容 会　場 観覧料 入場者数

　2009.8.11（火） 林京子
黒古一夫（聞き手）

ビデオ上映会 神奈川近代文
学館中会議室 無料 8   「被爆とわたくし」（林京子講演・インタビュー記録）

　　 10. 9（金）
　　 10. 16（金）
　　 10. 23（金）

　乱歩歌舞伎「江戸闇妖鉤爪ダイジェスト」
　DVD上映会 同　上 無料

19
14
15

　　 11.7（土）
 　　 11.8（日） 江戸川乱歩

文芸映画を観る会第14回　｢大乱歩展｣ 映画会 共催：
文芸映画を観る会 神奈川近代文

学館ホール 700
176

　「死の十字路」 138
2010.1.30（土）
 　　 1.31（日） 川端康成

文芸映画を観る会第15回 共催：文芸映画を観る会
同　上 700

179
　「千羽鶴」 116

　　 7.24（土）
 　　 7.25（日） 開高健

文芸映画を観る会第16回　｢開高健の世界｣展映画会 共
催：文芸映画を観る会 同　上 700

144

　「証人の椅子」（原題「片隅の迷路」） 102

　　 8.10（火） 林京子
黒古一夫（聞き手）

ビデオ上映会 神奈川近代文
学館中会議室 無料 15   「被爆とわたくし」（林京子講演・インタビュー記録）

　　 12.11（土）
 　　 12.12（日）

江戸川乱歩
三島由紀夫（劇化）

文芸映画を観る会第17回　神奈川芸術劇場開館記念映画会  
共催：文芸映画を観る会 協力：神奈川芸術劇場（公益財団
法人神奈川芸術文化財団）

神奈川近代文
学館ホール 700

179

　「黒蜥蜴」 125

2011.2.11（金･祝）
 　　 2.12（土） 中山義秀

文芸映画を観る会第18回　中山義秀展映画会 共催：文
芸映画を観る会 同　上 700

58

　「中山安兵衛」 57

　　 5. 7（土）
 　　 5. 8（日） 遠藤周作

文芸映画を観る会第19回 遠藤周作展映画会 共催：文芸
映画を観る会 同　上 700

207

　「私が棄てた女」 200

　　 8. 9（火） 林京子
黒古一夫（聞き手）

ビデオ上映会 神奈川近代文
学館中会議室 無料 25   「被爆とわたくし」（林京子講演・インタビュー記録）

　　 10.9（日）
 　　 10.10（月・祝） 林芙美子

文芸映画を観る会第20回 林芙美子展映画会 共催：文
芸映画を観る会 同　上 700

194

　「稲妻」 157

2012.2. 4（土）
 　　 2.  5（日） 吉川英治

文芸映画を観る会第21回 ｢作家と万年筆展｣・吉川英治
没後 50年記念映画会 共催：文芸映画を観る会 同　上 700

136

　「宮本武蔵総集版」 66
　　 6.23（土） 

　　 7.16（月・祝）
「中野重治の手紙｣ 展記念 DVD上映会

同　上 無料
27

　「偲ぶ・中野重治」上映会 56

　　 8. 5（日） 林京子
黒古一夫（聞き手）

ビデオ上映会 神奈川近代文
学館中会議室 無料 10   「被爆とわたくし」（林京子講演・インタビュー記録）

　　 9. 1（土）
 　　 9. 2（日） 谷崎潤一郎

文芸映画を観る会第22回  「常設展文学の森へ 神奈川と
作家たち」展映画会 共催：文芸映画を観る会 神奈川近代文

学館ホール 800
141

　「痴人の愛」 116

　　 10.13（土）
 　　 10.14（日） 島崎藤村

文芸映画を観る会第23回  島崎藤村展映画会 共催：文
芸映画を観る会 同　上 800

254

　「夜明け前」 242

2013.2.23（土）
 　　 2.24（日） 芥川龍之介

文芸映画を観る会第24回  芥川龍之介生誕 120 年記念
イベント③ 共催：文芸映画を観る会 同　上 800

188

　「トロッコ」 136
　　 5.  4（土・祝）
 　　 5.  5（日・祝）

井上ひさし最愛の映画「ミラノの奇蹟」上映会
同　上 800

259
　「ミラノの奇蹟」（5/4は2回上映） 181

　　 7.13（土）
 　　 7.27（土）佐々木幹郎（脚本）

「『中原中也の手紙』展」記念上映会 共催：中原中也記念館
同　上 無料

63
　「眠れ蜜」上映会 104

　　 8. 3（土） 林京子
黒古一夫（聞き手）

ビデオ上映会 神奈川近代文
学館中会議室 無料 ８   「被爆とわたくし」（林京子講演・インタビュー記録）

　　 9.22（日）
 　　 9.23（月・祝） 宮沢賢治

文芸映画を観る会第25回  「賢治＋司修 注文の多い展覧
会」記念映画会 共催：文芸映画を観る会 神奈川近代文

学館ホール 800
160

　「風の又三郎」 144

　　 11.22（金）
 　　 11.23（土・祝） 泉鏡花

文芸映画を観る会第26回  「生誕 140 年記念 泉鏡花展」
記念映画会 共催：文芸映画を観る会 同　上 800

169

　「婦系図　湯島の白梅」 170

2014.1.25（土）
 　　  1.26（日） 大佛次郎

文芸映画を観る会第27回  大佛次郎没後 40年記念映画
会 共催：文芸映画を観る会 同　上 800

108

　「鞍馬天狗　黄金地獄」 67

子ども映画会・児童対象行事・かなぶんキッズクラブ事業（無料行事）　      単位＝人
期間／期日 出演者 内      容 会　場 入場者数

1986.7.26（土）
子ども映画祭 神奈川近代文学館

ホール 114
　「アルプスの少女ハイジ」

　　 7.27（日） 　「龍の子太郎」 同　上 36
　8.2（土）
8.3（日）    「銀河鉄道の夜」 同　上

59
74

　8.9（土）
8.10（日）    「ファンタジア」 同　上

233
212

　8.16（土）
8.17（日）    「長くつ下のピッピ」 同　上

94
95

　8.23（土）
8.24（日）    「瀬戸内少年野球団」 同　上

63
61

　8.30（土）
8.31（日）    「ネバーエンディングストーリー」 同　上

291
276

7.26（土）～8.31（日） 子ども読書室 神奈川近代文学館和室 608

1987.7.19（日）
子ども映画祭 神奈川近代文学館

ホール

総計
639

　「北風のくれたテーブルかけ」「スターウオーズ」
　　 7.26（日） 　「雨ニモ負ケズ」「オズの魔法使」 同　上
　　 8.2（日） 　「生きているってすばらしい」「ドリトル先生不思議な旅」同　上
　　 8.9（日） 　「おじいさんのランプ」「海底 2万哩」 同　上
　　 8.16（日） 　「彦一とんちばなし」「ビルマの竪琴」 同　上
　　 8.23（日） 　「杜子春」「バック・トウ・ザ・フューチャー」 同　上

1988.7.24（日）
子ども映画祭

同　上

総計
1,080

　「ドン松五郎の生活」
　　 7.31（日） 　「星の王子さま」 同　上
　　 8.7（日） 　「キタキツネ物語」 同　上
　　 8.14（日） 　「ふしぎの国のアリス」 同　上
　　 8.21（日） 　「奇跡の人」 同　上
　　 8.28（日） 　「サウンド・オブ・ミュージック」 同　上

1992.7.19（日）
子ども映画祭

同　上
16　「鹿鈴」「森は生きている」

　　 7.26（日） 　「赤いろうそくと人魚」「太陽の王子ホルスの大冒険」同　上 33
　　 8.2（日） 　「花のき村と盗人たち」「モモ」 同　上 45
　　 8.9（日） 　「だいくとおにろく」「坊っちゃん」 同　上 14
　　 8.16（日） 　「マザーグースの歌」「メリーポピンズ」 同　上 18

1995.7.27（木）
夏休み子ども映画会

同　上 142　「はれときどきぶた」「あしたぶたの日ぶたじかん」
　　 7.28（金） 　「怪談 芳一ものがたり」「雪渡り」 同　上 47
　　 7.29（土） 　「蛍川」 同　上 20
　　 7.30（日） 　「スノーマン」「グランパ」 同　上 21

1996.7.23（火）
夏休み子ども映画会

同　上 74　「リトルツインズ」「風の又三郎」
　　 7.24（水） 　「木を植えた男」「赤毛のアン」 同　上 57
　　 7.25（木） 　「魔女の宅急便」 同　上 50

1997.7.23（水）
夏休み子ども映画会

同　上 44　「少年アシベ」「モチモチの木」
　　 7.24（木） 　「忍たま乱太郎」「猫の事務所」 同　上 83
　　 7.25（金） 　「がんばれスイミー」「あんじゅとずしおう」 同　上 121

1998.7.23（木）
夏休み子ども映画会

同　上 75　「ぼくときどきぶた」「花さき山」
　　 7.24（金） 　「忍たま乱太郎Ⅱ」「お月さん  ももいろ」 同　上 82
　　 7.25（土） 　「ハムスターのドンパ」「二十四の瞳」 同　上 105

1999.8.11（水）
夏休み子ども映画会

同　上 90　「少年アシベ PART2」「注文の多い料理店」
　　 8.12（木） 　「プーさんとはちみつ」「長靴をはいた猫」 同　上 122
　　 8.13（金） 　「天地のはじまり―トウ・リエン」「母をたずねて三千里」同　上 99

2000.8.9（水）
夏休み子ども映画会

同　上 158　「アルプスの少女ハイジ」



講演会等 講演会等

196 197広報・普及事業 広報・普及事業

子ども映画会・児童対象行事・かなぶんキッズクラブ事業（無料行事）　      単位＝人
期間／期日 出演者 内      容 会　場 入場者数
　　 8.10（木） 　「少年アシベ  パート 3」｢一つの花」 同　上 54
　　 8.11（金） 　「忍たま乱太郎パートⅢ」「夏服の少女たち」 同　上 80

2001.4.15（日） 人形劇サークル
まいまい

「子どもの本の世界展」人形劇
同　上 129　｢三人よればトンチンカン」ほか

　　 4.30（月･祝）人形劇団どろんこ 　｢三つの願い」ほか 同　上 144

2001.5.3（木･祝）
「子どもの本の世界展」映画会 神奈川近代文学館

ホール 152　｢はれときどきぶた」｢チョコレート戦争」
　　 5.４（金･祝） 　｢兎の眼」 同　上 92

　　 8.10（金）
夏休み子ども映画会

同　上 51
　「少年アシベ パート４」「おおきなかぶ」

　　 8.11（土） 　「忍たま乱太郎 パートⅣ」「青葉学園物語」 同　上 42

2002.7.26（金）
夏休み子ども映画会

同　上 59　「セロひきのゴーシュ」「いたずらっ子トム」
　　 7.27（土） 　「プーさんと大あらし」「大造じいさんとがん」 同　上 101
　　 7.28（日） 　「フランダースの犬」 同　上 126

2003.7.25（金）
夏休み子ども映画会

同　上 59　「鬼の子とゆきうさぎ」「木を植えた男」
　　 7.26（土） 　「プーさんと虎」「雪渡り」 同　上 64
　　 7.27（日） 　「ペリーヌ物語」 同　上 49

2004.7.17（土）
　　～ 8.31（火）

ミュージアム・クイズ・ラリー YOKOHAMA2004
展示室 45　県立歴史博物館など中区・西区の 17館と協力した夏休みの

　子ども向け企画

　　 7.29（木）
夏休み子ども映画会

神奈川近代文学館
ホール 65　「ムーミン―はばたけ！ペガサス―」

　「北極のムーシカミーシカ」
　　 7.30（金） 　「プーさんとはちみつ」「わんぱくナージャの竜王退治」同　上 100
　　 7.31（土） 　「魔女の宅急便」 同　上 87

　　 8.25（水）
かながわ子どもワクワク体験プロジェクト　 神奈川近代文学館中

会議室 16　自分だけの本を作ろう
　　 12.5（日）よこはま文庫の会　かなぶんキッズクラブ／絵本であそぼ！　 神奈川近代文学館

ホール 90

2005.7.16（土）
　　～ 8.31（水）

ミュージアム・クイズ・ラリー YOKOHAMA2005
展示室 59　県立歴史博物館など中区・西区の 16館と協力した夏休みの

　子ども向け企画

　　 7.28（木）
かなぶんキッズクラブ／夏休み子ども映画会 神奈川近代文学館

ホール 81　「ムーミン―おじさんは手品師―」「どんぐりと山猫」

　　 7.29（金） 　「くまのプーさん  イーヨのおたんじょう日」
　「ルパン対ホームズ」 同　上 74

　　 7.30（土） 　「母をたずねて三千里」 同　上 58

　　 8.27（土）よこはま文庫の会　
かなぶんキッズクラブ／絵本であそぼ！ 神奈川近代文学館中

会議室 59　「どうぶつむらの汽車」ほか

2006.1. 9（月・祝） 山下康　
かなぶんキッズクラブ／紙芝居がはじまるよ！

同　上 62　「りゅうの目のなみだ」ほか

　　 7.17（月・祝）
　　～ 8.31（木）

ミュージアム・クイズ・ラリー YOKOHAMA2006
展示室 122　県立歴史博物館など中区・西区の 17館と協力した夏休みの

　子ども向け企画

　　 7.27（木）
かなぶんキッズクラブ／夏休み子ども映画会 神奈川近代文学館

ホール 65　「森のおじいさんと３つのものがたり」「リトルツインズ」
　　 7.28（金） 　「プーさんと大あらし」「三ねん寝太郎」 同　上 90
　　 7.29（土） 　「オバケちゃん」「ふたりのローラ」 同　上 39

　　 8.26（土）よこはま文庫の会　
かなぶんキッズクラブ／読み聞かせ会「絵本であそぼ！」

同　上 57　「11ぴきのねこ」ほか

2007.3.31（土） 山下康　
かなぶんキッズクラブ／紙芝居がはじまるよ！ 神奈川近代文学館中

会議室 48　「北風のくれたテーブルかけ」ほか

　　 7.14（土）
　　～ 9.2（日）

ミュージアム・クイズ・ラリー YOKOHAMA2007
展示室 207　県立歴史博物館など中区・西区の 16館と協力した夏休みの

　子ども向け企画

　　 8.12（日） 山下康　
かなぶんキッズクラブ／紙芝居がはじまるよ！ 神奈川近代文学館中

会議室 40　「つくえのうえのうんどうかい」ほか

子ども映画会・児童対象行事・かなぶんキッズクラブ事業（無料行事）　      単位＝人
期間／期日 出演者 内      容 会　場 入場者数

　　 8.16（木）
かなぶんキッズクラブ／夏休み子ども映画会 神奈川近代文学館

ホール 25　「ひろしまのエノキ」「赤毛のアン」

　　 8.17（金） 　「トビウオのぼうやはびょうきです」
　「ぼくは王さま」「ムーミン 消えないおばけ」 同　上 37

　　 8.18（土） 　「ミッキーマウスとプルート」「雪の女王」 同　上 30

　2007.8.25（土）よこはま文庫の会　
かなぶんキッズクラブ／読み聞かせ会「絵本であそぼ！」 神奈川近代文学館中

会議室 37　「そらいろのたね」ほか

2008.7.19（土）
　　～ 8.31（日）

ミュージアム・クイズ・ラリーよこはま 2008
展示室 182　県立歴史博物館など中区・西区の 16館と協力した夏休みの

　子ども向け企画

　　 8.17（日） 山下康　
かなぶんキッズクラブ／紙芝居がはじまるよ！ 神奈川近代文学館中

会議室 54　「なくなかわいいおさとちゃん」ほか

　　 8.21（木）
かなぶんキッズクラブ／夏休み子ども映画会 神奈川近代文学館

ホール 213　｢からすのパンやさん｣ ほか

　　 8.22（金） 　｢だるまちゃんとてんぐちゃん・だるまちゃんと
    かみなりちゃん｣ ほか 同　上 187

　　 8.23（土） 　｢だるまちゃんとだいこくちゃん｣ ほか 同　上 72

　　 8.30（土）よこはま文庫の会　
かなぶんキッズクラブ／読み聞かせ会「絵本であそぼ！」

同　上 102　「だるまちゃんとてんぐちゃん」ほか

2009.7.18（土）
　　～ 9.1（火）

ミュージアム・クイズ・ラリーよこはま 2009
展示室 81　県立歴史博物館など主に中区・西区の 21館と協力した夏休

    みの子ども向け企画

　　 8.12（水）
かなぶんキッズクラブ／夏休み子ども映画会 神奈川近代文学館

ホール 56　「ピーターと狼」「おおきなかぶ」ほか
　　 8.13（木） 　「生きているってすばらしい」ほか 同　上 44
　　 8.14（金） 　「やさしいライオン」「3まいのトリのはね」ほか 同　上 71

　　 9.  5（土）よこはま文庫の会　
かなぶんキッズクラブ／読み聞かせ会「絵本であそぼ！」 神奈川近代文学館中

会議室 23　「エンとケラとプン」ほか

2010.3.27（土）江戸糸あやつり人形「結城座」　

かなぶんキッズクラブ／「人形劇がやってきた！」共催：文化庁、神
奈川県文化芸術振興プラン推進事業実行委員会、伝統的人形劇親子鑑
賞教室事業実行委員会、江戸糸あやつり人形 結城座

神奈川近代文学館
ホール 156

　「杜子春」ほか（ワークショップ含む）

　　 3.28（日） 山下康　
かなぶんキッズクラブ／紙芝居がはじまるよ！

同　上 43　「おいの森とざる森、ぬすと森」ほか

　　 7.17（土）
　　～ 8.31（火）

ミュージアム・クイズ・ラリーよこはま 2010
展示室 136　県立歴史博物館など主に中区・西区の 16館と協力した

　夏休 みの子ども向け企画

　　 8.12（木）
かなぶんキッズクラブ／夏休み子ども映画会 神奈川近代文学館

ホール 112　「つりばしわたれ」ほか
　　 8.13（金） 　「ひろしまのエノキ」ほか 同　上 81
　　 8.13（金）
　　 8.27（金）

紙芝居文化推進協
議会

「長崎源之助展」紙芝居上演 展示館エントラン
スホール

26
　「さるかにがっせん」ほか 19

　　 8.22（日）紙芝居文化推進協議会　
かなぶんキッズクラブ／紙芝居がはじまるよ！ 神奈川近代文学館中

会議室 32　長崎源之助作品から

　　 8.28（土）よこはま文庫の会　
かなぶんキッズクラブ／読み聞かせ会「絵本であそぼ！」 神奈川近代文学館

ホール 43　「きつねのはぶらし」ほか

2011.3.21（月･祝） 山下康　
かなぶんキッズクラブ／紙芝居がはじまるよ！ 神奈川近代文学館中

会議室
地震・節電
等の影響の
ため中止　「注文の多い料理店」ほか

　　 3.25（金）
かなぶんキッズクラブ／春休み子ども映画会 神奈川近代文学館

ホール 同上　「オバケちゃん」ほか
　　 3.26（土） 　「木を植えた男」ほか 同　上 同上

　　 7.16（土）
　　～ 8.31（水）

ミュージアム・クイズ・ラリー―よこはま 2011 『昭和 30年代
を探しに』 展示室 219　県立歴史博物館など中区・西区の 15館と協力した夏休みの
　子ども向け企画

　　 8.9（火）
　　～ 8.31（水）

文学館共通パスポート　
展示室 71組　町田市民文学館ことばらんど、鎌倉文学館との共催で 3館を巡

   る夏休みの子ども向けスタンプラリーを実施

　　 8.11（木）
かなぶんキッズクラブ／夏休み子ども映画会 神奈川近代文学館

ホール 164　「みにくいあひるの子」ほか
　　 8.12（金） 　「はだかの王様」ほか 同　上 143
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子ども映画会・児童対象行事・かなぶんキッズクラブ事業（無料行事）　      単位＝人
期間／期日 出演者 内      容 会　場 入場者数

　　 8.12（金） ミュージアム・クイズ・ラリー―よこはま 2011 『昭和 30 年代を
探しに』関連行事ミュージアムツアー　第 1回 山手・山下コース

展示室、山手・山
下地区 6

　　 8.21（日） 山下康
かなぶんキッズクラブ／紙芝居がはじまるよ！ 神奈川近代文学館

中会議室 83　「人魚ひめ」ほか

　　 8.27（土）よこはま文庫の会　
かなぶんキッズクラブ／読み聞かせ会「絵本であそぼ！」 神奈川近代文学館中

会議室 53　安野光雅作品のブックトークほか

2012.3.20（火･祝） 山下康　
かなぶんキッズクラブ／紙芝居がはじまるよ！ 神奈川近代文学館

中会議室 63　「モチモチの木」ほか

　　 3.24（土）
かなぶんキッズクラブ／春休み子ども映画会 神奈川近代文学館

ホール 33　「かしのきホテル」ほか
　　 3.25（日） 　「こぎつねコンとこだぬきポン」ほか 同　上 50

　　 7.20（金）
　　～ 8.31（金）

ミュージアム・クイズ・ラリー―よこはま 2012「博物館で『ス
ポーツクイズ』に挑戦」 展示室 150　県立歴史博物館など中区・西区の 15館と協力した夏休みの
　子ども向け企画

　　 7.21（土）
　　～ 9.23（日）

夏の文学館スタンプラリー 2012　
同　上 144 組　町田市民文学館ことばらんど、鎌倉文学館との共催で 3館を巡

　る夏休みの子ども向けスタンプラリーを実施

　　 7.27（金）
和歌山静子、アジア
絵本ライブラリー、
影絵屋さん SAKURA

「山手西洋館絵本フェスティバル 2012 王さまがいっぱい in ベー
リック・ホール」  主催：財団法人横浜市緑の協会 

ベーリック・ホール 85　王さま絵本のお話と絵の制作見学
　王さま絵本よみきかせ・紙芝居・影絵

　　 7.28（土） 髙原香世、
影絵屋さん SAKURA

　ワークショップ「ひまわり畑の王さま」
同　 上 59

　影絵「王さまびっくり」・パネルシアター「たたくとポン」

　　 7.29（日）
宇都宮日美、
高梨淳子
湘南リーベ

朗読と手話ダンスとコンサート
同　 上 47　｢ぞうのたまごのたまごやき｣

　　 8.11（土）
　　～ 8.31（金）

寺村輝夫の王さまとアフリカ　3館スタンプラリー
展示室 641　岩崎博物館、横浜人形の家と協力して夏休みの子ども向け企画

　としてスタンプラリーを実施

　　 8.16（木）
かなぶんキッズクラブ／夏休み子ども映画会 神奈川近代文学館

ホール 194　｢王さまでかけましょう｣ ほか
　　 8.17（金） 　｢王さまライオンとカエル｣ ほか 同　上 180

　　 8.21（火）髙原香世、アジア絵本ライブラリー

かなぶんキッズクラブ／王さまをあそぼう
神奈川近代文学館
中会議室 240　絵本を読んでもらってから、「王さまのステンドグラ

　ス」を作ろう！（当日 3回実施）

　　 8.22（水）
和歌山静子、影絵屋
さん SAKURA、アジ
ア絵本ライブラリー

かなぶんキッズクラブ／王さまを楽しもう
同　上 121　影絵「王さまびっくり」紙芝居「ニセモノばんざい」

　絵本「王さまめいたんてい」

　　 9. 8（土）
　　 9.22（土・祝） 当館職員（指導）

かなぶんキッズクラブ／かるた大会
同　上

25
　王さまかるた大会 37

　　 9.15（土）よこはま文庫の会　
かなぶんキッズクラブ／読み聞かせ会「絵本であそぼ！」

同　上 26　寺村輝夫作品のブックトークほか

2013.3.23（土） 山下康
かなぶんキッズクラブ／紙芝居がはじまるよ！

同　上 50　「三つのたから」ほか

　　 3.30（土）
かなぶんキッズクラブ／春休み子ども映画会 神奈川近代文学館

ホール 70　「じごくのそうべえ」ほか
　　 3.31（日） 　「７ひきの子やぎ」ほか 同　上 70

　　 7.13（土）
　　～ 9. 1（日）

ミュージアム・クイズ・ラリー―よこはま 2013「博物館の『い
ちばん！』をクイズで発見！」 展示室 214　県立歴史博物館など中区・西区の 15館と協力した夏休みの
　子ども向け企画

　　 7.13（土）
　　～ 9.29（日）

夏の文学館スタンプラリー 2013
同　上 149 組　鎌倉文学館、世田谷文学館、町田市民文学館ことばらんど

　と協力して夏休みのスタンプラリーを実施

　　 8.16（金）
かなぶんキッズクラブ／夏休み子ども映画会 神奈川近代文学館

ホール 306
　｢注文の多い料理店｣ ほか（当日 2回上映）

　　 8.17（土） 　｢セロひきのゴーシュ｣ ほか 同　上 111

　　 8.18（日） 髙原香世
かなぶんキッズクラブ／ワークショップ 神奈川近代文学館中

会議室 84
　『雨ニモマケズ』版画ワークショップ （当日 2回開催）

子ども映画会・児童対象行事・かなぶんキッズクラブ事業（無料行事）　      単位＝人
期間／期日 出演者 内      容 会　場 入場者数

　　 8.25（日） 山下康
かなぶんキッズクラブ／紙芝居がはじまるよ！

同　上 50
　「なめとこ山のくま」ほか

　　 8.31（土）よこはま文庫の会
かなぶんキッズクラブ／読み聞かせ会「絵本であそぼ！」

同　上 47
　司修作品のブックトークほか

2014.3.23（日） 山下康
かなぶんキッズクラブ／紙芝居がはじまるよ！

同　上 38
　「ふうたのはなまつり」ほか

2014.3.29（土）
かなぶんキッズクラブ／春休み子ども映画会 神奈川近代文学館

ホール 72
　｢オバケちゃん｣ ほか

　　 3.30（日） 　｢狼森とざる森、ぬすと森｣ ほか 同　 上 66
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神奈川近代文学館友の会の活動（1986.4 ～ 2014.3）

　1986（昭和 61）年から「神奈川近代文学館友の会」を組織し、展覧会への年間無料入場や企画展などに連動し
た県内を中心とした文学散歩の実施、友の会のつどいの開催等によって文学館事業をより深く理解してもらうため
の普及活動を実施しました。

○友の会活動内容一覧
年度 会員数 活動内容

1986（昭和 61） 689 名 発足。会員に館報の無料配布､ 展覧会への招待､ 文芸講座の優待サービスを開始。

1987（昭和 62） 943 名 11 月 26日（木）文学散歩〈三浦半島〉（講師：小山文雄）参加 54人
1988（昭和 63） 1,183 名 5月 27日（金）文学散歩〈湘南〉（講師：小山文雄）参加 45人
1989（平成 1） 1,045 名 5月 18日（木）、30日（火）文学散歩〈横浜〉（講師：小山文雄）参加 66人
1990（平成 2）

1,085 名
10 月 25 日（木）文学散歩〈小田原・真鶴・湯河原〉（講師：小山文雄）参加 67
人

1991（平成 3） 1,288 名 7月 24日（水）、8月 6日（火）文学散歩〈川崎〉（講師：小山文雄）参加86人
1992（平成 4） 1,250 名 5月 20日（水）文学散歩〈横須賀・三浦〉（講師：小山文雄）参加 83人
1993（平成 5）

989 名
5 月 26 日（水）文学散歩〈大磯〉（講師：小泉浩一郎）参加 58 人／ 11 月 11 日
（木）文学散歩〈横須賀・葉山・逗子〉（講師：堀口すみれ子）参加 91人／ 1994
年 2月 10日（木）文学散歩〈曽我の里〉（講師：小山文雄）参加 111 人

1994（平成 6） 947 名 11月 16日（水）、19日（土）文学散歩〈横浜〉（講師：内田四方蔵）参加141人
1995（平成 7）

896 名
11 月 3日（金・祝）文学散歩〈鎌倉〉（講師：村上光彦）参加 72人／ 11月 8日（水）
文学散歩〈鎌倉〉（講師：安西篤子）参加 110 人

1996（平成 8） 891 名 5月 21日（火）、24日（金）文学散歩〈箱根〉（講師：石井茂）参加 134 人
1997（平成 9）

941 名
5月 15日（木）文学散歩〈鎌倉〉（講師：金子昌夫）参加 54人／ 5月 16日（金）
文学散歩〈鎌倉〉（講師：安西篤子）参加 80人

1998（平成 10）
869 名

10月 8日（木）、15日（木）文学散歩〈横浜、小田原〉（講師：千葉俊二）参加95
人

1999（平成 11） 887 名 10 月 21日（木）、26日（火）文学散歩〈平塚〉（講師：井上弘）参加 97人
2000（平成 12） 778 名 5月17日（水）、24日（水）文学散歩〈三浦半島〉（講師：藤谷宏樹）参加91人

2001（平成 13）
668 名

11月 1日（木）、9日（金）文学散歩〈真鶴・湯河原〉（講師：武田弘之）参加 82
人

2002（平成 14）

〔14年度会員対象事業〕

818 名

家族会員制度設置／ 5月 1日（水）友の会の集い 参加 38 人／ 6月 21 日（金）、
28日（金）文学散歩〈文学館と山手の博物館〉参加 64人／ 8月 17日（土）、24
日（土）横浜文学講座（講師：倉和男）参加 143 人／ 11月 8日（金）、14日（木）
文学散歩〈鎌倉〉（講師：山本陽一）参加 120 人
2003 年 4月 2日（水）、10日（木）文学散歩〈吉川英治記念館〉（講師：吉川英明）
参加 99人

2003（平成 15）

701 名

6月 7日（土）友の会の集い 参加 26人／ 7月 3日（木）、9日（水）文学散歩〈中
区の博物館〉参加 55人／ 7月 13日（日）､19 日（土）文学講座 ｢芥川の鵠沼｣（講
師：小山文雄）参加 103 人／ 9月 6日（土）、13日（土）文学講座 ｢井上靖の詩
の世界｣（講師：福田美鈴）参加 42人／ 11月 6日（木）、14日（金）文学散歩「井
上靖展」〈伊豆・湯ヶ島〉（講師：宇田治良）参加 92人／ 2004 年 3月 26日（金）、
30日（火）文学散歩「芥川龍之介展」〈田端・両国〉参加 113 人

2004（平成 16）

977 名

４月 15 日（木）友の会通信「山百合」創刊／6月 5日（土）友の会の集い 参加
24 人／ 6月 24 日（木）、25 日（金）文学散歩〈中区の博物館〉参加 46 人／ 8
月 28日（土）、29日（日）文学講座 ｢関東大震災と文学者｣（講師：槌田満文）参
加 39 人／ 11 月 5 日（金）､ 10 日（水）文学散歩〈三崎・城ヶ島〉（講師：野上
義一､山本正俊）参加 91人／ 2005 年 2月 16日（水）、24日（木）文学散歩〈北
鎌倉〉（講師：原田寛）参加 93人

年度 会員数 活動内容
2005（平成 17）

1,052 名

5月 18日（水）、27日（金）文学散歩 ｢山中湖文学の森公園｣ 参加 87人／ 6月 5
日（日）友の会の集い　講座「死後成長する作家」（講師：藤田三男）参加52人／
6月 16日（木）、17日（金）文学散歩〈中区の博物館〉参加54人／8月20日（土）
文学講座｢『戦艦大和ﾉ最期』と吉田満｣（講師：千早耿一郎）参加70人／11月 2日（水）、
6日（日）文学散歩〈小田原童謡〉参加74人

2006（平成 18）

　956 名

5月 17 日（水）、26 日（金）文学散歩「吉屋信子展記念本郷」参加 96人／ 6月
4日（日）友の会の集い　講演 ｢古書の世界から見る日本の近代文学｣（講師：東原
武文）参加42人／ 6月 15日（木）、16日（金）文学散歩〈近隣博物館〉参加 23
人／ 8月 19日（土）文学講座 ｢私が会った作家たち｣（講師：鈴木健次）参加 52
人／ 11月 2日（木）、8日（水）文学散歩〈俳句〉参加 82人

2007（平成19）

　883 名

5月 10 日（木）、25日（金）文学散歩「中原中也と富永太郎展記念武蔵野」参加
99人／ 6月 2日（土）友の会の集い　講演「大岡昇平『武蔵野夫人』と富永家」（講
師：富永一矢）参加 52人／ 6月 20日（水）、22日（金）文学散歩〈近隣博物館〉
参加 29人／ 12月 9日（日）文学講座 ｢鷗外文学と都市空間｣（講師：小泉浩一郎）
参加 40人／ 2008 年 2月 23日（土）、29日（金）文学散歩「村井弦斎展記念平塚・
茅ヶ崎」参加 90人

2008（平成20）

　808 名

5月 15日（木）、21日（水）、23日（金）文学散歩 ｢澁澤龍彥回顧展記念鎌倉｣ 参
加106人／ 6月 21日（土）友の会の集い ｢『坊っちやん』―『顔』から見えてくる
もの｣（講師：秋山豊）参加42人／ 7月 9日（水）､ 11日（金）文学散歩〈近隣博
物館〉参加66人／11月 12日（水）､ 20日（木）文学散歩〈津久井・城山〉　参加
76人／2009年 2月 7日（土）､8日（日）文学講座 ｢今読むプロレタリア文学｣（講
師：林淑美）／参加62人

2009（平成21）

　879 名

5月 27 日（水）、6月 5日（金）文学散歩「森鷗外展記念谷根千」参加 96人／ 6
月 27 日（土）友の会の集い　講話「横浜開港と近代新聞の歩み」（講師：張宝芸）
参加 23人／ 10月 14 日（水）、20日（火）文学散歩「乱歩歌舞伎『京乱噂鉤爪』
観劇ほか」参加 88人／文学講座 12月 5日（土）「長谷川時雨について」、12日（土）
「長谷川時雨と『女人芸術』の人々」（講師：尾形明子）参加 130 人／ 2010 年 2
月 24日（水）、26日（金）文学散歩〈近隣博物館〉参加 39人

2010（平成22）

　896 名

5月 19 日（水）、26 日（水）、28 日（金）文学散歩「大人の社会科見学：日本経
済の中心・日本橋を歩く」参加 118 人／ 6月 19日（土）友の会の集い　講座「ル
ポと文学の狭間―『ずばり東京』からベトナム戦争への疾走」（講師：永山義高）
参加 77人／ 11月 17 日（水）、26日（金）「秋の文学散歩」参加 144 人／ 2011
年 2月 5日（土） 講座「峻烈の生と文学魂」（講師：清原康正）参加 45人／ 2月
19日（土）「絶筆『芭蕉庵桃青』の周辺」（講師：春名徹）参加 46人／ 2月 23日（水）、
3月 31日（木）文学散歩〈近隣博物館〉参加 20人

2011（平成23）

　952 名

4月 20日（水）、27日（水）文学散歩「生誕100年 TARO散歩」参加64人／6月
18日（土）友の会の集い  朗読会「中勘助『銀の匙』を読む」（朗読：南谷朝子）参
加136人／ 11月 19日（土）、25日（金）、30日（水）文学散歩「新宿文学散歩」
参加114人／ 2012年 3月 23日（金）、28日（水）文学散歩〈近隣博物館〉参加
39人

2012（平成24）

　888 名

7月 4日（水）、6日（金）、11日（水）文学散歩「田端・根岸文学散歩」参加86
人／ 7月 14日（土）友の会の集い 講座「中野重治の昭和十年代『愛しき者へ』の
時代」（講師：林淑美）参加67人／ 10月 18日（木）「藤村散歩関連ギャラリート
ーク」参加：40人／ 10月 24日（水）、11月 2日（金）、9日（金）、15日（木）
文学散歩「藤村散歩」参加121人／ 2013年 3月 6日（水）、8日（金）文学散歩〈近
隣博物館〉参加19人

2013（平成25）

930 名

5月 30日（木）、6月 4日（火）、7日（金）文学散歩「江戸川文学散歩」参加103
人／ 6月 16日（日）友の会の集い  講座「人間・安原喜弘とその時代」（対談：安
原喜秀、中原豊）参加119人／ 11月 6日（水）、8日（金）、20日（水）文学散歩「逗
子文学散歩」参加67人／2014年 1月 23日（木）、2月 20日（木）、3月 4日（火）
文学散歩〈近隣博物館〉参加70人
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図書館等連携事業（巡回パネル文学展等）

　文字・活字文化振興事業の一環として県内公共図書館、県内高校、中高一貫校等との共催による巡回の写真パネ
ル文学展等を開催、図書館等連携事業及び生涯学習支援活動を推進しました。

 ○県内公共図書館及び学校図書室等での巡回パネル文学展一覧 　　　　　　　　　　　　　　　　　単位＝人
期 　　日 パッケージ名称 主催者／会場 入場者数

2006.8.18（金） 神奈川近代文学館館蔵逸品展 神奈川県高等学校文化連盟 ／会場:　
鎌倉生涯学習センター 230

　　4.8（土）～ 6.7（水） 日本の童謡 神奈川県立図書館 840

　　8.9（水）～ 8.31（木） 日本の童謡 南足柄市立図書館 260

　　9.21（木）～ 9.30（土） 日本の童謡 湯河原町立図書館 157 

　　10.4（水）～ 11.29（水） 日本の童謡 箱根町社会教育センター 2,140

　　10.13（金）～ 12.13（水） 夏目漱石 神奈川県立図書館 1,566

2007.1.13（土）～ 2.12（月・振休）日本の童謡 小田原かもめ図書館 3,000

　　8.30（木）～ 9.4（火） 日本の童謡 小田原市立図書館（生涯学習政策室・
広報広聴室） 301

　　10.11（木）～ 10.24（水） 夏目漱石 伊勢原市立図書館 5,200

　　10.12（金）～ 12.12（水） 井上靖 神奈川県立図書館 995

　　10.26（金） 佐藤さとるコロボックル物語 紀尾井ホール（第42回エクソンモー
ビル児童文化賞授賞式） 450

　　11.27（火）～ 12.13（木） 夏目漱石 湯河原町立図書館 372

2008.10.16（木）～ 10.31（金） 井上靖 伊勢原市立図書館 6,000

　　10.27（月）～ 11.21（金） 夏目漱石 県立逗子高校 2,457

　　10.28（火）～ 11.30（日） かこさとし絵本展（書籍資料
等の展示を含む） 秦野市立図書館 22,420

　　11.15（土）～ 11.30（日） 夏目漱石 南足柄市立図書館 240

2009.2.14（土）～ 2.26（木） 井上靖 小田原市立かもめ図書館 200

　　3.6（金）～ 3.19（木） 村井弦斎 小田原市立かもめ図書館 150

　　10.5（月） ～ 11.14（土） 夏目漱石 県立上溝南高校  2,040

　　10.26（月） ～ 11.20（金） 中島敦 県立逗子高校   2,777

　　11.24（火）～ 12.25（金） 夏目漱石 県立座間総合高校 250

2010.1.18（月）～ 2.5（金） 中島敦 県立横浜桜陽高校 1,275

　　1.22（金）～ 2.14（日） 井上靖 湯河原町立図書館 371

　　2.10（水）～ 3.6（土） 中島敦 県立上矢部高校 750

　　8.3（火）～ 8.15（日） パネル展 ｢夏目漱石｣ 箱根町社会教育センター    103

　　9.18（土）～ 9.19（日） 夏目漱石 県立川崎高校     60

　　10.19（火）～ 10.31（日） 夏目漱石 戸板中学校女子高等学校  2,000

　　10.24（日）～ 11.25（木） 長崎源之助 秦野市立図書館 24,994

　　10.25（月）～ 11.6（土） 井上靖 吉祥女子中学高等学校  1,300

　　10.27（水）～ 11.24（水） 村井弦斎 県立逗子高校  2,097

　　11. 2（火）～ 11.12（金） 夏目漱石 横浜市立領家中学校    120

2011.1.17（月）～ 2. 4（金） 中島敦 湘南白百合学園    400

　　2. 9（水）～ 2.25（金） 中島敦 県立上矢部高校    550

　　5. 6（金）～ 6.10（金） 中島敦 県立横浜桜陽高等学校    3,676

　　6. 1（水）～ 6.12（日）  長崎源之助 横浜市南図書館    457

　　9. 6（火）～ 11.7（月） 長崎源之助 独立行政法人国立病院機構長崎医療セン
ター  共催：長崎源之助追悼展実行委員会 1,300

期 　　日 パッケージ名称 主催者／会場 入場者数

2011.9.10（土）～ 10.22（土） 夏目漱石 向上高等学校 300

　　10. 6（木）～ 11.25（金） 夏目漱石 県立横浜桜陽高等学校 3,032

　　10.22（土）～ 11.6（日）  井上靖 沼津市立図書館    500

　　10.29（土）～ 10.30（日） 中島敦 戸板中学 ･女子高等学校 2,500

　　10.31（月）～ 11.22（火） 夏目漱石 県立逗子高等学校 3,678

　　11.7（月）～ 11.19（土）  中島敦 吉祥女子中学 ･高等学校 1,600

2012.4.9（月）～ 5.11（金） 夏目漱石 川崎市立川崎高等学校 1,200

　　4.11（水）～ 5.30（水） 井上靖 静岡県立中央図書館 29,002

　　6.1（金）～ 8.31（金） 夏目漱石 聖光学院中学校・高等学校 1,000

　　6.6（水）～ 6.29（金） 中島敦 捜真女学校中学部・高等学部 938

　　9.8（土）～ 10.5（金） 村井弦斎 県立茅ヶ崎高等学校 1,148

　　9.8（土）～ 10.20（土） 夏目漱石 向上高等学校 1,000

　　10.23（火）～ 11.9（金） 夏目漱石 県立横須賀高等学校 1,456

　　10.23（火）～ 11.22（木） 中島敦 県立大船高等学校 1,948

　　11.2（金）～ 11.26（月） 夏目漱石 県立三浦臨海高等学校 1,600

　　11.27（火）～ 12.6（木） 中島敦 県立横浜修悠館高等学校 2,065

　　12.10（月）～ 1.25（金） 中島敦 県立逗子高等学校 660

2013.5.10（金）～ 6.13（木）  中島敦 県立岸根高等学校    230

　　6.7（金）～ 6.8（土）  夏目漱石 平塚学園高等学校    183

　　8.29（木）～ 9.12（木） ｢コロボックル物語」 横浜市都筑図書館、都筑区 総合庁
舎１階区民ホール  20,000

　　9.7（土）～ 9.30（月）  夏目漱石 県立橋本高等学校 1,140

　　9.7（土）～ 10.17（木） 中島敦 県立茅ヶ崎高等学校 1,212

　　9.7（土）～ 10.25（金） 井上靖 向上高等学校 305

　　10.7（月）～ 10.25（金） 夏目漱石 県立大船高等学校 1,047

　　10.21（月）～ 11.1（金）  中島敦 県立横須賀高等学校    880

　　10.30（水）～ 11.28（木）  ｢コロボックル物語」 横浜市立西本郷中学校 230

　　11.1（金）～ 11.29（金）  夏目漱石 捜真女学校中学部・高等学部 623

　　11.2（土）   ｢コロボックル物語」 県立小田原総合ビジネス高等学校 161

　　11.2（土）～ 12.2（月） 井上靖 県立三浦臨海高等学校 1,600

　　11.5（火）～ 11.19（火） 中島敦 県立横浜修悠館高等学校 2,677

単位＝人
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学校教育連携事業
期 　　日 名　　　　称 主催・共催 会場 入場者数

2004.8.18（水）県立総合教育センター研修講座 神奈川県立総合教育センター 展示館中会議室 5人
　　   8.24（火） 3
2005. 8. 3（水） 県立総合教育センター研修講座 神奈川県立総合教育センター 展示館中会議室 33

2006.7.26（水）県立総合教育センター研修講座 神奈川県立総合教育センター 展示館中会議室 ―

2007.8.10（金）県立総合教育センター研修講座 神奈川県立総合教育センター 展示館中会議室 31

2008.8.21（木）県立総合教育センター研修講座 神奈川県立総合教育センター 展示館中会議室 45

2009.8.25（火）県立総合教育センター研修講座 神奈川県立総合教育センター 展示館中会議室 38

2010.2.12（金）第１回私立中高一貫校のための文学館活用研修会 （財）神奈川文学振興会 本館特別会議室 27

2010.8.11（水）県立総合教育センター研修講座 神奈川県立総合教育センター 展示館中会議室 37

　　8.19（木） 第 2回私立中高一貫校のための文
学館活用研修会 同　上 展示館小会議室 6

2011.8.10（水）
横浜国立大学大学院｢教育インター
ン｣ゼミ（協力事業：横浜国立大学大学院・
｢一柳ゼミ in 文学館｣）

横浜国立大学大学院一柳廣孝教
授ゼミ 本館特別会議室 6

　　8.11（木） 県立総合教育センター研修講座 神奈川県立総合教育センター 展示館中会議室 39

2012.1.18（水）第 3回文学館活用研修会 （財）神奈川文学振興会 本館特別会議室 27

　　6.23（土） 平成 24 年度総会及び第１回生徒
研修会

神奈川県高等学校文化連盟図書
専門部設立準備委員会 展示館中会議室  　　

44

　　7.26（木） 学校図書館資料論研修講座 神奈川県教育委員会 展示館ホール   　
138

　　8. 1（水）
　　8. 9（木） 県立総合教育センター研修講座 神奈川県立総合教育センター 展示館中会議室

 34
26

　　11.24（土） 神奈川県高等学校文化連盟図書専門部第 1回図書館報コンクール
神奈川県高等学校文化連盟図書専
門部設立準備委員会 展示館ホール他 93

2013.2. 2（土） 神奈川県高等学校文化連盟図書専
門部第 1回ビブリオバトル

神奈川県高等学校文化連盟図書専
門部設立準備委員会 同　　上 71

　　3.14（木） 第 4回文学館活用研修会 （公財）神奈川文学振興会 本館特別会議室 9

　　6.22（土） 平成 25 年度総会及び第 2回生徒
研修会

神奈川県高等学校文化連盟図書専
門部 展示館中会議室 46

　　7.16（火） 神奈川県子ども読書活動推進会議 神奈川県子ども読書活動推進会
議 同　　上 9

　　8.13（火）
横浜国立大学大学院｢教育インター
ン｣ゼミ（協力事業：横浜国立大学大学院・
｢一柳ゼミ in 文学館｣）

横浜国立大学大学院一柳廣孝教
授ゼミ 展示館小会議室 4

　　8.15（木） 県立総合教育センター研修講座 神奈川県立総合教育センター 展示館中会議室 37

　　9.21（土）
　 ～ 10.19（土）

｢桐蔭文学展 教科書に載った文豪 
芥川龍之介｣ 学校法人桐蔭学園

桐蔭学園メモリア
ルアカデミウム ソ
フォスホール

4,705

　　11.16（土） 神奈川県高等学校文化連盟図書専門部第 2回図書館報コンクール
神奈川県高等学校文化連盟図書専
門部 展示館ホール他 147

　　12.21（土）
平成 25 年度神奈川県子ども読書
活動推進フォーラム ｢絵本はまだ
子どもだけのものだとお思いです
か？｣（講師：末盛千枝子）

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

同　　上 171

2014.2. 1（土）
神奈川県高等学校文化連盟図書専
門部第 2回ビブリオバトル＆プレ
pop フェスタ

神奈川県高等学校文化連盟図書専
門部 同　　上 94

　　3.10（月）
　  ～ 9.13（土）第 1回神奈川本大賞 神奈川本大賞実行委員会 ―

　　3.26（水）
第 5回文学館活用研修会　研究発
表 ｢文学館・夏目漱石デジタルアー
カイブと新しい授業づくり｣

（公財）神奈川文学振興会 本館特別会議室 16

博物館実習・インターンシップ及び研修会
　毎年度各大学や県立高校等から博物館実習生とインターンシップの学生、生徒を受け入れたほか、県内高校の教
員による社会教育実習等にも協力しました。

年度 期間等 行事名等 大学名等 人数

1994 8.2 ～ 8.7（6日間） 博物館実習 鶴見大学ほか７大学 9人

1995 8.1 ～ 8.6（6日間） 博物館実習 帝京大学ほか 6大学 10

1996 7.30 ～ 8.4（6日間） 博物館実習 三重大学ほか 8大学 ９

1997 7.29 ～ 8.3（6日間） 博物館実習 法政大学ほか７大学 10

1998 7.28 ～ 8.2（6日間） 博物館実習 東京女子大学ほか７大学 10

1999 7.27 ～ 8.1（6日間） 博物館実習 大東文化大学ほか７大学 10

2000 7.25 ～ 7.30（6日間） 博物館実習 大妻女子大学ほか 8大学 10

2001 7.31 ～ 8.5（6日間） 博物館実習 都留文科大学大学院ほか 9大学 10

2002 7.30 ～ 8.4（6日間） 博物館実習 日本女子大学ほか 8大学 10

2003 7.30 ～ 8.4（6日間） 博物館実習 大妻女子大学ほか７大学 9

2004 7.27 ～ 8.1（6日間） 博物館実習 桜美林大学ほか 8大学 10

8.3 ～ 8.8（6日間） インターンシップ 関東学院大学 1

8.31 ～ 9.2（3日間） インターンシップ 桜美林大学 1

2005 7.26 ～ 31（6日間） 博物館実習 鶴見大学ほか７大学 9

7.26 ～ 8.6（10 日間） インターンシップ 関東学院大学 1

8.30 ～ 9.1（3日間） インターンシップ 昭和女子大学 1

2006 7.25 ～ 7.30（6日間） 博物館実習 学習院大学ほか 9大学 10

7 月、8月の 11日間 インターンシップ 関東学院大学 1

7月、8月の 3日間 インターンシップ 関東学院大学 1

7月、8月の 5日間 インターンシップ 県立湘南高校教員 1

2007 7.31 ～ 8.5（6日間） 博物館実習 桜美林大学ほか７大学 10

8 月の 2日間 インターンシップ 関東学院大学 1

2008 8.5 ～ 8.10（6日間） 博物館実習 青山学院大学ほか７大学 10

2009 8.4 ～ 8.9（6日間） 博物館実習 お茶の水女子大学ほか 9大学 10

2010 8.3 ～ 8.8（6日間） 博物館実習 専修大学ほか７大学 10

2011 8.2 ～ 8.7（6日間） 博物館実習 桜美林大学ほか 9大学 10

8.16 インターンシップ 県立産業技術短期大学 1

8.17 ～ 8.21（5日間） 神奈川県教職員初任者研修 県立生田高等学校教員 1

2012 8.7 ～ 8.12（6日間） 博物館実習 桜美林大学ほか 9大学 10

8.28 インターンシップ 横浜市立大学 1

10.31 自己発見チャレンジ週間 県立相模原中等教育学校学生 1

2013 8.6 ～ 8.11（6日間） 博物館実習 桜美林大学ほか 8大学 9

8.8,9,28（3日間） 教員 5年経験者研修 県立希望ヶ丘高等学校ほか教員 3
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共催・後援事業一覧
　類縁機関や関連する文学団体、民間企業等の実施する各種事業への共催、後援、協力、提携等を行いました。

年度 期日・期間等 事業／行事名 主催者／会場 内容

1993 　　4.  4（日） 尾崎一雄没後 10年記念文芸講演会
　「尾崎一雄の文学」（講師：中野孝次）

小田原市教育委員会／会場　小田
原梅の里センター 共催

　　5.10（日） 第 22回横浜山手ヘフト祭 同実行委員会／会場　横浜外国人
墓地、山手ゲーテ座 後援

　　11.27（土） 福田正夫生誕 100 年記念の集い
（講演・朗読等：伊藤信吉、小海永二ほか）

同実行委員会／会場　小田原市民
会館 後援

1994.2.  ５（土） 文化講演会（講師：村松友視） 神奈川区役所、神奈川区文化協会
／会場　神奈川公会堂 後援

　　2.17（木）
     ～ 2.20（日）

北村透谷没後 100 年記念「標の会」公演
　「蓬萊曲」　　記念講演会（講師：小田切秀雄）

「標」の会／後援：日本近代文学館
／会場　新宿シアターモリエール 後援

1994 　　5.29（日） 第 23回横浜山手ヘフト祭 同実行委員会／会場　横浜外国人
墓地、山手ゲーテ座 後援

　　7.15（金）
     ～ 7.17（日）

「生誕100年記念（小千谷市市制40周年記念）
　幻影の人  西脇順三郎　詩・書・絵画」

小千谷市、小千谷市教育委員会、西脇順三
郎を偲ぶ会／会場　小千谷市民会館、小千
谷市立図書館

後援

　　10.27（木）
　　10.28（金）

北村透谷没後 100 年記念「標の会」公演
　「蓬萊曲」 「標」の会／会場　角筈区民ホール 後援

　　11.3（木）
     ～ 11.13（日） 北村透谷没後 100 年展「土岐・運・来」 小田原市立図書館／会場　小田原

市立かもめ図書館 後援

　　11.27（日） 中島敦の会  公開講演会〈第 1回〉
（講師：日野啓三、富士川義之） 中島敦の会／会場　展示館ホール 後援

1995 　　6.  4（日） 第 24回横浜山手ヘフト祭 同実行委員会／会場　横浜外国人
墓地、山手ゲーテ座 後援

　　12.3（日） 中島敦の会　公開講座〈第 1回〉
（講師：中島甲臣） 中島敦の会／会場　展示館ホール 後援

1996 　　5.26（日） 第 25回横浜山手ヘフト祭 同実行委員会／会場　横浜外国人
墓地、山手ゲーテ座 後援

　　12.1（日） 公開講演&シンポジウム〈第 1回〉
（講演、シンポジウム：小沢秋広ほか） 中島敦の会／会場　展示館ホール 後援

1997 　　5.25（日） 第 26回横浜山手ヘフト祭
（講師：A.M. コーエンほか）

同実行委員会／会場　横浜外国人
墓地、山手ゲーテ座 後援

　　11.30（日） 中島敦の会　公開講座〈第 2回〉
（講演、かたりよみ：村田秀明ほか） 中島敦の会／会場　展示館ホール 後援

1998 　　4.25（土）
     ～ 5.31（日）

神奈川近代文学館収蔵
　「中川孝収集　實篤文庫展」

調布市武者小路実篤記念館／会場
　調布市武者小路実篤記念館 後援

　　4.26（日）
　　5.  9（土） 松川事件関連行事（講演等：中田直人ほか）松川運動記念会／会場  展示館2階中会議室 後援

　　5.24（日） 第 27回横浜山手ヘフト祭 同実行委員会／会場　横浜外国人
墓地、山手ゲーテ座 後援

　　11.28（土）
かながわを生きた人々セミナー②
　テーマ「岡本かの子」（講演等：瀬戸内
寂聴ほか）

（財）かながわ学術研究交流財団／会場　
よこすか芸術劇場、横須賀市産業交流プラ
ザ第 1研修室

後援

　　12.  6（日） 中島敦の会　公開講座〈第 3回〉
（講演、かたりよみ：村山吉廣ほか） 中島敦の会／会場　展示館ホール 後援

1999.2.20 日（土）
2. 27（土）3. 6（土）

平成 10年度第 3回横浜学セミナー
　「横浜と文学」（講演等：福島行一ほか）

横浜学連絡会議、横浜市／会場　
展示館ホール 後援

1999 　　5.29（土） 第 28回横浜山手ヘフト祭 同実行委員会／会場　横浜外国人
墓地、山手ゲーテ座 後援

　　10.30（土） 平塚市北ブロック共催事業「市民文芸講演会」
　「歴史の真実と事実」（講師：早乙女貢）

平塚市北ブロック公民館（神田、横内、大
神、岡崎、豊田、城島公民館）／会場：平
塚市城島公民館集会室

後援

　　12.  5（日） 中島敦の会　公開講座〈第 4回〉
（講演、かたりよみ：山下真史ほか） 中島敦の会／会場　展示館ホール 後援

2000 　　5.21（日） 第 29回横浜山手ヘフト祭 同実行委員会／会場　横浜外国人
墓地、山手ゲーテ座 後援

　　6.  3（土） 週刊ブックレビューのつどい
（講演、公開録画　出演：中野孝次ほか）

NHK横浜放送局、横浜市泉区役所、NHK
エンタープライズ 21／会場　泉公会堂 後援

　　12.  3（日） 中島敦の会　公開講演会〈第 2回〉
（講演、かたりよみ：岡松和夫ほか） 中島敦の会／会場　展示館ホール 後援

　　4.23（日）
     ～ 6.25（日） 「画文交響－明治末期から大正中期へ－」 主催・会場　山梨県立文学館 協力

　　4.25（火）
　　5.  7（日）

「司馬遼太郎の世界をたずねて『横浜文学
散歩』!」 横浜シティガイド協会 協力

　　7.  7（金）
     ～８.31（木）

特別展「時代の先駆者  よみがえる村井弦
斎－明治の実用小説家－」 主催・会場　平塚市博物館 協力

年度 期日・期間等 事業／行事名 主催者／会場 内容

2001 　　5.27（日） 第 30回横浜山手ヘフト祭 同実行委員会／会場　横浜外国人
墓地、山手ゲーテ座 後援

　　12.2（日） 中島敦の会  公開講座〈第５回〉 中島敦の会／会場　展示館ホール 後援

2002 　　5.19（日） 第 31回横浜山手ヘフト祭 同実行委員会／会場　横浜外国人
墓地、山手ゲーテ座 後援

　　9.28（土）
～ 11.4（月・振休） ｢没後 20年　西脇順三郎展｣

世田谷区、（財）世田谷区美術振興
財団／会場　世田谷文学館 協力

　　10.14（月・祝）中島敦没後六十年記念特別講演会 ｢養老
先生、敦を語る。｣ 中島敦の会／会場　展示館ホール 後援

　　10.19（土）
　　11.2（土）

中島敦没後六十年記念朗読会 ｢児玉朗か
たりよみ｣ 中島敦の会／会場　展示館ホール 後援

　　11.16（土） ｢古屋和子ひとり語り｣ 会場　展示館ホール 後援

　　11.24（日） 谷崎文学友の会講演会 谷崎文学友の会／会場　展示館
ホール 後援

　　11.27（水） 中島敦没後六十年記念朗読会 ｢萬斎、敦
を語り読む。｣ 中島敦の会／会場　橫浜能楽堂 後援

2003 　　5.4（日 ･祝）
　　5.5（月・祝）

銀幕不滅の剣豪（ヒーロー）映画会 ｢鞍
馬天狗 角兵衛獅子の巻｣（原作：大佛次郎）

中央興業（有）／会場　展示館ホー
ル 後援

　　5.23（金）
　　5.24（土） 同　上 ｢宮本武蔵｣（原作：吉川英治） 同上／会場　展示館ホール 後援

　　5.24（土）
     ～ 7.4（金） 同　上 ｢鞍馬天狗｣ ほか 同上／会場　シネマ・ジャック 後援

　　5.25（日） 第 32回横浜山手ヘフト祭 同実行委員会／会場　横浜外国人
墓地、山手ゲーテ座 後援

　　5.30（金）
　　5.31（土）

銀幕不滅の剣豪（ヒーロー）映画会 ｢眠
狂四郎卍斬り｣（原作：柴田錬三郎） 同上／会場　展示館ホール 後援

　　10.11（土）
　～ 11.14（金）

｢井上靖と芥川賞作家たち｣ 映画会 ｢猟銃｣
ほか

中央興業（有）／会場　シネマ・
ジャック 後援

　　10.18（土）
　　10.19（日） 井上靖原作映画会｢黒い潮｣（原題：黯い潮）中央興業（有）／会場　展示館ホー

ル 後援

　　11.8（土）
　　11.9（日）　 同　上 ｢氷壁｣ 同上／会場　展示館ホール 後援

　　11.30（日） ｢マイウェイ｣ 創刊 50号記念文化講演会 （財）はまぎん産業文化振興財団／
会場　展示館ホール 後援

　　12.7（日） 中島敦の会  公開講座〈第 6回〉 中島敦の会／会場　展示館ホール 後援

　　９月 ｢マイウェイ｣ 創刊 50 号記念号「かなが
わ文学散歩物語」

（財）はまぎん産業文化振興財団発
行 監修

2004 　　5.22（土）
　　5.23（日

芥川龍之介展映画会 ｢羅生門｣（原作：芥
川龍之介）

中央興業（有）／会場　展示館ホー
ル 後援

　　5.30（日） 第 33回横浜山手ヘフト祭 同実行委員会／会場　横浜外国人
墓地、山手ゲーテ座 後援

　　6.19（土）
　　6.20（日）

巨匠による 文豪傑作映画 上映会 ｢山椒大
夫｣（原作：森鷗外）

中央興業（有）／会場　展示館ホー
ル 後援

　　7.24（土）
　　7.25（日） 同　上 ｢こころ｣（原作：夏目漱石） 中央興業（有）／会場　展示館ホー

ル 後援

　　8.8（日）
｢神奈川の文学  鎌倉女学校と作家たち展｣
記念講演会（岸田夏子・酒井忠康（対談）、
野尻政子・安西篤子（対談））

鎌倉女学院、県立神奈川近代文学館・
（財）神奈川文学振興会／会場　展
示館ホール

共催

　　8.21（土）
　　8.22（日）

巨匠による 女流作家傑作映画 上映会 ｢に
あんちゃん｣（原作：安本末子）

中央興業（有）／会場　展示館ホー
ル 後援

　　9.19（日）
　　9.20（月・祝） 同　上 ｢おとうと｣（原作：幸田文） 中央興業（有）／会場　展示館ホー

ル 後援

　　10.16（土）
　　10.17（日）

巨匠による 文豪傑作映画 上映会（開館
20 周年記念編）｢ビルマの竪琴｣（原作：
竹山道雄）

中央興業（有）／会場　展示館ホー
ル 後援

　　10.20（水）
　～ 10.27（水） 近藤東生誕 100 年メモリアル展

横浜詩人会、県立神奈川近代文学館・
（財）神奈川文学振興会／会場　文
学館小会議室

共催

　　11.21（日） 中島敦の会  公開講演会 ｢カフカと中島敦
｣（講師：池内紀） 中島敦の会／会場　展示館ホール 後援

　　11.27（土）、
　　11.28（日）

巨匠による 文豪傑作映画 上映会 ｢赤西蠣
太｣（原作：志賀直哉）

中央興業（有）／会場　展示館ホー
ル 後援

2005 　　10.1（土） 第１回全作家文芸講演会（講師：大河内
昭爾） 全作家協会／会場　展示館ホール 後援
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年度 期日・期間等 事業／行事名 主催者／会場 内容

2005 　　10.29（土） かながわシニアフェスタ「第１回シニア
短歌大会」

かながわ長寿社会開発センター、神
奈川県／会場　横浜情報文化セン
ター

後援

全国文学館協議会発足 10 周年記念出版
『全国文学館ガイド』

編集：全国文学館協議会／発行：
小学館 協力

　　10.29（土） 全国文学館協議会発足 10 周年記念講演
会（講演：井上ひさし、瀬戸内寂聴ほか）

全国文学館協議会／会場　よみう
りホール 協力

　　10.29（土） 平成 17年度 ｢子ども読書活動推進フォー
ラム｣

県子ども読書活動推進会議、県教
育委員会／会場　県立かながわ県
民活動サポートセンター

協力

2006 　　5.20（土） 第 35回横浜山手ヘフト祭 同実行委員会／会場　横浜外国人
墓地、山手ゲーテ座 後援

　　10.9（月・祝） ゆめかながわシニアフェスタ「第 2回かながわシニア短歌大会」
神奈川県、かながわシニア社会参
加推進センター／会場　横浜市健
康福祉総合センターホール

後援

　　10.15（日）
独騎の会山本周五郎作品上演会「ひとご
ろし」（原作：山本周五郎／戯曲・演出：
金澤眞）

独騎（いっき）の会／会場　展示
館ホール 後援

　　10.21（土）
　～ 11.26（日） 鈴木信太郎展 （財）そごう美術館、ＮＨＫ横浜放

送局／会場　そごう美術館 協力

　　11.3（金・祝） 中島敦の会講演会「中島敦における《見る》ことについて」（講師：諸坂成利）
中島敦の会、学校法人横浜学園／
会場　展示館ホール 後援

2007
4 月～ 2008.4（毎
月第 1・3・5 日曜
日掲載）

「神奈川近代文学館　庫の中」（「神奈川新
聞」）内澤旬子氏によるイラスト入り随筆
連載

神奈川新聞社／計 29回連載 協力

　　5.26（土） 第 36回横浜山手ヘフト祭 同実行委員会／会場　横浜外国人
墓地、山手ゲーテ座 後援

　　7.27（金）
～ 9.24（月 ･振休）

生誕百年記念 ｢高原の薫風のなかの井上
靖展｣ 主催・会場　軽井沢高原文庫 後援

　　10.13（土） ゆめかながわシニアフェスタ「第 3回か
ながわシニア短歌大会」

神奈川県、かながわシニア社会参
加推進センター／会場　横浜市情
報文化センター

後援

　　11.17（土）
　～2008.1.27（日）

企画展 ｢パラオ－ふたつの人生　鬼才・
中島敦と日本のゴーギャン・土方久功｣ 主催・会場　世田谷美術館 後援

　　12. 9（日） 神奈川近代文学館蔵『夏目漱石落款集成』 発行：雄松堂書店／頒価：29,400円
提携
事業

年間を通じ 特別展および企画展ポスター、チラシ等
の駅貼り、設置強化および無料化の開始

協賛：東京急行電鉄、相模鉄道、
京浜急行電鉄／東京急行電鉄ほか
の沿線各駅

提携
事業

2008 　　4.19（土） 子ども読書活動推進フォーラム事例発表、
講演（講師：戸田和代）

神奈川県子ども読書活動推進会議、
神奈川県教育委員会、財団法人は
まぎん産業文化振興財団／会場　
展示館ホール

協力

　　5.25（日） 第 37回横浜山手ヘフト祭 同実行委員会／会場　横浜外国人
墓地、山手ゲーテ座 後援

　　9.28（日）
　～ 10.4（土）、
　　10.12（日）

横浜詩人会創立 50周年記念事業
横浜詩人会／会場　神奈川県立か
ながわ労働プラザ、ブリーズベイ
ホテル

後援

　　10.1（水）
　～ 10.19（日）

横浜元町ＳＳ会の各店舗に ｢堀田善衞展｣
パネルを展示。同時に当館に元町商店街
の紹介コーナーを設けて交流を図った。

交流協力：信濃屋、フクゾー洋品店、
キタムラ、山岡毛皮店、宝田商店、
近沢レース店

交流
事業

　　10.4（土）
～ 11.24（月・振休）

富山・神奈川文化交流事業（両県の文化
交流を図るため堀田善𫟘衞の郷里・富山
県、高岡市、伏木町の観光情報を展示。

協力：富山県知事政策室／会場　
神奈川近代文学館

交流
事業

　　10.13（月・祝）ゆめかながわシニアフェスタ「第 4回かながわシニア短歌大会」
神奈川県、社会福祉法人神奈川社
会福祉協議会／会場　横浜市情報
文化センター

後援

　　10.25（土） 子ども読書活動推進フォーラム詩の朗読、
講演（講師：矢崎節夫）

県子ども読書活動推進会議、県教
育委員会、財団法人はまぎん産業
文化振興財団／会場　はまぎん
ホールヴィアマーレ

後援

　　11.29（土） 大衆文学研究会神奈川支部研究会 大衆文学研究会神奈川支部／会場
　展示館中会議室 後援

2009.2.14（土）
　～ 3.22（日）

企画展 ｢北原武夫と宇野千代－華麗なる
文学の同伴者－｣

栃木県・壬生町教育委員会／会場
　壬生町立歴史民俗資料館 後援

　　3.1（日）
　～ 5.31（日） 井泉水全国自由律俳句大会 自由律俳句層雲 協賛

年度 期日・期間等 事業／行事名 主催者／会場 内容

2008 年間を通じ 特別展および企画展ポスター、チラシ等
の駅貼り、設置強化支援

協賛：東京急行電鉄、相模鉄道、
京浜急行電鉄、小田急電鉄／東京
急行電鉄ほかの沿線各駅

提携
事業

2009 　　5.24（日） 第 38回横浜山手ヘフト祭 同実行委員会／会場　横浜外国人
墓地、山手ゲーテ座 後援

　　8.8（土）
　～ 9.27（日）

第 2回「かながわ子ども子育て支援月間」
かなぶんキッズクラブ「夏休み子ども映
画会」、「茂田井武展」での協力

保健福祉部子ども家庭課 協力

　　8.25（火） 平成 21 年度研修講座　教科等専門研修
事業 読書活動推進のための研修講座 神奈川県立総合教育センター 協力

　　10.4（日）
　～ 10.27（火）

乱歩歌舞伎公演 「京乱噂鉤爪」に合わせ
たロビー展示「乱歩展」 国立劇場／国立劇場大劇場ロビー 協力

　　10.3（土） 子ども読書活動推進フォーラム
県子ども読書活動推進会議、県教
育委員会／会場　かながわ県民セ
ンター

後援

　　10.25（日） 花音朗読コンサート（協力：集英社） 秦野市立図書館、語りと音楽・「花
音」／会場　秦野市立図書館 後援

　　11.7（土） ゆめかながわシニアフェスタ「第 5回か
ながわシニア短歌大会」

神奈川県、社会福祉法人神奈川県
社会福祉協議会／会場　神奈川県
庁大会議場

後援

2010.2.1（月）
　～ 3.7（日） 第 4回山手芸術祭 横浜山手芸術祭実行委員会、財団

法人横浜市緑の協会ほか 協力

年間を通じ 特別展および企画展ポスター、チラシ等
の駅貼り、設置強化支援

協賛：東京急行電鉄、相模鉄道、
京浜急行電鉄／東京急行電鉄ほか
の沿線各駅

提携
事業

2010 　　5.23（日） 第 39回横浜山手ヘフト祭 同実行委員会他／会場　横浜外国
人墓地、山手ゲーテ座 後援

　　6.1（火）
　～ 7.11（日）

横浜フランス月間 2010（「開高健の世界」
展の一部期間に協力） 東京・横浜日仏学院 協力

　　6.5（土）
大佛次郎記念館文化講座　大佛次郎のフ
ランス旅行日誌から見たフランス地方料
理（講師：廣田功）

大佛次郎記念館／会場　展示館
ホール 共催

　　7.20（火）
　～ 8.31（火）

「かながわ子どもワクワク体験プロジェク
ト」 教育局生涯学習部生涯学習課 協力

　　8.7（土）
　～ 9.26（日）

第３回「かながわ子ども・子育て支援月間」
（かなぶんキッズクラブ、「長崎源之助展」、
花音朗読コンサート等で協力）

保健福祉局福祉 ･次世代育成部次
世代育成課 協力

　　8.11（水） 神奈川県立総合教育センター研修講座　
読書活動推進のための研修講座 神奈川県立総合教育センター 協力

　　10.1（金） 開校記念集会 ｢井土ヶ谷を舞台とした長
崎源之助さんの作品や活動について｣ 横浜市立井土ヶ谷小学校 協力

　　10.30（土） 子ども読書活動推進フォーラム ｢心をつ
なぐ絵本との出会い｣（講師：西巻茅子）

神奈川県子ども読書活動推進会議、
神奈川県教育委員会／会場　かな
がわ県民センター

後援

　　11.6（土）
中島敦の会講演会 ｢中島敦　時代と対峙
する文学　李陵【未定稿／画像】を読む。
｣（講師：山下真史）

中島敦の会、学校法人横浜学園／
会場　展示館ホール 後援

　　11.19（金）
　～ 11.20（土）

第 8回日本文学国際会議 ｢近現代詩の可
能性　モダニズムの視点・女性の視線｣

フェリス女学院大学／会場　フェ
リス女学院大学緑園キャンパス 8
号館グリーンホール

後援

　　11.28（日）
関東学院大学文学部比較文化学科国際シ
ンポジウム ｢文学と青春｣（パネリスト：
重松清、楊逸／司会：富岡幸一郎）

関東学院大学文学部比較文化学科
／会場　展示館ホール 後援

　　12.4（土）
大佛次郎研究会第 16 回公開発表会 ｢『赤
穂浪士』と武士の義｣（講師：清原康正）
｢大佛次郎『乞食大将』を読む｣（講師：
山口俊章）

会場　展示館ホール 後援

2011.1.29（土）
　～ 3.6（日） 第 5回横浜山手芸術祭 横浜山手芸術祭実行委員会、財団

法人横浜市緑の協会ほか 協力

　　2.6（日）
フェリス女学院大学創立 140 周年記念朗
読会 ｢語り継がれる、女性の思い ～しな
やかに、したたかに～｣（出演：読書運動
プロジェクト朗読チーム）

フェリス女学院大学附属図書館読
書運動プロジェクト／会場　展示
館ホール

共催

　　2.11（金 ･祝）
　～ 2.20（日）

大阪市立大学創立 130 周年記念 ｢生誕
80年 大阪が生んだ 開高健展｣

大阪市立大学、大阪市立同窓会連
絡会、大阪市立大学学友会、開高
健展実行委員会

協力

3.10（木）～ 6.10
（金）（投句期間） 第 4回井泉水賞自由律俳句募集 層雲社 協賛
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年度 期日・期間等 事業／行事名 主催者／会場 内容

2010 毎月第 1・3・5 日
曜日掲載

｢新・神奈川文学地図｣（「神奈川新聞」）
／執筆：八木寧子（文芸ライター） 神奈川新聞社 協力

2010.4.13（火）
（年度内 10回）

｢FMサウンド★クルーズ｣『神奈川文学散
歩』夏目漱石（解説：当館職員） NHK-FM（NHK横浜放送局） 協力

　　6.8（火） 同　上　芥川龍之介（同上） 同　上 協力

　　7.13（火） 同　上　長崎源之助（同上） 同　上 協力
　　9.14（火） 同　上　中島敦（同上） 同　上 協力
　　10.11（月・祝）同　上　小泉八雲（同上） 同　上 協力
　　11.9（火） 同　上　北原白秋（同上） 同　上 協力
　　12.14（火） 同　上　中野孝次（同上） 同　上 協力
2011.1.11（火） 同　上　太宰治（同上） 同　上 協力
　　2.8（火） 同　上　中山義秀（同上） 同　上 協力
　　3.8（火） 同　上　岡本かの子（同上） 同　上 協力

2010.6.5 刊行 『写真集 長谷川時雨－生誕 130 年』 共同編集：尾形明子／発行：NPO
現代女性文化研究所

編集
協力

年間を通じ 特別展および企画展ポスター、チラシ等
の駅貼り、設置強化支援

協賛：東京急行電鉄、相模鉄道、
京浜急行電鉄／東京急行電鉄ほか
の沿線各駅

提携
事業

2011 　　5.28（土）

大佛次郎研究会第 17 回公開発表会／ ｢劇
作家としての大佛次郎　ＴＶドラマ『奴凧』
舞台化をめぐって｣ ほか（津上忠､ 村上光
彦､ 河原崎國太郎､ 津田恵一､ 山崎辰三郎､
渾大防一枝）

大佛次郎研究会／会場　展示館
ホール 後援

　　5.29（日） 第 40回横浜山手ヘフト祭 同実行委員会他／会場　横浜外国
人墓地、山手ゲーテ座 後援

　　7.8（金）

スタジオジブリ映画 ｢コクリコ坂から｣
公開記念イベント／映画 ｢コクリコ坂か
ら｣ 公開記念！横浜の高校生限定試写会
＆宮崎吾朗監督とのトークイベント（対
談：宮崎吾朗、川上量生）

ＦＭヨコハマ／展示館ホール（参
加：156 人（インターネット中継
視聴者 16,257 人））

共催

　　7.16（土）
　～ 8.31（水）

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／ ｢コ
クリコ坂から｣ の舞台である横浜を巡る
スタンプラリー

ＫＤＤＩ、横浜市／横浜マリンタ
ワーなど ｢コクリコ坂から｣ の舞
台である横浜の施設 7個所（参加
来館者 4,105 人）

共催

　　7.16（土）
　～ 8.31（水）

「かながわ子どもワクワク体験プロジェク
ト」／「安野光雅展」、かなぶんキッズク
ラブでの協力

教育局生涯学習部生涯学習課 協力

　　8月 第４回「かながわ子ども子育て支援月間」
／同　上

保健福祉局福祉 ･次世代育成部次
世代育成課 協力

　　8.1（月）
　～ 10.31（月）

鎌倉漱石の会 50 周年記念企画／ ｢高校
生の君たちへ　漱石作品読書感想文募集｣

鎌倉漱石の会／協賛・後援：神奈
川県教育委員会、鎌倉市、鎌倉市
教育委員会他

後援

　　8.14（日）
｢長崎源之助先生を偲ぶ　平和を『読む・
語る』会｣／「ひろしまのエノキ」 ほか（出
演：阿部壽美子 ほか）

よこはま文庫の会／会場　展示館
ホール（231 人） 共催

　　10.16（日） 花音朗読コンサート／「ごんぎつね」「放
浪記」 ほか／語りと音楽・花音

語りと音楽・花音、秦野市立図書
館／会場　秦野市立図書館（69人） 共催

　　10.29（土）
大佛次郎研究会第 18 回公開発表会／ ｢
大佛次郎は渋沢栄一の原点をどこにみた
か～作品『激流』の世界～｣（講師：内海孝）

大佛次郎研究会／会場　展示館
ホール 後援

　　11.1（火）
　～ 12.15（木） ｢堀田善衞とゴヤ｣ 展（ミニ展示） 集英社／協力：堀田百合子／会場

　集英社ギャラリー（665 人） 協力

　　11.5（土）
子ども読書活動推進フォーラム／ ｢お話
が生まれるまで～わにわにの誕生など～｣
／小風さち

神奈川県子ども読書活動推進会議、
神奈川県教育委員会／会場　かな
がわ県民センター

後援

　　11.12（土）
中島敦の会講演会／ ｢中島敦における《文
字》、あるいは近代批判について｣ ／諸坂
成利

中島敦の会、学校法人横浜学園／
会場　展示館ホール 後援

2012.1.29（日）
　～ 3.4（日） 第 6回横浜山手芸術祭

横浜山手芸術祭実行委員会、財団
法人横浜市緑の協会、｢横濱 ･西洋
館 de 古楽｣ 実行委員会

協力

　　2.3（金）
　～ 2.14（火） 劇団民藝公演 ｢静かな落日－広津家三代｣ 劇団民藝／会場　紀伊國屋サザン

シアター 協力

年度 期日・期間等 事業／行事名 主催者／会場 内容

2011 　　2.11（土・祝）
フェリス女学院大学附属図書館読書運動プ
ロジェクト ｢朗読会　前へ～あたらしい１日
が始まる。｣ ／宮沢賢治作 ｢セロ弾きのゴー
シュ｣ ほか

フェリス女学院大学附属図書館読
書運動プロジェクト／会場　展示
館ホール

共催

　　3.11（日）
大佛次郎賞受賞記念講演会／「『本の魔法』
にかけられて－映画・芭蕉・装幀」（講師：
司修）

朝日新聞社、大佛次郎記念館（（公
財）横浜市芸術文化振興財団）／
会場　横浜市開港記念会館講堂

協力

毎月第 1・3・5 日
曜日掲載

｢神奈川新文学散歩｣（「神奈川新聞」）／
　執筆：八木寧子（文芸ライター） 神奈川新聞社 協力

2011.4.12（火）
（年度内 11回）

｢FMサウンド★クルーズ｣／遠藤周作（解
説：当館職員） NHK-FM（NHK横浜放送局） 協力

　　5.17（火） 同　上／牧野信一（同上） 同　上 協力

　　6.14（火） 同　上／有島武郎（同上） 同　上 協力

　　7.12（火） 同　上／中川一政（同上） 同　上 協力

　　9.13（火） 同　上／関東大震災（同上） 同　上 協力

　　10.11（火） 同　上／林芙美子（同上） 同　上 協力

　　11.8（火） 同　上／与謝野晶子（同上） 同　上 協力

　　12.13（火） 同　上／夏目漱石 ｢彼岸過迄｣（同上） 同　上 協力

2012.1.17（火） 同　上／中原中也（同上） 同　上 協力

　　2.14（火） 同　上／徳冨蘆花（同上） 同　上 協力

　　3.13（火） 同　上／中薗英助（同上） 同　上 協力

2011.4.10（日） ｢ラジオ電話インタビュー｣ ／荻原井泉水
（解説：当館職員、聞き手：額田泉） FMおだわら 協力

4.24（日）、5.1（日）、
5.8（日）、5.15（日）同　上／遠藤周作（同上） 同　上 協力

　　6.19（日）、6.26
　　（日）、7.10（日）同　上／漱石と文人の書画（同上） 同　上 協力

　　8.21（日）、
　　8.28（日） 同　上／安野光雅（同上） 同　上 協力

　　10.16（日）、
　　10.23（日） 同　上／林芙美子（同上） 同　上 協力

2012.2.5（日） 同　上／作家と万年筆（同上） 同　上 協力

　　3.25（日） 同　上／中薗英助（同上） 同　上 協力

年間を通じ 特別展および企画展ポスター、チラシ等
の駅貼り、設置強化支援

協賛：東京急行電鉄、相模鉄道、
京浜急行電鉄、横浜市交通局／東
京急行電鉄ほかの沿線各駅

提携
事業

2011 年夏 文学館共通パスポートの関係で小田急電
鉄の協力

協力：小田急線町田・藤沢両管区
／小田急線町田・藤沢両管区の沿
線各駅

提携
事業

2012 　　4.8（日） 「長崎源之助先生を偲ぶ会｣ ／「汽笛」 他
（出演：阿部壽美子 他）

よこはま文庫の会／会場　展示館
ホール（212 人） 共催

　　6.16（土）
　～ 7.16（月・祝）

「コクリコ坂から」× KDDI ＠横浜市キャ
ンペーン／「コクリコ坂から」横浜スタ
ンプラリー

KDDI、横浜市（参加者：519 人） 共催

　　8.15（水）
「長崎源之助先生を偲ぶ『よこはま文庫の
会第 1回セミナー』｣ ／「元編集者と長崎
先生」（講師：相原法則）「長崎先生の紙
芝居」（講師：江森隆子）

よこはま文庫の会／会場　展示館
中会議室（65人） 共催

　　9.21（金） 中島敦歿後 70 年記念コンサート／ ｢創
作オラトリオ李陵全 2幕｣

中島敦の会、学校法人横浜学園／
後援：東京藝術大学音楽学部同声
会、（公財）東京二期会／会場　横
浜みなとみらいホール 小ホール

共催

　　10.14（日）
花音朗読コンサート～寺村輝夫「ぼくは
王さま」展に寄せて～／「おしゃべりな
たまごやき」 他／語りと音楽・花音

語りと音楽・花音、秦野市立図書
館／会場　秦野市立図書館（35人） 共催

　　10.28（日）

｢FMサウンド★クルーズ｣ 公開録音「秋
だけど『春』を読む～島崎藤村朗読会｣
／ ｢桜の実の熟する時｣「春」他（出演：
NHK 横浜放送局アナウンサー、キャス
ター、明治学院大学グリークラブ）

NHK横浜放送局／会場　展示館
ホール（147 人） 共催
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年度 期日・期間等 事業／行事名 主催者／会場 内容

2012 　　11.23（金・祝）

中島敦歿後70年記念講演会／｢中島敦『李
陵・司馬遷』―テクストとタイトルを定
める―｣（講師：山下真史、村田秀明）
｢二人の物語大酋長（ル・アーリイツシタ
ラ） 中島敦とスティヴンソンの世界｣（講
師：辻原登）

中島敦の会、学校法人横浜学園／
会場　展示館ホール 共催

2013.3.26（火）
　～ 3.31（日） 添田啞蟬坊・知道 親子展覧会 湘南を記録する会／会場　茅ヶ崎

市立図書館（200 人） 共催

　　3.31（日） 添田啞蟬坊・知道 親子展講演会（講演：
当館職員 他）

同　上／会場　茅ヶ崎市立図書館
（60人） 共催

2012.4.29（日・祝）
鎌倉漱石の会 50周年記念企画／ ｢高校生
の君たちへ漱石作品読書感想文募集｣ コ
ンクール

鎌倉漱石の会／協賛・後援：神奈
川県教育委員会、鎌倉市、鎌倉市
教育委員会 他／会場　帰源院

協力

　　5.19（土）
NPO 法人日本景観フォーラム月例セミ
ナー／ ｢文学と景観―斎藤茂吉をめぐっ
て｣（講師：当館職員）

NPO法人日本景観フォーラム／会
場　展示館中会議室 後援

　　5.19（土）

第 16 回中原中也の会研究集会富永太郎
と中原中也／ ｢中也詩と〈地〉～ ｢少年
時｣周辺から～｣／ ｢群集から遠く離れて：
富永太郎の都市風景｣ ／ ｢富永太郎の位
置―小林秀雄と中原中也を定点として―｣
／ ｢富永太郎と中原中也、ふたつの可能
性｣（講演：金山克哉、鈴木貴宇、渡邊浩史、
宇佐美斉、青木健、権田浩美、疋田雅昭）

中原中也の会／会場　展示館ホー
ル 後援

　　5.26（土） 第 41回横浜山手ヘフト祭 同実行委員会他／会場　横浜外国
人墓地、山手ゲーテ座 後援

　　6.9（土）

大佛次郎研究会第 19 回公開発表会／ ｢
大佛次郎『義経の周囲』から ｢秀衡｣ ｢夏
草｣｣ ／ ｢大佛次郎と平泉～『義経の周囲』
の諸相～｣ ／ ｢『天皇の世紀』解読～文春
文庫全 12 冊の解説を書き終えて～｣（講
師：稲垣隆史､ 中村健､ 福島行一）

大佛次郎研究会、大佛次郎記念館
／会場　展示館ホール 後援

　　9.1（土）、11.24
　　（土）、3.30（土） 大衆文学研究会

大衆文学研究会神奈川支部／会場
　展示館中会議室 後援

　　10.27（土）
子ども読書活動推進フォーラム／ ｢『かわ
いい』ってなに？―子どもと子どもの本
を考える｣（講師：清水眞砂子）

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／会場　かながわ県民セ
ンター

後援

　　11.17（土）

大佛次郎研究会第 20 回公開発表会／ ｢
大佛次郎とゲーテ～鞍馬天狗とエグモン
ト～｣ ／ ｢回想の大佛次郎そして私の音
楽をめぐって｣（講師：新保祐司、矢崎彦
太郎）

大佛次郎研究会、大佛次郎記念館
／会場　展示館ホール 後援

　　8.11（土）
　～ 9.30（日）

平成 24 年度「夏休みかながわ子どもワ
クワク体験」／｢寺村輝夫『ぼくは王さま』
展｣、かなぶんキッズクラブ、花音朗読コ
ンサートでの協力

教育局生涯学習部生涯学習課 協力

　　8月 第 5回「かながわ子ども・子育て支援月間」
／同　上

保健福祉局福祉 ･次世代育成部次
世代育成課 協力

　　8.30（木）
　～ 10.29（月）

特別企画展 ｢中原中也の手紙―安原喜弘
との交友｣

中原中也記念館／会場　中原中也
記念館 協力

　　9.29（土）
　～ 12.2（日）

企画展 ｢―没後 70 年―中島敦が見つめ
た世界｣

さいたま文学館／会場　さいたま
文学館 協力

　　10.1（月）
　～ 12.16（日）

｢スタジオジブリが描く乱世。『定家と長
明』展」

京都学問所『方丈記』800 年記念
｢鴨長明と賀茂御祖神社展｣ 実行委
員会／共催：賀茂御祖神社、毎日新
聞社、日本経済新聞社、京都新聞社
／会場　賀茂御祖神社神服殿

協力

　　10.6（土）
　～ 12.2（日） ｢齋藤茂吉と『楡家の人びと』｣ 展 （公財）せたがや文化財団、世田谷

文学館／会場　世田谷文学館 協力

　　11.15（木） ｢中島敦『李陵・司馬遷』定本篇／図版篇」
校訂・註釈：山下真史、村田秀明／
発行：中島敦の会／頒価：2,500
円

協力

2013.1.26（土）
　～ 3.3（日） 第 7回横浜山手芸術祭 横浜山手芸術祭実行委員会 協力

　　2.17（日）

フェリス女学院大学附属図書館読書運動プ
ロジェクト ｢朗読会With ～共に生きて｣
／サン＝テグジュペリ ｢Le Petit Prince｣ ほ
か（出演：フェリス女学院大学附属図書館
朗読チーム、フェリス女学院大学ＯＧ “ す
ずの音 ”）

フェリス女学院大学附属図書館読
書運動プロジェクト／会場　展示
館ホール

共催

年度 期日・期間等 事業／行事名 主催者／会場 内容

2012
毎月第 1・3・5 日
曜日掲載（1 月か
ら毎月第 3・5 日
曜日）

｢神奈川新文学散歩｣（「神奈川新聞」）／
執筆：八木寧子（文芸ライター） 神奈川新聞社 協力

　　3.26（火）
　～ 5.6（月・振休）企画展 ｢夏目漱石の美術世界｣ 展 広島県立美術館、広島テレビ／会

場　広島県立美術館 協力

　　4.10（火）
（年度内 11回）

｢FMサウンド★クルーズ｣／斎藤茂吉（解
説：当館職員） NHK-FM（NHK横浜放送局） 協力

　　5.8（火） 同　上／北杜夫（同上） 同　上 協力

　　7.10（火） 同　上／中野重治（同上） 同　上 協力

　　9.11（火） 同　上／若松賤子（同上） 同　上 協力
　　10.9（火）
　　11.6（火）
　　11.13（火）

同　上／島崎藤村（同上） 同　上 協力

　　12.11（火） 同　上／坂口安吾（同上） 同　上 協力

2013.1.15（火） 同　上／芥川龍之介（同上） 同　上 協力

　　2.12（火） 同　上／早乙女貢（同上） 同　上 協力

　　3.7（火） 同　上／添田啞蟬坊・知道（同上） 同　上 協力

2012.4.8（日）
（年度内 13回）

｢SUNDAY APRICOT GARDEN｣（ラジオ電
話インタビュー）／中薗英助／解説：当
館職員、宮崎いずみ（語りと音楽・花音）

FMおだわら 協力

　　5.13（日）
　　5.27（日） 同　上／斎藤茂吉（同上） 同　上 協力

　　7.8（日）
　　7.22（日） 同　上／中野重治（同上） 同　上 協力

　　9.9（日）
　　9.16（日） 同　上／寺村輝夫（同上） 同　上 協力

　　10.14（日）
　　10.25（木） 同　上／島崎藤村（同上） 同　上 協力

　　11.25（日） 同　上／芥川龍之介イベント（同上） 同　上 協力

2013.2.17（日） 同　上／福田恆存（同上） 同　上 協力
　　3.24（日）
　　3.31（日） 同　上／添田啞蟬坊・知道（同上） 同　上 協力

2012.8.2（木） ｢THE BREEZE」（FMヨコハマ）／寺村輝
夫／解説：当館職員 FMヨコハマ 協力

2013.2.25（月） 同　上／添田啞蟬坊・知道（同上） 同　上 協力

　　3.11（月） ｢ナパサ☆タイムス」（FM湘南）／添田啞
蟬坊・知道（同上） FM湘南 協力

年間を通じ 特別展および企画展ポスター、チラシ等
の駅貼り、設置強化支援

協賛：東京急行電鉄、相模鉄道、京
浜急行電鉄、横浜市交通局／東京急
行電鉄ほかの沿線各駅

提携
事業

2012 年夏 夏の文学館スタンプラリーの関係で小田
急電鉄の協力

協力：小田急線町田・藤沢両管区／小
田急線町田・藤沢両管区の沿線各駅

提携
事業

2013 　　4.5（金） 第 2回平和セミナー／ ｢長崎文学のなか
の平和」（出演：きどのりこ）

よこはま文庫の会／会場　展示館
中会議室（55人） 共催

　　4.20（土）
｢FMサウンド★クルーズ｣ ／ ｢井上ひさ
し朗読会～縁は異なもの～｣（出演：キャ
スター、千葉伸彦）

NHK-FM（NHK横浜放送局）／会
場　展示館ホール（221 人） 共催

　　9.7（土）
花音朗読コンサート～賢治＋司修展に寄せ
て～／「注文の多い料理店」他（出演：語
りと音楽・花音）

語りと音楽・花音、秦野市立図書
館／会場　秦野市立図書館（82人） 共催

2013 年秋 「泉鏡花満喫チケット」
松竹、鎌倉市鏑木清方記念美術館と
舞台、展覧会観覧のセット割引チ
ケットを販売。

共催

　　5.25（土）
大佛次郎研究会第21回公開発表会／｢『鞍
馬天狗』から『天皇の世紀』へ～幕末維
新の精神史再考～｣（講師：高橋千劔破）

大佛次郎研究会／会場　展示館
ホール 後援

　　5.25（土） 第 42回横浜山手ヘフト祭 同実行委員会他／会場　横浜外国
人墓地、山手ゲーテ座 後援

　　6.29（土）、
　　9.7（土）、
　　11.30（土）

大衆文学研究会 大衆文学研究会／会場　展示館中
会議室 後援
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年度 期日・期間等 事業／行事名 主催者／会場 内容

2013 　　8.4（日）

第 1回すずの音朗読会 ｢不思議にさわる～
色と匂いのみちしるべ～｣ ／江國香織作『つ
めたいよるに』他（出演：フェリス女学院
大学学生、フェリス女学院大学OG“ すずの
音 ”）

フェリス女学院大学附属図書館、
フェリス女学院大学OG“すずの音”
／会場　展示館ホール

後援

　　9.14（土）
中島敦の会講演会／｢漢文脈の神髄『李陵・
司馬遷』『弟子』～敦と中島家の人々｣（講
師：村山吉廣）

中島敦の会、学校法人横浜学園／
会場　展示館ホール 後援

　　9.28（土）

島崎藤村学会第 40 回全国大会：藤村没
後 70 年横浜大会（講師：堀江敏幸、モ
ハンマド・モインウッディン、中山弘明（シ
ンポジウム）（司会）小林幸夫、（パネリ
スト）関谷由美子、後藤康二、黒田俊太郎）

島崎藤村学会／会場　展示館ホー
ル 後援

　　11.30（土）

大佛次郎研究会第 22 回公開発表会／｢大
佛次郎とその周辺―雑誌『苦楽』の創刊
をめぐって｣ ｢普仏戦争が現代に教えるこ
と―『パリ燃ゆ』に触れて｣（講演：大村
彦次郎、松井道昭）

会場　展示館ホール 後援

　　7月～ 8月
平成 25 年度「夏休みかながわ子どもワ
クワク体験」／ ｢花音朗読コンサート｣、
｢賢治＋司修 注文の多い展覧会｣、かなぶ
んキッズクラブ事業

神奈川県教育局生涯学習部生涯学
習課 協力

　　8月～ 9月 第 6回「かながわ子ども・子育て支援月間」
／同　上

神奈川県保健福祉局福祉 ･次世代
育成部次世代育成課 協力

　　9.14（土）
　～ 10.24（木）

企画展 ｢中野重治 肉筆原稿に見る〈文学
者〉として生きた生涯｣

（公財）石川近代文学館、石川四高
記念文化交流館／会場　石川近代
文学館

協力

2014.2.1（土）
　～ 3.2（日） 第 8回横浜山手芸術祭 横浜山手芸術祭実行委員会 協力

2014.2.16（日）
フェリス女学院大学附属図書館読書運動プ
ロジェクト朗読会／ ｢緑のスキップ」他（出
演：フェリス女学院大学附属図書館朗読チー
ム、フェリス女学院大学OG“ すずの音 ”）

フェリス女学院大学附属図書館／
会場　展示館ホール 共催

毎月第 1・3・5 日
曜日掲載（1月から
毎月第 3・5日曜日）

｢新・神奈川文学地図｣（神奈川新聞社）
／執筆：八木寧子（文芸ライター） 神奈川新聞社 協力

2013.4.9（火）、
5.7（火）、5.14（火）
（年度内 11回）

｢FMサウンド★クルーズ｣ ／井上ひさし
（解説：当館職員） NHK-FM（NHK横浜放送局） 協力

　　6.11（火） 同　上／吉川英治（同上） 同　上 協力

　　7.9（火） 同　上／中原中也（同上） 同　上 協力

　　9.10（火） 同　上／開高健（同上） 同　上 協力

　　10.8（火） 同　上／泉鏡花（同上） 同　上 協力

　　11.12（火） 同　上／司馬遼太郎（同上） 同　上 協力

　　12.10（火） 同　上／大佛次郎（同上） 同　上 協力

2014.1.14（火） 同　上／村井弦斎（同上） 同　上 協力

　　3.11（火） 同　上／黒岩重吾（同上） 同　上 協力
2013.4.27（土）、
　　5.5（日・祝）
（年度内 11回）

｢SUNDAY APRICOT GARDEN｣（ラジオ電
話インタビュー）／井上ひさし（解説：
当館職員、宮崎いずみ（語りと音楽・花音））

FMおだわら 協力

　　7.7（日）、
　　7.21（日） 同　上／中原中也（同上） 同　上 協力

　　8.18（日）、
　　8.25（日） 同　上／司修（同上） 同　上 協力

　　11.3（日・祝）、
　　11.10（日） 同　上／泉鏡花（同上） 同　上 協力

2014.1.12（日） 同　上／大佛次郎（同上） 同　上 協力
　　3.2（日）、
　　3.16（日） 同　上／黒岩重吾（同上） 同　上 協力

年間を通じ 特別展および企画展ポスター、チラシ等
の駅貼り、設置強化支援

協賛：東京急行電鉄、相模鉄道、
京浜急行電鉄、横浜市交通局／東
京急行電鉄ほかの沿線各駅

提携
事業

2013 年夏 夏の文学館スタンプラリーの関係で小田
急電鉄の協力

協力：小田急線町田・藤沢両管区／小
田急線町田・藤沢両管区の沿線各駅

提携
事業

文学展の制作・提供、文学資料の提供・研究協力、交付金事業等
　文学展、文学展パッケージの制作及びアーカイブ構築、資料提供・研究、展示事業活性化など

期 　　日 名　　　　称 主催者／会場／提供先 内容 /入場者数

1987.7.24（土）～ 8.5（日）「没後 15年  川端康成展」 西武美術館／高槻市西武百
貨店

当館開催の川端康成展を
共催巡回。

　　1987.8.29（土）～ 9.20（日）「長岡が生んだ世界の詩人　堀口大學展」
長岡市、市教育委員会、新潟日
報社／長岡市美術センター

当館開催の堀口大學展の
規模を縮小して巡回。／
当財団の後援／ 4,148 人

1988.6.18（土）～ 7.17（日）「太宰治展」 日本近代文学館 当館開催の太宰治展を共
催巡回。／ 9,270 人

1994.7.15（金）～ 17（日）
「生誕 100 年記念（小千谷市市制
40周年記念）幻影の人  西脇順三
郎　詩・書・絵画」展

小千谷市、小千谷市教育委員会、
西脇順三郎を偲ぶ会／小千谷市
民会館、小千谷市立図書館

当館開催の西脇順三郎展
の規模を縮小して巡回。
／後援

2001.7.28（土）～ 9.2（日）「子どもの本の世界展」 古河文学館／古河文学館、
古河歴史博物館

当館開催展の第 1部を共
催展示。2,070 人

　　7.28（土）～ 9.2（日）「20世紀の子どもの本とうた」展 小田原文学館 当館開催展の一部を再構
成した小展示。／794人

12.15（土）～2002.1.14（月・祝）「子どもの本の世界展」 相模原市立橋本図書館
当館開催展の一部を再構
成した小展示。／24,941
人

2002.12.3（火）～ 2003.1.13
（月 ･祝）

特別展 ｢生誕 100 年記念展 歌び
と吉野秀雄｣

高崎市、吉野秀雄生誕100
年記念事業実行委員会／高
崎市タワー美術館

当館開催の吉野秀雄展の
共催巡回。／ 2,758 人

2004.4.23（金）～ 6.27（日） ｢立原正秋－美と伝統を求めて｣展
（財）鎌倉市芸術文化振興
財団／鎌倉文学館

文学展の提供。／後援／
34,693 人

　　5.29（土）～７.19（月・祝） ｢明治 大正 昭和　新聞小説史展－高木健夫文庫から｣ 日本新聞博物館 共催／5,450 人

　　8.7（土）～ 9.26（日）「神奈川の文学　鎌倉女学校と作家たち」展 鎌倉女学院 常設展（2）大正の文学
と同時開催／共催

2004 年度 日本近代文学館と共同して夏目漱
石展販売用パッケージを制作

展示パッケージ用に館蔵
資料の複製製作

2005.4.29（金･祝）～ 7.3（日）「夏目漱石―漱石山房の日々」展 （財）鎌倉市芸術文化振興
財団／鎌倉文学館

夏目漱石展パッケージの
提供／ 43,087 人

　　10.15（土）～ 11.27（日）「夏目漱石―漱石山房の日々」展 群馬県立土屋文明記念文
学館 同　上／ 5,881 人

2006.4.29（土）～ 6.11（日）「夏目漱石―漱石山房の日々」展 徳島県立文学書道館 同　上／ 1,839 人

2007.4.8（日）～ 5.20（日）「夏目漱石―漱石山房の日々」展 高知県立文学館 同　上／ 2,695 人

　　11.3（土）～ 12.16（日）
夏目漱石生誕 140 年記念
「夏目漱石と新宿の文学者たち」

（財）新宿区生涯学習財団、
新宿歴史博物館／新宿歴
史博物館

同　上／ 3,774 人

2008.7.19（土） ～ 9.23（火･祝）「コロボックル物語の世界　佐藤さとる展　小さな人への讃歌」
町田市民文学館ことばら
んど

文学展パッケージの提供
／ 6,603 人

　　10.28（火）～ 11.30（日）「かこさとし絵本展」 秦野市立図書館 展示協力／後援／22,420
人

　　11.1（土）～ 11.24（月・祝）「コロボックル物語の世界―自然からのメッセージ―」展 新潟県立自然科学館 文学展パッケージの提供
／ 18,289 人

2009.7.18（土） ～ 8.30（日） 「佐藤さとる コロボックル物語展　だれも知らない小さな国」 北九州市立文学館 同　上／ 3,867人

2010.1.23（土）～ 2.28（日）「堀田善衞展　スタジオジブリが描く乱世。」 高岡市美術館 巡回展／ 20,817 人

　　7.24（土）～ 8.22（日）「佐藤さとる コロボックル物語展―だれも知らない小さな国―」 仙台文学館 文学展パッケージの提供
／ 3,870 人

　　8. 3（火）～ 9.12（日）「露伴・茂吉・寅彦と小林勇～作家・学者と　ある出版人の歩み」展 須坂市立博物館 巡回展・協力／ 2,008 人

2011 年～ 2012 度
「富永太郎直筆原稿の画像データ
ベース化による文学テキストの生
成研究｣

大妻女子大学 資料デジタル化事業への
協力

同　上 文学館建設に向けての事業協力 富山県（高志の国文学館） 富山県へ文学館建設に向
けた協力

2012 年度 県立神奈川近代文学館展示情報配
信活性化事業 神奈川県（光交付金事業）

エントランス部マルチビ
ジョン映像、館紹介ビデオ、
展示音声ガイドシステムの
製作



外部連携・共催・後援等

216 企画・普及事業

刊行物一覧

展覧会図録・文庫目録・機関紙・年報等の刊行

期 　　日 名　　　　称 主催者／会場／提供先 内容 /入場者数

  2012 年度 県立神奈川近代文学館貴重資料情
報公開事業 神奈川県（光交付金事業）

館蔵漱石資料のデジタル画
像アーカイブを構築

2012.12.20（木）～ 2013.2.3
（日）

「露伴・茂吉・寅彦と小林勇展
　―その人生と書画―」 徳島県立文学書道館 巡回展・協力／ 990人

2013.5.14（火）～ 7.7（日）企画展 ｢夏目漱石の美術世界展｣
東京藝術大学、東京新聞、NHK、
NHKプロモーション／会場　
東京藝術大学大学美術館

協力

　　7.13（土）～ 8.25（日）企画展 ｢夏目漱石の美術世界展｣
静岡県立美術館、中日新聞東
海本社、テレビ静岡／会場　
静岡県立美術館

協力

刊行物一覧目次　
１．展覧会図録（共催を含む）………………………………p.218
２．目録（文庫目録等）……………………………………p.234
３．研究誌等 …………………………………………………p.235
４．作品・複製・創作集 …………………………………p.236
５．館報（機関紙「神奈川近代文学館」）…………………p.236
６．神奈川近代文学館年報 …………………………………p.249
７．記念誌（開館・周年）……………………………………p.250
８．展覧会リーフレット……………………………………p.251

凡　例
１．刊行物及び内容一覧の製作にあたっては、当館及び当財団の製作、または製作協力し
た刊行物を中心に採録した。

２．排列は種別ごとに発行年順とした。
３．刊行物書誌の記述事項は、書名、著編者、発行者、発行年月日、頁数、判型、頒価、
内容とし、必要に応じて注記を加えた。

４．記述にあたっては、本体にある記載事項に拠ったが、一部、他の記録を参照した。
５．内容は目次の記載を基本とし、必要に応じて省略及び修正を加えた。




