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館園だよ り

◆横浜◆

画展「江戸へ魚を送れ！－漁場として

の横浜周辺の海」を開催しました。 さ

らに平成30年2月から4月まで、新

港ふ頭の歴史と役割を紹介する展覧会

｢ずっと港のまんなかに新港ふ頭」展

を開催しています。平成30年3月に

は画家の柳原良平氏の作品を展示する

常設展示室がオープンします。

教育普及事業では企画展「帆船日本

丸の航跡」の関連事業としてシンポジ

ウムや講演会、 日本丸の現役当時の映

像を鑑賞する映画会などを実施しまし

た。また企画展「江戸へ魚を送れ！ 」

の関連事業としては、講演会や親子お

魚料理教室、海苔工場見学会のほか、

さかなクンによる親子向けの講座を実

施しました。開始から7年目を迎えた

横浜みなとキッズクラブでは造船所見

学会などを行いました。毎週土曜日の

｢楽しい船の折り紙教室」 と日曜日の

｢ペーパークラフト教室」は家族連れ

だけでなく、外国からのお客様にも好

評です。今後も横浜みなと博物館は帆

船日本丸とともに積極的に事業を展開

していきます。

横浜美術館

横浜美術館では、多彩な企画展と

コレクション展をはじめ、将来活躍

が期待される若手作家を紹介するNew

ArtistPicksや美術情報センターでの

企画展連動展示を開催しています。

【企画展】ファッションとアート麗し

き東西交流（会期:4/15～6/25)、 ヨ

コハマトリエンナーレ2017 「島と星座

とガラパゴス」 （会期：8/4～ll/5)、

石内都肌理と写真（会期: 12/9~

3/4）

【コレクション展】横浜美術館コレク

シヨン展「自然を映す」 （会期： 3/25

～6/25)、横浜美術館コレクシヨン

展「全部みせます！シュールな作品

シュルレアリスムの美術と写真」 （会

期: 12/9～3/4)

【NewArtistPicks】谷保玲奈展：共

鳴（会期:3/17～4/22)

【美術情報センター】 「ファッションと

アート麗しき東西交流」連動企画特

別資料展示：洋画への眼差しを辿る－

秋田藺画研究のさきがけ『日本洋画の

曙光』 （会期：3/24～7/23)、関連資

料コーナー：集まれ！ファッション

のテーマ展（会期:4/15～7/31)、 ヨ

コハマトリエンナーレ2017 「島と星

座とガラパゴス」連動企画鶴見大学

×横浜美術館美術情報センターヨコ

ハマトリエンナーレ2017関連展示：

ひろがる源氏つながる古地図（会

期：8/4～11/5)、 「石内都肌理と

写真」連動企画特別資料展示:｢TOKO

SHINODA (篠田桃紅)」より （会期：

11/23～3/20)

浜の原風景－350年の歴史を探る－」

(10/25～2018. 1/28)－開港以前の横

浜市域中心部の様相と、それが開港場

設置に与えた影響と開港以後の変化を

紹介しました。第4回は「銭湯と横浜

一“ゆ”をめく、る人びと－」 (1/31~

4/22予定）－横浜市歴史博物館との

連携展として、 「銭湯」 という近代横

浜の都市形成史の多様な側面のひとつ

を取り上げた展示であり、連携講座も

実施しました。

また、季節や時宜にかなった資料を

紹介するミニ展示や諸イベントも随

時、実施しました。

横浜人形の家

横浜人形の家は世界100以上の国と

地域、 1万点以上の人形を収蔵した博

物館です。地域色豊かな人形から、人

間国宝による貴重な人形を展示してい

ます。

指定管理者制度2年目となる今年度

も、見て、触れて、感じて、体験でき

る展示を実施。 「シルバニアファミリー

展わくわくミュージュアムin横浜

人形の家」 （5/7まで）をはじめ、 ドー

ルハウスの制作・研究の第一人者、礒

貝吉紀氏の作品を一堂に集めた「旅

とものがたり礒貝吉紀ドールハウス

展」 (5/13～7/17)、フアイナルフア

ンタジー30周年を記念した「FINAL

FANTASYPLAYARTSシリーズ特別展示」

(6/24～7/17)、世界で初めてぬいぐ

るみを作ったシュタイフ社の動物ぬい

く、るみがいっぱいの「アニマルワール

ド展～テディベアと旅する世界の動物

たち」 （7/22～9/3)、 「大好き1モン

チッチ展」 （9/16～11/12)、 ドールハ

ウス作家が創り出す大人も夢中になれ

る「シルバニアファミリー×ドールハ

ウス展」 (11/21～1/28)、 「人形作家

清水真理展DayDream～夢の世界

へ」 （12/1～1/14)、 「追悼特別企画

後藤由香子展？時空を超えた愛の贈り

物～」 (2/10～4/8)を開催。あわせ

て家族みんなで楽しめる関連プログラ

ムや体験イベントも多数行いました。

今後も「いつ来ても楽しく、何度来

ても新しい発見がきっとある」運営を

行い、長く親しまれるよう、スタッフ

横浜開港資料館

1981(昭和56)年、開港百年を記念

して編さんされた『横浜市史」の収集

資料を基にして日本の開国を約した日

米和親条約が締結された記念の地に開

館した歴史施設です｡常設展や企画展、

関連イベントを実施するとともに、収

蔵資料を閲覧室で一般公開していま

す。

平成29年度は4回の企画展を開催

しました。第1回は「横浜・地図にな

い場所一消えたものから見えてくる、

ハマの近代」 （2017.4/26～7/17）－

当館と横浜都市発展記念館、横浜市史

資料室の3施設が横浜の歴史地図にユ

ニークな角度から迫る連携企画展（共

通タイトルは「YOKOHAMA地図三昧｣）

のひとつで、連携連続講座も実施しま

した。第2回は「横浜の西洋人社会と

日本人一異文化へのとまどい」 （7/20

~10/22)－開港後、西洋社会から横

浜にやって来て暮らした様々な人びと

の生活と、かれらが描いた日本人像を

紹介しました。第3回は「開港場横

横浜みなと博物館

平成29年9月15日に帆船日本丸が

国の重要文化財に指定されました。こ

れを記念し当館では、 7月から9月ま

で企画展「国重要文化財指定記念帆

船日本丸の航跡」を開催しました。海

の日である7月17日には天皇皇后両

陛下が帆船日本丸と横浜みなと博物館

を御視察され、 日本丸の総帆展帆（ル

ビ：そうはんてんばん） と合わせて同

展を御覧になりました。また10月か

らll月にかけて江戸期から現代まで

の横浜周辺の漁場の変遷を紹介する企
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史（古文書）分野での活躍が期待され

ます。また名古屋大学・東北大学の大

型研究プロジェクトと連携して、展示

やシンポジウムなどを通じて成果を公

表しています。国宝金沢文庫文書デー

タベースのウェブ上の公開も開始する

予定です。

秋季は「開館40周年記念所蔵名品

展馬の美術150選」 と題し、完成後

初披露となる山口晃「厩図2016」を

はじめ、所蔵資料約150点を精選し、

3期に分けて公開しました。

また、 11月からは企画展「馬をめ

でる武将たち」を開催し、当館が収集

した羽柴秀吉･黒田円清(黒田官兵衛)・

伊達政宗などが記した馬に関する書状

を中心に、それらの人物を描いた肖像、

関連の絵画・兜など、初公開の貴重な

資料とともに展示しました。

その他、テーマ展として「文明開化

と馬の浮世絵」 「馬のイラストレーター

おがわじゆり原画＆複製原画展」 「江

戸時代の町と馬」 「やまとなでしこ

女性騎手の先達と変遷」 「UMARTs2017

うまからうまれるアート展」などを

開催しました。

2018年（平成30） も、馬をテーマ

にさまざまな展覧会イベントを多数企

画しておりますので、どうぞご期待く

ださい。皆様のご来館をお待ちしてお

ります。

一同取り組んで参ります。皆様のご来

館をお待ちしております。

三溪園

本年度は、 2007年に当園が国の名

勝に指定されて10年を迎えました。

これに合わせ､園内の三溪記念館では、

企画展「名勝指定10周年記念一三溪

園をまもり伝える」 （5/26～7/5）を

開催し、庭園や文化財を後世に伝える

べく行った、 この10年間の保存整備

の成果をパネルで紹介しました｡また、

春・秋の古建築公開（4/29～5/7お

よびll/18～12/10)では、重要文化

財の2棟、聴秋閣と春草盾を公開しま

した。そのほか、島根県立美術館では

｢小茂田青樹」展(7/14～8/28)が開

催されました。小茂田青樹は原三溪が

支援した作家の一人で、当園からも7

点の作品を貸し出しました。

三溪園は、建造物・美術品の文化財

と豊かな自然とが一体となった日本庭

園です。震災や戦災を乗り越え、開園

から100年を超える歳月を経て、現在

まで守り伝えられています｡引き続き、

将来にわたって良好な状態で保存して

いく資金にあてさせていただくため

に、 7月1日に入園料等の料金改定を

行いました。また、当園の運営は、ボ

ランティアの協力が大きな支えになっ

ており、現在、 200名以上の方々が活

躍しています。今後、年々増加して

いる外国人来園者の対応を強化するた

め、英語でのガイドサーピスに力を入

れていきます。そのほか、人事につい

ては､美術担当の学芸員の退職に伴い、

10月から新たに職員を採用しました。

今後も､三溪園で快適な時間をお過ご

しできる環境づくりを継続し、長く親

しまれる庭園になりますよう、職員一

同努めてまいります。

横浜市歴史博物館

平成29年度に実施した企画展は次

のとおりです。春季は、歴史を初めて

学ぶ小学校6年生の学校見学に対応し

て、横浜市内の遺跡から見つかった考

古資料を中心に紹介する「君も今日

から考古学者！ 横浜発掘物語2017」

と （公財）横浜市ふるさと歴史財団埋

蔵文化財センター主催の企画展示『横

浜の遺跡展 「弥生人GO･濠･業｣』 (4/4

~6/11)を同時開催しました。初夏

にはテーマ展「ハマッ子、三浦半島を

ゆく 江戸と弥生海と横浜」 (6/21

~7/17)を、夏季には神奈川県立歴史

博物館が所蔵する浮世絵を同館の協力

のもとに歴史的な視点で紹介した「丹

波コレクションの世界Ⅱ歴史・妖・

芳年“最後の浮世絵師”が描いた江

戸文化」 （7/29～8/27）を開催しまし

た。秋季は、大塚・歳勝士遺跡公園開

園20周年記念、横浜市三殿台考古館

開館50周年記念展示として「横浜に

稲作がやってきた!?｣ (9/16～ll/12)

を開催しました。冬季には今年度新た

に市の指定を受けた文化財を展示す

る「横浜市指定登録文化財展」 と神奈

川県教育委員会（神奈川県埋蔵文化財

センター）主催の「かながわの遺跡

展群集する古墳」 (11/25～1/8)を

同時開催しました。また、横浜開港

資料館との連携企画展示「銭湯と横浜

ちょっと昔のお風呂屋さんへようこ

そ!｣ (1/24～3/21)を開催しました。

このほか、好評の講座や常設展示室

ミニ展示、 ワークショップ「れきし工

房」を、例年通り実施しています。

金沢文庫

平成29年度の金沢文庫はオール特

別展となりました。春には聖教・古文

書の国宝指定を記念した「国宝金沢

文庫展」 （4/28～6/18)を開催し、金

沢文庫にある名品を一堂に公開しま

した。韓国の東国大学校とタイアッ

プした「アンニョンハセヨ1元暁法

師」 （6/23～8/20）には大勢の韓国の

方々をお迎えし、 日本では余り知られ

ていない韓国仏教の偉人の行跡をたど

りました。宝生寺聖教横浜市文化財

指定記念「横浜の元祖・宝生寺」 (9/1

~10/29)では横浜のルーツに新しい

光をあて、 「唐物KARA-MONO｣ (11/3~

l/8)では、中世の日中交流を美術作

品から浮き彫りにしました。 「運慶～

鎌倉幕府と霊験伝説」 (1/13～3/11)

では鎌倉における運慶の活動にスポッ

トをあて、多数の仏像愛好者をお迎え

しました。なお宝生寺展と唐物展では、

県立歴史博物館の改修工事中にお預か

りしている文化財も公開し、同館学芸

員のご支援もいただきました｡現在は、

5年がかりの修理を経て初公開となる

特別展「十二神将」 (3/16～5/6)を

開催中です。

今年度から、湯山賢一（前奈良国立

博物館長）が文庫長に着任し、長年に

わたる文化財行政の経験を文庫にも生

かしていただいております。 さらに学

芸員として貫井裕恵が採用となり、歴

馬の博物館

当館は、わが国初の本格的な洋式競

馬場・・ |日根岸（横浜）競馬場跡地に位

置し、馬事文化の普及・発展に関わる

活動を行っています。

平成29年度は、開館40周年記念展

として、春季特別展「安野光雅の世界

一歴史絵本に描かれた“名馬面”－」

を開催しました。世界的に活躍されて

いる画家・絵本作家・装丁家・エッセ

イストである安野光雅氏の代表作のな

かで､「繪本平家物語」『繪本三國志』

『旅の絵本」の3シリーズから、馬が

登場する50点の名場面（原画）を厳

選して紹介しました。

ニュースバーク（日本新聞博物館）

当館は2016年7月に常設展示を刷

新し、 リニューアルオープンしました。

現代の情報社会と新聞の役割をテーマ

に、小・中学校との教育連携を重視し

たリニューアルの結果、学校の団体利

用は大きく増えました。一方、大人の

一般来館者からは新聞の歴史に関する

展示を充実させてほしいとの声もあ

り、 2018年度中に常設展示の一部改修

を行うことが決まりました。今後は、

より幅広い世代の期待に応えられるよ

－45－



神奈川県博物館協会会報第89号

う展示や博物館活動の見直しに取り組

んでいきたいと考えています。

2017年度には、以下の企画展を開

催しました。

4月1日から6月25日まで、 日本写

真家協会、読売新聞社との共催で「日

本の海岸線をゆく－日本人と海の文

化」を開催し、 日本の海岸線の産業、

文化、暮らしを紹介。 7月1日から10

月1日まで、神奈川新聞社、 tvk (テレ

ビ神奈川）などとの共催で、昭和の映

画スターのポートレート写真展「激動

昭和の時代を駆け抜けた銀幕のスター

たち－生誕100年写真家・早田雄

二の世界」を開催。 10月7日から12

月24日まで、ジャパンタイムズとの共

催で「英字新聞が伝えた『日本」－

ジャパンタイムズ120年のあゆみ」を

開催。同紙の紙面で、創刊から120年

の歴史を振り返りました。 18年1月13

日から3月25日まで、東京写真記者協

会との共催で「2017年報道写真展」を

開催。このほか、 17年8月1日から10

月29日まで開催したミニ展示「山本美

香と戦場の子どもたち」も好評でした。

国ハワイ州のホノルル国際空港が「ダ

ニエル．K・イノウエ国際空港」に改

称されるなど、内外でハワイ日系人の

功續に注目が集まっているなかでの開

催となりました。続く9月30日から

l2月24日までは明治の元勲・榎本武

揚が推進した「榎本移民」に端を発し

たメキシコ移住を取り上げた「日本人

メキシコ移住120周年記念企画展示

『メヒコの心に生きた移民たち』」を開

催しました。各都道府県からの海外移

住に焦点を当てた毎年春期の企画展示

としては、 2月10日より 「海を渡っ

た高知スピリット ー高知出身の先覚

者たち－」を開催しています。

他にも公開講座、各種イベントなど

も随時開催しておりますので、みなさ

まのご来館をお待ちしております。

また、展示に連動して講演会、朗読会

など諸行事を多数開催したほか､文字・

活字文化振興のための講演会､映画会、

連句会、児童向けの「かなぶんキッズ

クラブ」 （読み間かせ会、紙芝居、子

ども映画会など） も実施した。同事業

の一環である県内図書館や小・中・高

等学校図書室へのパネル文学展巡回は

年間30回を超え、 29年度は好調を維

持した。さらに高校生限定文芸講演会、

県高文連共催によるピブリオバトルな

ども実施し、若年層の読書活動推進と

文学館利用の促進を図った。

横浜ユーラシア文化館

平成29年度上半期に開催した「タ

イ山の民を訪ねて1969～1974｣ (7/15

～9/24）では、 1969年から1974年に

かけて上智大学西北タイ歴史・文化調

査団が収集し南山大学人類学博物館が

所蔵するタイの山岳民族の衣装と生活

用具等を通して、 日本調査団の見た山

の伝統的なくらしを紹介しました。ま

た、同調査団団員だった江上波夫が個

人で収集し当館が所蔵する民族資料も

あわせて公開しました。関連講座や

ハンズオンのギャラリートーク、 ワー

クショップも好評を頂きました。下半

期は「魅惑のランプー古代地中海から

ヨーロッパ､アジア・日本まで－」 (1/30

~4/1)を開催予定。ユーラシア各地

の古代から近代までのランプ約230点

を展示、各地で用いられたランプの魅

力をご紹介します。連続講座やランプ

作り陶芸教室などさまざまな関連企画

を行います。例年どおり、横浜都市発

展記念館と共催する夏まつり (8/11)

を実施、 3月には開館祭(3/10, 11)を

開催します。開館祭では小学校2年生

で学習する「スーホの白い馬」の物語

にちなんで、ゲルの組立、馬頭琴演奏

会と体験ワークショップ、モンゴル民

族衣装の試着などモンゴル文化に実際

に触れていただけるようなイベントを

用意しています。皆さまのご来館をお

待ちしております。

県立神奈川近代文学館

29年度は指定管理者制度の第3期

の2年目にあたる。春の特別展「生誕

150年正岡子規展一病躰六尺の宇宙」

では、松山市立子規記念博物館など多

くの資料所蔵者の協力を得て、絶筆三

句など稀観資料の展示が話題となり、

入場者数17,586人（会期51日）を記

録。講演会、写生文イベントなど関連

行事も全て満席で、好評を得た。秋は

今も多くの愛読者を持つ作家・山本周

五郎の初公開資料を多く展示した特別

展「没後50年山本周五郎展」を開催。

また、中規模の企画展として、 5月末

から初夏まで「生誕120年宇野千代

展一華麗なる女の物語」を、夏に児童

向け文学展として「角野栄子『魔女の

宅急便」展」を、 30年1月末から春

にかけて二宮町にゆかりの深い作家・

山)| |方夫を回顧した「山川方夫と「三

田文学』展」を開催。 さらに12月か

ら1月中旬にかけて常設展に併設した

スポット展示「三シ谷洋子氏寄贈久生

十藺資料～近年の収蔵資料から～」を

開催。 30年春には特別展「生誕140

年与謝野晶子展一こよひ逢ふ人みな

うつくしき」の開催を予定している。

｣ICA横浜海外移住資料館

当資料館では、 日本から海外へ移住

した日本人の歴史・生活・体験や、世

界各地に存在する日系社会の現在の様

子を展示しています。

かつて多くの日本人が海を渡った出

発地・横浜で、 日本人の海外での発展

と日系社会の形成の歴史や、 日本国内

で働く日系人とその子弟の起源を知る

ことで、多文化共生社会を考えるきっ

かけとしていただければと願っていま

す。

平成29年度は、 6月24日から9月

18日まで、企画展示「写真展ハワ

イの日系人の歩み」を開催致しまし

た。第二次世界大戦で活躍したハワイ

日系人米軍兵士の子孫で構成される非

営利団体「二世ベテランレガシー」の

協力を得て開催した本展示は、 12,661

人の見学者を記録。ちょうど6月に米

◆川崎◆

川崎市青少年科学館 （かわさき宙

(そら）と緑の科学館）

当館は2012年に通称名「かわさき

宙と緑の科学館」 としてリニューアル

オープンしました。

世界最高水準の星空を投影するME

GAsTAR-mFUsIONによ

るプラネタリウム投影、川崎市域、当

館の立地する生田緑地の動植物や地質

に関する展示のほか、科学実験教室等

の各種教育普及事業を行っています。

天文分野では、小中学生等を対象と

した学習投影、乳幼児親子向けの「ベ

ビー＆キッズアワー｣、解説を60年以

上続ける河原郁夫氏による「星空ゆう

ゆう散歩」などのプラネタリウム投影

が高く評価されています。今年度は、

土日祝日の一般向け投影を4回から5

回に増やすとともに、大人向け「天体

観測講座」を新規に開催しました。

自然分野では、生田緑地での各種観
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スで見ていただけるよう、説明パネル

を中心とした展示となっています。各

展示コーナーには説明用シートを配架

したり、子どもたち向けにオリエン

テーリングシートを作成し、展示を見

ながら質問に答えることで、 さまざま

な平和問題をより分かりやすく、深く

理解してもらえるようにしています。

また、 日本語のほか、韓国・朝鮮語、

中国語、英語の音声ガイドの貸出しも

行っています。

察会など、幅広い層を対象に自然に親

しむ事業を行っており、今年度は収蔵

庫等の「バックヤードツアー｣、麻生

区黒川地区での「黒川植物観察会」を

新規に開催しました。

科学分野では、 「実験工房」 「ふしぎ

実験室」などの科学実験･体験教室を、

子ども向けのほか親子や大人向けにも

開催するとともに､科学実験キット「ワ

クワクドキドキ玉手箱」の学校出前授

業などの学校支援事業を行いました。

今年度は「子ども創意くふう教室」を

新規に開催しました。

その他、同じ生田緑地に隣接する日

本民家園との連携事業として、 「七夕

体験」 「お月見デー」を実施しました。

を開催しました。戦争体験者から直接

お話をうかがえるのは現在では大変貴

重な機会です。来場者の皆様は熱心に

耳を傾けていました。

川崎市立日本民家園

当園は、東日本の代表的な古民家を

はじめ、水車小屋、農村歌舞伎舞台な

ど25件の文化財建造物を移築・復原

し展示する野外博物館です。古民家の

うち何棟かはボランティアスタッフが

囲炉裏で火を焚いており、床上に上

がって見学いただけます。また、古民

家と昔の暮らしについて学べる常設展

示・企画展示のほか、民俗芸能公演、

昔話、体験講座などの様々な催しも

行っています。

今年度は開園50周年を迎えたこと

から、記念特別展示「日本民家園“今

昔”ものがたり」を4月29日から11

月26日まで開催したほか、記念伝統

芸能公演「祝（いわい）」の開催、企

画展示室のリニューアル、 4か国語音

声ガイドアプリの提供開始などを行い

ました。

また、 1月4日から次年度の5月27

日まで、企画展示「結び展一むかしの

べんりな結び30－」を開催。昔の人

たちが時と場合に応じて自在に使い分

けていた結びの技術について、昔の道

具や模型を使って紹介しています。

古民家の|日所在地との交流事業で

は、富山県南砺市、福島市、山梨県甲

州市との交流事業を行い、伝統芸能の

公演やこけし作りの実演、干し柿を古

民家の軒先に吊るす展示などを行いま

した。

その他にも年間を通じて様々な催し

を開催しておりますので、ぜひ御来園

ください。

明治大学平和教育登戸研究所資料館

2017年度の企画展は「科学技術と

民間人の戦争動員一陸軍登戸実験場

開設80年一」 (2017年ll月22日～

2018年3月31日）を開催しました。

2017年は登戸研究所が「陸軍科学研

究所登戸実験場」 として初めて生田

の地に設立されてからちょうど80年

にあたります。当企画展では，戦前日

本の軍・産・学共同の典型的事例であ

る登戸研究所が， どのような時代背景

のもとに,科学技術と民間人を動員し，

戦争のための兵器・資材開発に進んで

いったかに迫りました。優秀な科学者

や一般的な若者が，恵まれた勤務条件

などの理由で「気軽に登戸研究所に就

職したらいつのまにか謀略戦に加担し

ていた」 という状況や，軍による最先

端科学研究の独占などにより戦争が科

学技術の発展をゆがめた事例を詳らか

にしました。現在，学術研究の軍民両

用（デュアルユース）などへの関心が

高い中，大きな反響をいただくことが

できました。

2017年10月21日には，風船爆弾

製造に従事した，高崎，上野，満州の

かっての高等女学校生徒の皆様7名を

お招きし「元風船爆弾製造動員女子生

徒による証言会」を, 2018年3月10

日には｢元登戸研究所関係者の座談会」

川崎市平和館

当館では、 「平和とは、すべての人

間が暴力や差別、貧困や環境破壊にお

びやかされず安心して生活できる」こ

とであるとの考えのもと、 日本の過去

の戦争、戦時中の川崎、現代の武力紛

争、兵器、マスメディアと武力紛争の

関わりなどの戦争についてはもちろ

ん、国家による弾圧、武力は伴ってい

ないものの、私たちの平和的な生活を

おびやかす、環境破壊、貧困、差別な

どについても、平和問題として展示し

ています。

包括的な平和への理解を促進し、啓

発の場として、また市民の平和交流の

場として、当館が幅広く利用されるこ

とを目指しています。

1階の屋内広場（平和の広場）では、

川崎大空襲記録展（3月～5月）、親

子平和推進事業（不定期)、原爆展・

特別展（8月）､企画展･ミニ企画展（6,

11, 12、 2月）を開催しています。

2階の常設展示は、平和を包括的に

捉えて発信していくという平和館のコ

ンセプトのもと、来館者が自分のぺ－

◆ 浦◆
■■■■■■■■

■■■■■

■■■■■■■

横須賀市自然・人文博物館

平成29年3月ll日（士）～6月4

日（日）まで企画展示「横須賀製鉄所

の同窓生」を開催しました。横須賀製

鉄所が作った学校である「警舎（こう

しや)」の人びとの写真や演習図面を

展示していました。

平成29年7月15日 （土）～ll月

5日（日）に企画展示「実物のない展

示会～自然科学と二次資料～」を開

催しました。実物である一次資料の複

製や記録である二次資料にスポットを

あて、迫力あるレプリカや模型を多数

展示しました。

平成29年12月16日 （士）から特

別展示「なつかしの道具展～遊んで

学ぶ博物館～」を開催しています。平

成30年4月8日（日）まで、昭和初

期の生活を彩ったなつかしい道具を展

示し、漁師のハレ着である「万祝（ま

いわい)」の制作工程に関する記録映

像の上映や、昔ながらの遊びを楽しめ

る体験コーナーを設けています。

平成29年4月からは館長に阪元美

幸が着任しました。平成29年10月

28日（土）には当館では初となる「ナ

イトミュージアム」を地元・上町商店

街連合会との共催で開催しました。今

後も本館をはじめ、馬堀および天神島

の自然教育園、ヴェルニー記念館にお

いて、横須賀や三浦半島の自然および

人のいとなみについて研究し、分かり

やすく発信していきます。
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観音ミュージアム

新装から2周年を迎えた観音ミュー

ジアムでは、昨春に開催した「長谷寺

のちょっと昔展」において、古くから

長谷寺の近隣に在住する地元の方々よ

りご協力をいただき、長谷寺および長

谷界隈に関係する近代の古写真や映像

を紹介することができました。幕末か

ら昭和初期の長谷寺の近代史を紐解く

とともに､鎌倉の近代化をみるうえで、

早い時期からその兆しが長谷界隈に現

れていたことを本展によって皆様にご

紹介できたものと思います。

また、 リニューアルオープン記念で

開催した仏像彫亥I展にはじまる、収蔵

資料展の第3弾として、仏教美術にか

かわる美術工芸品展を夏に開催しまし

た。現在は浄土宗系の単立寺院である

長谷寺ですが、断片的に残る資料から

鎌倉時代後期には極楽寺の影響下（真

言律宗）にあったものと推測されるこ

とを、伝世する密教法具や舎利塔など

を用い紹介しました。

なお、秋季の特別公開と銘打ち、昨

年より公開を再開した「長谷寺縁起絵

巻」の展示は、今後も定例展として公

開に努める予定で、その他、長谷寺の

季節の風情に合わせた特集展示なども

計画しており、正月には、昨年鎌倉市

の指定文化財となった大黒天の公開も

行います。

これらの展示・公開に加え、デジタ

ルコンテンツにも昨春より新たに「鎌

倉三十三観音巡礼ガイド」を導入しま

した。鎌倉における三十三観音の各霊

場の詳細や、本尊写真、ご朱印などを

紹介することで、居ながらにして観音

巡礼を楽しんでいただける内容となっ

ており、展示だけでなく、今後も新た

なコンテンツの充実にも注力する予定

です。

鎌倉・吉兆庵美物館

焼物、漆器、人形などの工芸展示を

得意とする当館ですが、平成29年度

の企画展では歌・書・画の三位一体と

なった作風の清水比庵をご紹介しまし

た。清水比庵は岡山県高梁市出身で、

40代の頃には横浜市に住まいを構え

ていた歌人です。また、司法官から実

業界に身を置いた後､栃木県日光町(現

在の日光市）の町長に就任し、 日光の

観光発展に功績を遺した人物でもあり

ます。

今回の「絵手紙を愛した歌人清水

比庵」では、40枚の絵手紙をメインに

して､書画作品と併せて展示しました。

実は、比庵は昨今じわじわと人気が上

がってきている“絵手紙の元祖”とし

ても知られる人物です。展示された絵

手紙は今からおよそ100年を数えるも

ので、頻繁に描かれたのが32歳の時、

銀行員として東京から東北へ転勤した

時代でした。慣れない土地での生活や

幼い次女を失った悲しみの中から失わ

れた時間を取り戻すように毎日スケッ

チをとり、当時の東北の町の様子や流

行していた文学、食べ物がありありと

描かれ、銀行の元同僚へと届けられま

した。当時は手書きのスケッチが施さ

れた絵手紙はほとんどなく、あまりの

珍しさとほっこりとした描写から郵便

局員が回し読みしていたとも伝えられ

ています。しだいに、 この絵手紙に短

歌が添えられるなどして、のちの歌・

書・画が一つとなった芸風の礎になり

ました。来館者の中には、館内で模写

を楽しむお客様もいらっしやり想い想

いの時間を過ごされていました。

神奈川県立フラワーセンター大船植

物園

平成30年度からの指定管理者制度

への移行に向け、平成29年7月3日

から一時休園し、改装工事を行ってい

ます。平成30年4月1日には指定管

理者制度の下でのリニューアルオー

プンを予定しています。一時休園前の

一週間には感謝週間として、園長によ

るガイドツアー「花さんぽ」や、ゆる

キャラとの記念撮影会などを毎日開催

しました。また休園直前の週末となっ

た7月1日（士） ・2日（日）には「あ

りがとうフェスタ」 として入園無料と

し、お子様向けフラワーアレンジメン

ト教室や地元吹奏楽部の演奏会、サッ

クスアンサンブルによるミニコンサー

ト、園芸文化賞受賞椎野昌宏氏による

｢園芸文化の起点となったフラワーセ

ンター大船植物園」 と題した講演、植

物の即売会などを開催し、多くの入園

者の皆様にお楽しみいただきました。

改装工事では、入園口スロープの改良

やエレベータ設置などのバリアフリー

化、フラワーセンター生まれの桜「玉

縄桜」を植栽した「さくら広場」の新

設、シャクヤク園や駐車場の拡張、温

室への展示スペース設置、レストラン

の改装などを行っています。 リニュー

アルオープン後は指定管理者による管

理となりますが、今後もお客様に喜ん

でいただける植物園であるように取り

組んで参ります。

◆湘南◆

藤沢市湘南台文センターこども館

平成29年度は、夏休み特別企画展

｢宇宙へGooooo !ロケット★宇宙展」

を開催。 「見て遊ぶ、遊んで学ぶ」を

コンセプトに宇宙ロケット、探査機、

太陽系をテーマとした展示を、JAXAな

どの協力を得て実施しました。 これに

合わせた企画として、宇宙劇場（プラ

ネタリウム)で全天周映画｢感動体感！

これが宇宙ロケットの打ち上げだ！ 」

の上映会と天文講演会「イプシロンロ

ケットの挑戦」を開催。 JAXAイプシ

ロンロケットプロジェクトの森田泰弘

氏と番組にも出演している宇宙飛行士

を目指すタレントの黒田有彩氏をゲス

トに迎えた講演会を実施しました。

また、今年度は全天周映画にアニメ

の番組を3本採用。 「ワンピース｣、 「ポ

ケットモンスターXY｣、 「ドラえもん」

をゴールデンウイークや夏休みなどに

上映し、天文に興味のない子ども達

にも関心を持っていただくきっかけ作

りができました。そのほか主に土曜日

の夜に実施する「宇宙劇場ナイトイベ

ント」では「天体観望会｣、 「のんびり

アロマプラネタリウム｣、 「星空のコン

サート」など大人の方も楽しんでいた

だけるプログラムを実施し、いずれも

好評でした。

ワークショップでは、夏休み期間中

のワークショップとして「宇宙展」 と

連動した内容で実施。夏休みの前半は

｢作って飛ばそうロケット発射でゴー」

と題し、ゴム動力で高く飛び上がるロ

ケットを作製。後半の「ワクワクウキ

ウキ惑星浮き球作りでゴー」では、息

を吹きかけると発泡スチロールの球が

ふわふわと浮き上がるおもちやを作製

し、多くの子ども達が参加しました。

そのほか申込制の講座では、よこは

ま動物園ズーラシアと連携した「出張

動物園・飼育員さんとゾウさんペー

パーを作ろう」などを実施。地域の市

民団体や大学、教育機関との連携や協

力を得てさまざまな内容の講座を行い
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復興期から昭和40年代の生活用品を

展示した「昭和の秦野一暮らしと道具

展一」 (4/1～6/30)、秋季は神奈川県

西部の新東名関連の発掘調査成果を公

開した「遺跡･遺物が語る！かながわ・

秦野の歴史2017｣ (10/6～ll/26) ((公

財）かながわ考古学財団共催）を開催

しました。また、秦野の歴史や魅力を

再発見する展示「はだの史・発見展」

として、山の日に合わせ、昭和40年

代の丹沢の記録写真や新聞記事を展

示した、 「ようこそ150年前の丹沢へ」

(8/1～8/27)、明治後期の商いの様子

を展示した、 「いらっしやい！秦野の

商家一「秦野名鑑」より－」 （2/6～

3/25）を開催しました。

この他、考古学・歴史・民俗を題材

とした講演会「ミュージアムさくら塾」

を全6回、市内の遺跡の発掘調査見学

会を「ミュージアム青空レクチャー」

として（(公財）かながわ考古学財団

共催）全2回、夏休みの子ども向けに

｢ミュージアムさくら工房・親子まが

玉作り教室」を開催し、いずれも好評

を博することができました。

今後も、積極的に展示会等の地域に

むけた多様事業を行っていきますの

で、ぜひご来館ください。

元首相の邸宅を一部復元した建物で、

吉田茂が生活した空間で吉田茂の生活

の雰囲気を感じながら、近現代政治史

について学んでもらうことをテーマと

しています。当初想定していた初年度

入館者数の3万人は5月下旬に到達し、

ll月末現在、入館者数は8万3千人

を超えました。年度内に10万人を達

成するものと思われます。

邸内では定期的にミニパネル展を開

催しているほか、本年3月から5月ま

で郷士資料館で実施した|日吉田茂邸落

成記念企画展『吉田茂その生涯と大

磯』の図録と3種類のオリジナルクリ

アファイルの販売を行っています。ま

た、吉田茂の「決断」に焦点を当てた

独自のイベントや休館日の全館貸出を

実施しています。お近くにお越しの際

は、郷土資料館とあわせてお立ち寄り

いただければ幸いです。

ました。

展示ホールでは、季節に合わせた展

示として七夕飾りやお月見、ハロウイ

ンなど季節ごとに毎回テーマを決めて

実施しています。クリスマスの特別展

示では「古今東西サンタ展」を開催。

年代も地域も異なるさまざまなサンタ

を展示しました。この展示については、

東京都青梅市在住のサンタクロースコ

レクターのクロース真桜氏の貴重なコ

レクションを借用し、ご協力をいただ

きました。そのほか、連携・協力事業

として「藤沢の歴史！考古展」を藤沢

市郷士歴史課と連携して実施。旧石器

時代から始まり、縄文、弥生、古墳時

代まで年代に沿ったミニ展示を行い、

藤沢市内で出土した本物の土器などを

来館者に公開する貴重な機会として順

次展示しています。

今後も子どもから大人まで、幅広く

楽しんでいただける「地域に愛される

施設」を目指し、職員一同取り組んで

まいります。みなさまのご来館をお待

ちしています。

秦野市立桜土手古墳展示館

当館は、丹沢山系の麓、秦野盆地に

遺されていた桜土手古墳群を保存・復

元した遺跡公園（桜士手古墳公園） と

ともに、古墳群からの出土品を中心に

展示した野外・屋内とが一体となった

博物館です。

今年度の特別展として、春季は戦後

大磯町郷土資料館

平成29年4月、大磯町郷土資料館

の別館として|日吉田茂邸が開館しまし

た。平成21年3月に焼失した吉田茂

◆西湘◆

小田原市郷土文化館

当館では、郷士の豊かな自然や歴史

に関する豊富な郷士資料の調査研究・

収集・保管・展示等とともに、郷士文

化の普及向上に資する各種事業を行っ

ています。平成27年1月20日には開

館から60周年を迎えました。

本館（小田原城趾公園内）では、羽

根尾貝塚・中里遺跡・千代寺院跡など

市内の遺跡から出土した資料をはじ

め、小田原北条氏・小田原藩時代の資

料、明治・大正・昭和期の小田原と市

民の生活を紹介する資料、農具などの

生業や講など信仰に関する資料等を展

示しています。分館松永記念館（小田

原市板橋）においては、 自筆の書やゆ

かりの品々などにより、松永安左ヱ門

（耳庵）の実業家や茶人としての事績

を紹介する、常設展「松永耳庵と老樺

荘」のほか、本市ゆかりの作家の美術

作品を紹介する展示などを実施してい

ます。また、本年度は特別展「益田鈍

翁と横井夜雨」を実施し、小田原ゆか

りの数寄茶人・益田鈍翁と横井夜雨の

事績と交流を掛軸や茶道具等の資料か

ら紹介しました。

そのほかにも地域のかたがたと協働

で行う事業の実施や、郷士の歴史や文

化を学ぶ講座、特別展に関連した講演

会、野外観察会、土器製作体験教室や

日本の伝統文化を体験する普及事業な

どを実施し、小田原の歴史・文化の発

信に努めています。是非ご来館くださ

い。

外国の人々の多さに圧倒されました。

2日目の午前中は今市文化会館におけ

る「第23回全国報徳サミット日光市

大会」に参加。地元の民俗芸能「川

俣の三番嬰恵比須大黒舞｣、東北大学

名誉教授大藤修氏による基調講演「二

宮尊徳の思想と仕法の要点｣、 日光市

立轟小学校・生涯学習団体による「報

徳学習発表｣、尊徳に関係する14市町

(神奈ﾉ| |県は小田原市と秦野市）の首

長や教育長らによるパネルディスカッ

ションが行われました。午後は二宮尊

徳記念館・日光市歴史民俗資料館を見

学。同館は2017年4月1日の開館で、

2階建ての建物の1階部分が尊徳に関

連する展示スペースになっています。

同館の展示資料のレプリカ作成などに

関し、当館も少々協力をしました。な

お、同館は今市報徳役所跡に建てられ

ていますが、ここは、幕府から日光神

領89か村の復興を命じられた尊徳が

1年半の間、活動の拠点とした場所で

あり、終焉の地でもあります。

報徳博物館

当館では、二宮尊徳に関連する遺跡

めく､りを1990年から、ほぼ毎年開催

しています。当初の名称は「報徳博物

館友の会遺跡めぐり」でしたが、 2015

年に「報徳博物館遺跡めぐり」 と改称

しました。 2017年ll月10． ll日に

は第2回「報徳博物館遺跡めぐり」を

実施。総勢26名で、 1日目には栃木

県日光市今市の報徳二宮神社（祭神は

尊徳のほか、息子の尊行と門人の富田

高慶）や日光東照宮を見学。平日にも

かかわらず、東照宮の観光客、それも
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箱根町立森のふれあい館

森のふれあい館は、箱根やすらぎの

森の中心的施設で、動物や植物の展示

をとおして自然の素晴らしさ、森林の

大切さを楽しみながら理解していただ

くための施設です。

平成29年度は箱根の動植物の常設

展示を行ったほか､季節ごとに特別展・

企画展の展示替えを行い｢箱根山花暦」

｢外来生物展」 「野鳥展」 「生きた昆虫

展」 「箱根の生きもの～変化する動物・

植生～」を行いました。 自然とのふれ

あいの機会が少なくなっていることに

配盧して、 「生きた昆虫展」以外でも

常時50種類以上の生物を飼育展示し

ました。また、体験教室では、箱根や

すらぎの森をめく霧る「ウォークラリー」

や「木の実クラフト」のほか、期間限

定の楽習教室（自然観察ガイドと工作

体験）を実施しました。

ところで、当館で管理している「箱

根やすらぎの森」は、テンやニホンジ

カなど21種類の哺乳類や約85種類の

野烏、高等植物では500種類以上の植

物が確認されている自然豊かな森で

す。平成30年度は、その中の樹木や

草本の葉をとりあげ、 「森の葉っぱ展」

を予定しています。変化に富んだ形や

色の美しさのほか、香りなども紹介す

る予定です。当館は平成27年度に神

奈川県が進めている「未病いやしの里

の駅」の中の「森の駅」に指定され、

平成28年度に「箱根芦ノ湖森林セラ

ピー基地」の拠点となりました。癒し

を求める人の利用にもつながる「森の

葉っぱ展」にしたいと準備をしていま

す。

場のマルチホールでは、鈴木の代表作

品《まばたきの葉》など、 “まばたき”

をテーマにした作品4点を紹介しま

す。

さまざまな実験が潜む作品の庭を散

策し、新たな記憶と発見の始まりの場

となれば幸いです。

各館園職員の皆様のご来館を心より

お待ちしております。

彫刻の森美術館

当館は、自然と彫刻の調和をめざし、

1969年にフジサンケイグループによっ

て創設された国内初の野外美術館で

す。およそ7万㎡の広大な庭園は季節

や天候により様々な表情を見せ、 ロダ

ン、ムーアなど近現代を代表する国内

外の巨匠の作品120点余りを散策気分

で鑑賞できます。

本年度の企画展として、 「鈴木康広

始まりの庭」を2018年2月25日

まで開催しています。

鈴木康広は、何気ない自然現象を見

つめ直し、新たな感覚で翻案した作品

を制作しています。作品の題材は日常

の中にあっても、鈴木の視点がそこに

加わると当たり前に存在していたもの

に新たな発見が生じます。その瞬間の

驚きが痛快で、思わず微笑んでしまう

ことでしょう。鈴木の“見た手“を巧

みに具現化した作品の前では、子ども

から大人まで、あらゆる世代の鑑賞者

が一度は同じ視点に立ちながら、見る

側それぞれが培った体験や環境によっ

て異なる気づきも加わります。本展で

は、性質の異なる3つの展示室で構成

された本館ギャラリーを舞台に、新作

11点を含む71点を展示。また第2会

箱根ジオミュージアム

当館は、 2014年に大涌谷にオープ

ンした、箱根の魅力を紹介する箱根ジ

オパークの拠点施設です。 2015年に

大涌谷の火山活動のため1年3ケ月ほ

ど臨時休館しましたが、再開後にはさ

らに多くの方にお越したいだけるよう

に積極的な活動を行っています。

2017年4月に展示の一部をリニュー

アルし、最新の火山活動を紹介するパ

ネルや大涌谷の地形模型、箱根の温泉

模型などが仲間入りしました。 ミュー

ジアムスタッフ特製の体験型の温泉模

型は、皆様に大変好評です。また、子

どもたちが楽しみながら館内を見学

できるようにスタンプラリーを始めた

り、火山実験や工作教室などのイベン

トも定期的に開催しています。 さらに

より多くの方に来ていただくため、観

覧料を300円から一律100円に変更し

ました。ぜひ新しくなった箱根ジオ

ミュージアムに皆様お越しください。

◆県央◆

海老名市立郷土資料館・海老名市温

故館

夏季資料展「海老名の近世街道～大

山道をたどって～」を平成29年8月

1日から9月18日まで開催し、海老

名を横切る大山道のルートや大山信仰

などについて、大山講の資料や石造物

の写真を展示しました。

第37回企画展としては、神奈川県

教育委員会、 （公財）かながわ考古学

財団との共催で「河原口坊中遺跡展～

大山を望む弥生のムラ～」を平成29

年10月19日から12月10日まで開催

しました。川の跡から出土した弥生時

代の臼などの木製品や、関東では類例

の少ない板状鉄斧など貴重な出土品を

展示。掘担当者や当館職員による展示

解説やワークショップも行い、多くの

人で賑わいました。

平成30年1月6日から平成30年3

月1日までは、戌年に因み「こまいぬ

さん、あこまいぬさん、 うん」を開

催しました。海老名の石工が彫った神

社の狛犬や、仏像の台座に彫られた珍

しい狛犬などを写真で紹介しました。

厚木市郷士資料館

当館では現在、 （仮称）あつぎ郷士

資料館の31年l月末開館を目指し準

備作業中です。そのため30年4月か

ら12月の間、休館させていただきま

す。

地域の自然、歴史、民俗資料を収集・

保管し、展示などに活用することで郷

士に対する興味、理解を深めるという

スタンスは変わりませんが、開館には

質、量ともに、より充実した郷士資料

館をお見せできるかと思います。

閉館時、展示以外の普及活動もお休

みいたしますが、市民団体との共催講

座である、 「古文書解読会」 「石造物の

会」 「伝えよう ！わらべうた遊び」など

は市民交流プラザにて行っています。

相模川ふれあい科学館アクアリウ

ムさがみはら

平成29年度は「開館30周年」をむ

かえ、節目の年となりました。相模川

>の自然に親しみ、 自然を守り育てる心

を育み、市民文化の向上に寄与する施

設として開館し、平成26年3月にリ

ニューアルオープンして以来、毎年約

19万人～20万人のご来館者にお越し

頂いております｡小規模施設のため、

常に変化することで飽きさせない工夫

をし、いつ来ても驚きや新しい発見が

ある施設であり続けるよう意識してい

ます。そして今年の夏は当館の施設名

同様、原点である「ふれあい」をテー

マに、特別企画展「ふれあい夏まつり
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ミの木のイルミネーション点灯式を行

い、多くのご来館者に開館30周年を

周知する事が出来ました。

日頃よりご支援、ご愛顧頂いている

皆様に感謝するとともに、これからも

多くの方に愛される施設を目指して活

動していきたいと思います。

館30周年を祝うイベントとして「開

館30周年記念イベント」を実施しま

した。新江ノ島水族館とコラボレー

ションし、館内では海の生き物のタッ

チング水槽や、海の材料でつくるワー

クショップ、屋外の広場では、麻溝公

園ふれあい動物広場の出張ポニー乗馬

体験やミニコンサート、約10mのモ

～ふれて感じるいろんなこと～」を実

施し、期間中約7万人ものお客様にご

来館頂きました。生き物のさわり方は

もちろん、実際に生き物とふれあうこ

とで、温かさや柔らかさなど、命の大

切さやぬくもりを体感できる催事とな

りました。

また、平成29年ll月18日には開

出版物情報

た!?｣2017.9 ¥1,500

企画展図録「銭湯と横浜」2017. 1

￥1,300 （予価）

『横浜市歴史博物館紀要」第22号

2018.3 ¥価格未定

『横浜市歴史博物館調査研究報告』

第14号2018.3 ¥価格未定

『横浜市歴史博物館資料目録」第26

集2018.3非売

『横浜市歴史博物館News｣No.43

2017.7無料

『横浜市歴史博物館News｣No.44

2018. 1 無料

＊いずれも税込み価格

無料（館HPでも公開）

＊その他の出版物は、当館HPhttp://

www.kaikou.city.yokohama.jp/

books-gifts/index.htmlをご覧く

ださい。

◆凡例◆

館園名

出版物名

出版年月

有償配布の有無と定価

馬の博物館

企画展図録『馬の博物館開館40周年

記念所蔵名品展馬の美術150選

－山口晃

｢厩図2016」完成披露一』2017.9

¥1,200

同『馬をめでる武将たち』2017. 10

￥500

紀要『馬の博物館研究紀要第20号」

2017.12無償頒布

◆横浜◆

横浜美術館

平成28年度横浜美術館年報 2017.6

（美術館HPでも公開）

横浜美術館収蔵品目20162017. 10

横浜美術館研究紀要第19号2018.3

（予定）

JICA横浜海外移住資料館

『海外移住資料館だより2017年夏号」

2017.6無料

『海外移住資料館だより 2017年秋号」

2017.9無料

『海外移住資料館だより 2017年冬号』

2018. 1 無料

『JICA横浜海外移住資料館館報

(2016年度)｣2017.7無料

『JICA横浜海外移住資料館研究紀

要12｣2018.3無料

金沢文庫

特別展図録「国宝金沢文庫展」 2017.4

¥1,300 (売切）

特別展図録「アンニョンハセヨ1元暁

法師」 2017.6 ¥1,500

特別展図録「横浜の元祖宝生寺」

2017.9 ¥1,500

特別展図録「唐物KARA-MONO｣ 2017.ll

¥1,800

特別展図録「運慶～鎌倉幕府と霊験伝

説」 2018.1 ¥1,500

特別展図録｢十二神将｣2018.3 ¥(*

定）

｢金沢文庫研究」 339号2017.11¥500

「金沢文庫研究」 340号2018.3

￥500（予定）

横浜みなと美術館

『帆船日本丸Sail TrainingShip

NIPPONMARU｣2017.4¥500

展覧会『ずっと港のまんなかに新

港ふ頭」展図録2017.3価格未定

日本郵船歴史博物館

企画展図録『日本が運んだニッポンー

客船時代のメニューデザインー」

2017.4¥1,000

企画展図録「ハマの石造りドック～横

浜船渠のひみつ～』2017.7¥300

県立神奈川近代文学館

機関紙「神奈川近代文学館」 136~

139号（季刊) ¥100有償頒布あ

り

｢神奈j| |近代文学館年報」 2016年度版

(2017.7) 無料（頒布可）

特別展「生誕150年正岡子規展一病

躰六尺の宇宙」図録(2017.3)

¥1,000完売

企画展「生誕120年宇野千代展一華

麗なる女の物語」図録(2017.5)

￥600有償頒布あり

企画展「角野栄子『魔女の宅急便」展」

図録(2017.7） ￥700有償頒布あり

横浜開港資料館

企画展関連出版物「横浜・地図にな

い場所一消えたものから見えてく

る、ハマの近代』2017.4￥432品

切れ

企画展関連出版物『開港場横浜の原

風景－350年の歴史を探る－』

2017. 10¥432

企画展図録「銭湯と横浜一“ゆ”をめ

ぐる人びと－』2018.1¥1,300

館報「開港のひろば』第136～139号

横浜市歴史博物館

企画展図録『江戸時代の三浦半島をゆ

く』2017.6¥500

企画展図録『丹波コレクションの世界

Ⅱ歴史・妖・芳年“最後の浮世

絵師”が描いた江戸文化」2017.7

￥1,200

企画展図録『横浜に稲作がやってき
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