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令和２年(2020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

(7) 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。

(8) 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、企画展、同時開催で常設展を開催します。

4月7日、県文化課から8月31日まで全館休館するよう依頼がありました。(｢新型コロナウイルス

感染症の拡大防止に向けた県の基本方針｣(4月6日改定)に基づく)

その後5月25日、国の緊急事態解除宣言を受け、県民利用施設が順次運営を再開することとなり、

当館は6月13日(土)感染症対策を講じた上で再開館しました。

○8月31日までの全館休館要請を受け会期変更

・特別展 ｢大岡昇 の世界展｣

会期・日数 4月1日(水)～5月17日(日)42日間 →秋に延期

・企画展・収蔵コレクション展19｢没後10年 三浦哲郎展─星をかたりて、たれをもうらまず─｣

会期・日数 5月23日(土)～7月19日(日) 50日間

→2021年度に延期(収蔵コレクション展20)

・企画展 ｢佐藤さとる展 『コロボックル物語』とともに｣

会期・日数 7月23日(木･祝)～9月27日(日) 60日間 →2021年度に延期
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○常設展｢文学の森へ 神奈川と作家たち｣第1部―夏目漱石から萩原朔太郎まで

併設 コーナー展示「新収蔵・夏目漱石資料」

会期・日数 6月13日(土)～9月27日(日) 94日間

協賛 神奈川近代文学館を支援する会
サ ポ ー ト

※休館要請の解除により、臨時休館が6月12日で終了、6月13日から常設展｢文学の森へ

神奈川と作家たち｣第1部を開催

○特別展 ｢大岡昇 の世界展｣

会期・日数 10月3日(土)～11月29日(日) 51日間

編集委員 湯川豊

後援 ＮＨＫ横浜放送局、ＦＭヨコハマ、神奈川新聞社、ｔｖｋ(テレビ神奈川)

協賛 新潮社、中央公論新社、京浜急行電鉄、相模鉄道、東急電鉄、

横浜高速鉄道、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

○スポット展示・収蔵コレクション展19｢生誕100年 金達寿展｣

会期・日数 12月12日(土)～2021年3月14日(日) 75日間

後援 ＮＨＫ横浜放送局、ＦＭヨコハマ、神奈川新聞社、ｔｖｋ(テレビ神奈川)(予定)

協賛 東急電鉄、横浜高速鉄道、神奈川近代文学館を支援する会(予定)
サ ポ ー ト

広報協力 ＫＡＡＴ 神奈川芸術劇場

同時開催 常設展｢文学の森へ 神奈川と作家たち｣第2部―芥川龍之介から中島敦まで

○特別展 ｢創刊101年記念展 永遠に『新青年』なるもの

―ミステリー・ファッション・スポーツ―」

会期・日数 2021年3月20日(土･祝)～3月31日(水) 10日間※会期は5月16日(日)まで51日間

編集委員 浜田雄介

後援 ＮＨＫ横浜放送局、ＦＭヨコハマ、神奈川新聞社、ｔｖｋ(テレビ神奈川)(予定)

協賛 京浜急行電鉄、相模鉄道、東急電鉄、横浜高速鉄道

神奈川近代文学館を支援する会(予定)
サ ポ ー ト

広報協力 ＫＡＡＴ 神奈川芸術劇場(予定)

(9) 講演会・講座・対談・朗読会の開催(会場：展示館ホール)

○特別展｢大岡昇 の世界展｣記念行事

<講演会>

期日 講師 演題

10月18日(日) 池澤夏樹 ｢兵士の地理感覚と客観的世界像｣

11月14日(土) 島田雅彦 ｢さすらう離脱者｣

11月21日(土) 湯川豊 ｢大岡昇 文学の展開｣

(10) 展覧会図録の刊行

○特別展｢創刊101年記念展 永遠に『新青年』なるもの ―ミステリー・ファッション・スポ

ーツ―｣の開催に合わせ展覧会図録を刊行します。

○企画展・収蔵コレクション展20｢生誕90年 三浦哲郎展─星をかたりて、たれをもうらま
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ず─｣開催(2021年度に延期)のため展覧会図録を刊行します。

(11) ギャラリートークの開催(会場：展示館エントランスホールほか)

展覧会 期日 解説

特別展｢大岡昇 の世界展｣ 会期中の土日に計6回 展示担当者

特別展｢創刊101年記念展 永遠に『新青年』なるもの｣ 会期中毎週金曜日 展示担当者

(12) 資料の複製

○常設展示候補および館蔵資料の中から複製を作製します。

＜おもな作製予定資料＞

夏目漱石 沼波瓊音宛書簡、夏目漱石 赤木桁平宛書簡、夏目漱石書｢丸髷に結ふや咲く

梅紅に｣ほか

(13) 文字・活字文化振興事業

① 講演会・講座・講談会等の開催(注記の無いものは展示館ホールで開催)

○かなぶん連句会(後援：月刊｢望星｣)

期日 出演 題

12月13日(日) 小島ゆかり [未定]

辻原登

長谷川櫂

○かなぶん寄席 講談会
期日 出演 演目
[未定] 神田蘭 ｢秋色桜」

芥川龍之介原作｢お富の貞操｣
○獅子文六トークとライブ

期日 出演 演題

[未定] 牧村健一郎 ｢発見・昭和の大衆モダン文学

曽我部恵一 ―獅子文六という作家を知っていますか？」

② 朗読会・朗読コンサート等の開催(会場：展示館ホール)

○花音朗読コンサート(共催：語りと音楽・花音)

期日 朗読 作品

[未定] 語りと音楽・花音 [未定]

③ 文字・活字文化の日記念行事

○10月27日(火)当日に限り観覧料を無料にします。

ギャラリートーク(会場：展示館エントランスホール)、バックヤード見学

④ 子ども向け行事

○ミュージアムミッション―博物館からの挑戦状[中止]

近隣の博物館を巡るクイズラリー。中区の６施設及び団体で協力して夏休みの子ども向

け企画として開催予定。

期間 7月1日(水)～8月30日(日)[中止]
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○夏の文学館スタンプラリー2020

鎌倉文学館、当館の2館で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開

催します。

期間 [中止]

○かなぶんキッズクラブ

◇紙芝居がはじまるよ！(会場：展示館中会議室)

期日 出演 作品

8月[中止] 山下康 ―

2021年3月(予定) 山下康 [未定]

◇子ども映画会(会場：展示館ホール)

期日 上映作品

8月[中止] ―

2021年3月(予定) [未定]

◇絵本であそぼ！(会場：展示館中会議室)

期日 出演 作品

8月[中止] よこはま文庫の会 ―

⑤ 映画会等の開催(会場：展示館ホール)
○ＤＶＤ上映会(会場：展示館中会議室)
期日 上映作品
8月[中止] ｢被爆とわたくし｣

⑥ 啓発広報事業

○機関紙の発行

機関紙｢神奈川近代文学館｣第148号から第151号を4､7､10月､2021年1月に発行。

⑦ 学校教育連携事業

○県内公共図書館・学校図書館巡回パネル展等

｢中島敦展」ほかパネル展を県立高等学校、図書館等に巡回

○神奈川県高等学校文化連盟図書専門部会

共催 神奈川県高等学校文化連盟図書専門部会

期日 5月[中止]

事業名 令和2年度総会及び生徒研修会(ビブリオバトル準備会)

会場 神奈川近代文学館 中会議室

○神奈川県高等学校文化連盟図書専門部会

共催 神奈川県高等学校文化連盟図書専門部会

期日 7月[中止／12月に延期]

事業名 第9回ビブリオバトル＆かながわ高校生ＰＯＰフェスタ

生徒研修会

会場 神奈川近代文学館 展示館ホールほか

○神奈川県立総合教育センター研修講座

共催 神奈川県立総合教育センター

期日 8月[中止]

事業名 国語の授業づくり研修講座及び施設見学

会場 神奈川近代文学館 展示館中会議室

○横浜国立大学大学院｢教育インターン｣ゼミ

共催 横浜国立大学大学院一柳廣孝教授ゼミ

期日 [未定]
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事業名 横浜国立大学大学院｢一柳ゼミ・教育インターンin文学館｣

会場 神奈川近代文学館 本館特別会議室

○神奈川県高等学校文化連盟図書専門部会

共催 神奈川県高等学校文化連盟図書専門部会

期日 8月[未定]

事業名 生徒研修会(図書館報コンクール準備会)

会場 神奈川近代文学館 展示館中会議室

○神奈川県高等学校文化連盟図書専門部会

共催 神奈川県高等学校文化連盟図書専門部会

期日 11月[未定]

事業名 第9回図書館報コンクール

会場 神奈川近代文学館 展示館ホールほか

○高校生限定トークイベント(第9回ビブリオバトルに変更予定)

共催 神奈川県高等学校文化連盟図書専門部会

期日 12月[未定]

会場 神奈川近代文学館 展示館ホール

○神奈川県高等学校文化連盟図書専門部会

共催 神奈川県高等学校文化連盟図書専門部会

期日 2021年1月[未定]

事業名 生徒研修会

会場 神奈川近代文学館 中会議室

⑧ 他館等との共催・後援・協力・交流事業

○神奈川県子ども読書活動推進フォーラム

共催 神奈川県立図書館、神奈川県子ども読書活動推進会議、神奈川県図書館協会

期日 12月12日(土)

講師 [未定]

会場 神奈川近代文学館 展示館ホール

２ 自主事業

(1) 閲覧室展覧会関連読書コーナー

展覧会観覧者に主題となっている作家の著書、研究書などを提供するため、閲覧室に展

覧会関連読書コーナーを設置し、展示室と閲覧室との連携を図ります。

○特集・大岡昇 4月1日(水)～5月17日(日) [臨時休館のため秋に延期]

○特集・三浦哲郎 5月23日(土)～7月19日(日) [臨時休館のため2021年度に延期]

○特集・佐藤さとる 7月23日(木・祝)～9月27日(日) [臨時休館のため2021年度に延期]

○特集・夏目漱石全集 6月13日(土)～9月27日(日)

○特集・大岡昇 10月3日(土)～11月29日(日)

○特集・金達寿 12月12日(土)～2021年3月14日(日)

○特集・雑誌｢新青年｣ 3月20日(土)～3月31日(水)
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(2) 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。

(3) 神奈川近代文学館友の会

○館の事業の普及と利用者の増加をはかるため、＜友の会＞の会員を募ります。

○友の会の会員の集いを開きます。

期日 6月27日(土)[延期]

○友の会文学講座を開催します。 ＊｢没後10年 三浦哲郎展｣記念行事[2021年度に延期]

期日 講師 演題

[2021年度に延期] 勝又浩 ｢三浦哲郎―家霊を負った人｣

○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。

◇大磯散歩

期日 コース

[11月に延期予定] 大磯町郷土資料館・旧吉田茂邸、澤田美喜記念館ほか

◇獅子文六ゆかりの外苑・信濃町文学散歩

期日 コース

2021年3月(予定) 聖徳記念絵画館、明治神宮外苑、文学座アトリエ(観劇)

(4) 神奈川近代文学館を支援する会
サ ポ ー ト

神奈川近代文学館を支援する会の会員を募り、広報協力を呼びかけます。また、機関紙
サ ポ ー ト

の発行及び財団の実施する文学館事業の支援を行います。

○｢神奈川近代文学館を支援する会｣総会兼懇親会
サ ポ ー ト

期日 12月(予定)

(5) 博物館実習等の実施

○各大学からの博物館実習生等を受け入れます。[中止]

(6) 他館等との共催、他館等への後援など

(共催事業)

○林京子追悼イベント(仮称)

期日 8月22日(土)[2021年夏に延期]

講師 青来有一ほか
会場 神奈川近代文学館 展示館ホール

○特別展｢大岡昇 の世界展｣記念上映会(共催：文芸映画を観る会)

期日 11月6日(金)、7日(土)

上映作品 大岡昇 原作｢野火｣

(同時上映 メイキング｢塚本晋也解説『野火』20年の軌跡｣)

(後援事業)

○大衆文学研究会神奈川支部研究例会
主催 大衆文学研究会神奈川支部
期日 4月25日(土)[中止]、6月20日(土)[中止]、

9月26日(土)、11月21日(土)(予定)
会場 神奈川近代文学館 展示館中会議室

○大佛次郎研究会公開発表会
主催 大佛次郎研究会、大佛次郎記念館
期日 5月16日(土)[中止]
会場 神奈川近代文学館 展示館ホール、中会議室

○小説『門』発表110年記念企画｢新感覚で語る『門』｣
主催 鎌倉漱石の会
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期日 6月20日(土)[中止]
内容 シンポジウム(出演：神野紗希、今野真二、堀真潮)

朗読(出演：葉月のりこ、今井理恵子、二宮由美)
会場 鎌倉円覚寺塔頭｢帰源院｣

○第5回｢ゆらむろ忌｣
主催 大熊弁玉研究会
期日 10月17日(土)
内容 ｢大熊弁玉｣の概要：｢弁玉の長歌｣(田中仁)

｢弁玉の交友｣(増田恒男)
朗読・解説：｢大熊弁玉―女性の哀歓を詠う｣(山根基世)

会場 三宝寺本堂(神奈川区)
○吉里吉里忌2020
主催 吉里吉里忌実行委員会、山形県川西町、井上事務所
期日 11月15日(日)
講師 鵜山仁、五木寛之ほか
会場 山形県川西町フレンドリープラザ

○フェリス女学院大学読書運動プロジェクト
主催 フェリス女学院大学読書運動プロジェクト
期日 2021年2月(予定)
出演 フェリス女学院大学学生朗読チーム

フェリス女学院大学卒業生“すずの音”
会場 神奈川近代文学館 展示館ホール
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　（単位 千円）

中科目 R2年度 R1年度 比較 備考

387 559 △ 172

基本財産運用収入 387 559 △ 172 （財団本部）基本財産の利息収入

1,605 1,607 △ 2

受取利息収入 5 7 △ 2 （財団本部）特定資産の利息収入

著作権料収入 1,600 1,600 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）

7,630 7,630 0

自主事業収入 7,630 7,630 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）受取利息等

0 0 0

前期繰越収支差額 0 0 0

12,996 13,170 △ 174

特別会計収入 　（単位 千円）

中科目 R2年度 R1年度 比較 備考

15 16 △ 1

受取利息収入 15 16 △ 1 （指定管理）特定資産の利息収入

407,171 407,222 △ 51

神奈川近代文学館維持運
営収入 139,593 139,644 △ 51 施設維持運営に関する指定管理料収入

近代文学館事業収入 267,578 267,578 0 展覧会等事業に関する指定管理料収入

15,988 15,938 50

利用料金収入 9,259 9,209 50 入館料、会議室使用料収入

事業収入 6,729 6,729 0
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）

157 157 0

立替金収入 157 157 0 喫茶室光熱費立替金収入

538 538 0

広告料収入 538 538 0 協賛広告料収入

41,994 40,604 1,390

退職給付引当預金取崩収
入 41,994 40,604 1,390 （退職手当）

0 0 0

前期繰越収支差額 0 0 0

465,863 464,475 1,388

478,859 477,645 1,214

会費収入

事業収入

前期繰越収支差額

指定管理料等

事業収入

立替金収入

特定預金取崩収入

雑収入

特定資産運用収入

大科目

一般会計収入計

雑収入

前期繰越収支差額

公益財団法人神奈川文学振興会令和2年（2020年）度　予算書

一般会計収入

大科目

特定資産運用収入

基本財産運用収入

特別会計収入計

収 入 合 計
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(単位 千円)

中科目 R2年度 R1年度 比較 備考

11,996 12,170 △ 174

役員報酬 2,010 2,010 0 理事会、評議員会開催経費等

人件費支出 4,981 4,996 △ 15 職員の給料手当等

租税公課支出 1,074 1,074 0 消費税等

会議費支出 121 121 0

事務費支出 3,083 3,242 △ 159 本部公益目的事業経費、消耗品費等

刊行物出版費支出 727 727 0 館報等印刷製本費

1,000 1,000 0

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

12,996 13,170 △ 174

特別会計支出 (単位 千円)

中科目 R2年度 R1年度 比較 備考

465,863 464,475 1,388

人件費支出 239,401 239,397 4
職員の給料手当、観覧料徴収事務職
員給与等

退職手当金支出 41,994 40,604 1,390

消費税等支出 21,716 21,716 0

事務費支出 2,195 2,195 0 事務用消耗品等

維持費支出 99,641 99,786 △ 145
警備、清掃委託料、リース料、光熱水
費等

資料管理業務電算化事業
費支出 18,046 18,063 △ 17 電算機ﾘｰｽ料等

資料調査収集整理費支出 2,591 2,586 5
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 31,126 30,979 147

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 9,153 9,149 4 資料購入費

465,863 464,475 1,388

478,859 477,645 1,214

特定資産取得支出

一般会計支出

支 出 合 計

一般会計支出

特別会計支出

事業費（文学館維
持運営・事業費）

大科目

管理費（財団本部）

大科目
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