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平成２１年度横浜市歴史博物館事業報告

（平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日まで）

横浜市歴史博物館は、開港に至るまでの市域の歴史を「人々の生活」の視点から解明し、

市民が「ふるさと横浜」の歴史と文化に親しみ、学ぶことに寄与するため、高い専門性に

裏付けられた事業を進めるとともに、地域や学校との連携を一層深め、市民の期待や要望

に即した幅広い活動を目指し、本年度も各種事業に積極的に取り組みました。

博物館事業の根幹となる資料の収集・保管・整理、資料の修繕・燻蒸等は着実に実施し

ました。また調査研究事業も８本が行われ、その成果は講座・講演会、企画展の開催に活

用されました。

企画普及事業では、７本の展覧会を開催する一方で、学校団体による利用促進のための

月曜日開館、小学校への出前授業・出張土器焼き体験や、集客イベントとしての学芸員に

よる常設展示解説、収蔵資料ミニ展示と解説などを実施しました。また、市民協働では、

地元の郷土史の会や企業との連携、遺跡公園ガイドボランティアの活動に加えて、昨年度

試行した活動支援ボランティアの活動も新たに始まりました。

開港１５０周年、都筑・青葉区制１５周年、開館１５周年を記念し、海や開港期、都筑・

青葉地域の歴史等を題材とした特別展・企画展を６本開催するとともに、横浜市郷土史団

体連絡協議会、横浜開港資料館と連携して記念フォーラムや歴史探検など各種のイベント

を実施しました。また青葉区制１５周年の記念誌『青葉のあゆみ』の刊行に協力するなど、

各種記念事業に積極的に参画しました。

施設の管理運営面では、大規模施設長寿命化計画に基づき、屋根及び外壁タイル修繕工

事を行いました。

これらの事業を通して、施設の有効利用と認知度・顧客満足度が上がり、当初設定した

目標もほぼ達成するとことができました。

各事業報告

１ 資料収集保管事業（寄附行為第４条第１号）

横浜市歴史博物館における展示・教育・普及・閲覧公開等の博物館活動に活用する資

料を、購入・複製・マイクロ撮影等により収集し、分類・整理するとともに、良好な状

態で保管するため、資料の修繕・燻蒸を行いました。

（１）資料の収集・管理

項 目 点 数 事 業 内 容

資料の寄贈・寄託 寄贈 635 件

681 点

寄託 0件 0 点

主な収集資料：軍事郵便、土鈴など郷土玩具、箱ジ

ャッキ・ホーロー看板、徽章類、絵馬・郷土玩具

コレクション ほか
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実物資料の購入 10 件 64 点 主な収集資料：管領鎌倉九代記（版本）、平家物語（版

本）、小栗実記（版本）、横浜鉄道海岸之図、石渡

江逸「子安一の宮神社」、ほか

レプリカ製作 2 件 2点 主な資料：関東管領上杉清方奉行人連署奉書、市川

橋遺跡出土「武蔵国関係漆紙文書」

マイクロ撮影 3,612コマ(複製9本、

製本 22 冊)

主な資料：前田ムラ家文書、高野カツ家文書、金沢

藩士萩原家文書

資料の修繕・保存 ３件 ３点 主な資料：赤羽刀の研磨（刀 無銘１振）、オヒョウ

ゴ（地神講掛軸）の補修

資料の整理活用（収集

資料のデータ入力）

2,255 件 実物資料・図書文献資料のデータ入力を行った。

資料の整理活用（収集

資料の貸出）

６件 87 点 他の博物館・資料館での企画展・特別展に本館所蔵

資料の貸出を行った。

図書資料の公開 4,103 件 図書閲覧室で、文献資料の公開及びレファレンスを

行った。

写真資料の撮影・整理 撮影数 800 カット

新規登録件数 750 件

常設展示や企画展・特別展に関する資料及び収蔵資

料の撮影と整理・登録を行った。

画像資料の貸出 貸出件数 69 件 281 点 他の博物館や公共機関、出版社などへの写真資料の

貸出を行った。

（２）資料収集内訳

区 分 購入 複製 寄贈 寄託 合計 累計

絵 画（点） ４
（６）

―

（―）

―

（４８）

―

（―）

４
（５４）

１，９２０

（１，９１６）

工芸品（点） ―

（―）

―

（―）

―

（―）

―

（―）

―

（―）

１３２

（１３２）

彫 刻（点） ―

（―）

―

（―）

―

（―）

―

（―）

―

（―）

２０

（２０）

書 跡（点） ―

（１）

―

（―）

―

（―）

―

（―）

―

（１）

４６

（４６）

典 籍（点） ６０

（１）

―

（―）

―

（―）

―

（―）

６０

（１）

３，９１９

（３，８５９）

古文書（点） ―

（２３）

１
（１）

―

（1,601）

―

（―）

１
（1,625）

３１，１６５

（３１，１６４）

古記録（点） ―

（―）

―

（―）

―

（―）

―

（―）

―

（―）

３９

（３９）

絵 図（点） ―

（―）

―

（―）

―

（―）

―

（―）

―

（―）

１５９

（１５９）

歴史資料（点） ―

（―）

―

（―）

３１０

（2,456）

―

（―）

３１０

（2,456）

１０，９５８

（１０，６４８）

考古資料（点） ―

（―）

１
（１）

―

（１）

―

（―））

１
（２）

１，０２８

（１，０２７）

民俗資料（点） ―

（―）

―

（―）

３７１

（４４）

―

（―）

３７１

（４４）

７，８４５

（７，４７４）

図書文献資料（点） 146
（100）

―

（―）

1,476
（2,452） （―）

1,622
（2,552）

５５，３０４

（５３，６８２）

合 計 ２１０

（１３１）

２

（２）

2,157
（6,602）

―

（―）

2,369
（6,735）

１１２，５３５

（１１０，１６６）

※（ ）内は、前年度点数。
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（３）図書閲覧室利用状況

項 目 平成２１年 平成２０年 平成１９年

閲 覧 室 利 用 者 数（人） ７，５２０ ８,１３１ ９，７７４

複 写 申 込 件 数（件） ９２５ ５３１ ７０８

複 写 枚 数（枚） ７，０００ ６,０１９ ９，０１７

レ フ ァ レ ン ス 件 数（件） ４９１ ３９２ ４６１

（４）資料の保管

項 目 目的・意図 及び 内容・成果

保存燻蒸処理 燻蒸庫を使った二酸化炭素燻蒸のほか、資料に則した簡易燻蒸も

合わせて行った。

環境検査 館の環境を把握するため、定期的に昆虫類モニタリング、菌類測

定、塵埃測定、光学的測定を行った。

（５）資料保管施設の管理

保管施設 保 管 資 料

横浜市歴史博物館収蔵庫（1,901 ㎡） 原始・古代から近現代までの考古資料・歴史資料・民俗資料。

２ 調査研究事業（寄附行為第４条第１号）

収集資料の整理や、企画展や講座・講演会の基礎的資料収集のための調査研究・資料

整理を行いました。

（１）基礎的調査研究１：収蔵資料に関する調査研究

項 目 目的・意図 及び 内容・成果

縄文時代漁労具の研究（１／２年

次）

資料の豊富さに比して、必ずしも研究が進展していない、関東地

方の縄文貝塚出土の銛頭・釣針などの骨角製漁労具に関する集

成・分析のため、漁労具の集成・資料の観察とデータ分析・検討

作業を行った。

誠拙周樗関係資料の研究（２／３

年次）

誠拙資料とともに古月派の関係資料も収集し、近世後期に横浜で

活躍した禅僧たちの事績を明らかにすることを目的として、本年

度は、昨年に引き続き、誠拙及び古月派に連なる臨済禅僧の資料

の所在確認、また当館所蔵の誠拙関係資料の調査を行った。

軍記物語の研究（２／３年次） 鎌倉時代の承久の乱をテーマにし、その時代の武士たちの活躍を

えがいた当館所蔵の軍記物語「北条太平記」について、当館蔵「鎌

倉殿中以下年中行事」や他館所蔵の類本との比較検討を行った。

（２）基礎的調査研究２：地域資料に関する調査研究

項 目 目的・意図 及び 内容・成果
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杉山神社関係資料の収集と研究

（３／３年次）

杉山神社に関する古代からの史料を収集、検討することにより、

各時代における神社の位置づけを明らかにすることを目的に、本

年度は、杉山神社に関係するこれまでの研究の整理・検討をおこ

なうとともに、式内社の論社となっている杉山神社に関する考察

を行った。３年間の成果は、調査報告Ｖｏｌ．４～６に掲載し、

市民に公開した。

「香蔵院珎祐記録」の基礎的研究

（３／３年次）

室町時代には鶴岡八幡宮の塔頭のひとつであり、横浜市神奈川区

の神奈川湊付近に所領を持っていたと考えられる香蔵院の院主

珎祐の記録を採り上げ、この資料を熟読し、室町時代の横浜市域

の鶴岡八幡宮領の様相の一端を明らかにした。３年間の成果は、

調査報告Ｖｏｌ．４～６に掲載し、市民に公開した。

武州金沢藩に関する基礎資料の分

析（３／３年次）

当館所蔵の武州金沢藩士萩原家文書中に含まれる同藩藩庁文書

を分析することで、同藩の近世後期〜明治初年の実態を検討し

た。本年度は、武州金沢藩士萩原則嘉の嘉永５年日記の解読を行

い、前年度に解読・分析を行った嘉永４年日記とあわせて、嘉永

年間における金沢陣屋・藩士家の年中行事の概要を明らかにし

た。３年間の成果は、調査報告Ｖｏｌ．４～６に掲載し、市民に

公開した。

船釘の比較研究（２／３年次） 和船の建造に欠かせない船釘について、横浜市と他地域との差異

について、種類、製造、地域差などの視点から比較研究するため、

本年度は木曽川流域の調査・ヒアリングを行った。

市民協働による市域の民俗調査

（２／３年次）

市民協働事業の一環として、市民調査員（仮称）を組織し、市域

の民俗調査を実施することを目指すもので、本年度は前年度講座

受講者による「民俗に親しむ会」を組織し、具体的なフィールド

として鶴見川流域の現地見学を 2 回実施した（他に雨天中止 1

回）。

（３）横浜の歴史をテーマにした調査研究：企画展開催に向けての調査研究

項 目 目的・意図 及び 内容・成果

「ムラに生きる人々」に関する調

査研究

２２年度以降に開催する予定の企画展の検討と、基礎的な資料の

調査を行った。

「人と物の流れ」に関する調査研

究

２２年度以降に開催する予定の企画展に関わる資料の調査、借用

交渉などを行った。

「変わる横浜の形」に関する調査

研究

２２年度以降に開催する予定の企画展の計画立案、基礎的な資料

の確認調査を行った。

（４）資料の調査整理

項 目 目的・意図 及び 内容・成果

資料の整理 資料収集活動や調査研究で収集した資料・データなどの整理を行

った。
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３ 常設展事業（寄附行為第４条第２号）

常設展示室において、収蔵資料の公開や、学芸員による解説を実施することで、積極

的な集客を図りました。また、展示資料・ジオラマ類・ビデオ機器の保守点検を実施し、

円滑な博物館運営を行いました。

（１）常設展示室での実施事業

項 目 目的・意図 及び 内容・成果

常設展示解説 毎月末土曜日に「ラストサタデープログラム」の一環として、学

芸員による常設展示解説を行った。

参加者：２６０名（全１２回）

収蔵資料ミニ展示 ７・８・９月と１・２・３月の６回、各時代の収蔵資料をスタデ

ィサロンで展示し、各最終日に解説を行った。

解説参加者：１００人（全６回）

（２）常設展示室観覧者の推移

有料観覧者（人） 無 料 観 覧 者

（人）

合計

（人）
前年比

開館

日数

1日平均

入館者(人)大人 高大 小中 計

21 年度 12,129 1,357 11,944 25,430 48,615 74,045 96.8% 311 日 238

20 年度 14,084 1,331 14,188 29,603 46,875 76,478 100.5% 311 日 246

19 年度 16,157 1,236 14,444 31,837 44,243 76,080 84.0% 309 日 246

４ 企画普及事業（寄附行為第４条第２・４・５・６・８号）

常設展示を補うテーマや新たな調査研究の成果に基づく企画展示を開催しました。同

時に、市民が横浜の歴史をより身近で興味深く感じてもらえるように体験学習や歴史講

座等を開催し、生涯学習活動を支援しました。

また、地域・学校や市民ボランティアと連携した事業や、施設の有効利用と認知度・

顧客満足度を高めるための事業を実施しました。

（１）企画展・特別展の実施

画展名/開催期間 観覧料 観覧者数 目的・意図 及び 内容・成果

横浜開港 150 周年記

念特別展

海賊－室町・戦国時

代の東京湾と横浜－

H21.4.4(土)

～H21.5.10(日)

会期 33 日

大人

500 円

大高

300 円

小中

100 円

13,280 人

１日あたり

402 人

中世の東京湾岸では、関東に進出した北条氏と房総半

島の里見氏が東京湾を挟んで対峙し、両者は海賊衆を

仕立てて海上で戦った。本展覧会では、市域の湊に関

わる資料と、室町から戦国時代の東京湾岸の争乱、と

くに海賊衆による海戦を中心に資料を紹介した。この

展覧会は日本財団から助成金を受けた事業。

①フロアーレクチャー ２回 参加者５３人

②講演会

４／２６（日）山内譲氏「瀬戸内海の海賊」

参加料５００円、参加者１１６人

５／ ２（土）黒田基樹氏「東京湾をめぐる戦国争

乱」、参加料５００円、参加者１４３人
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５／ ３（日）滝川恒昭氏「境界の海東京湾と房総

の海賊・城」、参加料５００円、参加者９９人

③バスツアー

４／１６（木）「里見氏の城・館山城と内房の寺社

を訪ねて」、参加料４０００円、参加者４３人

４／２３（木）「横浜港クルーズと船の科学館めぐ

り」、参加料２５００円、参加者１３人

④東京湾海賊クイズ

展示室内で会期中にクイズを実施。

参加者７７４人

⑤湾岸の１２館の博物館園をめぐるスタンプラリー

⑥図録等刊行物の作成 １６５０部作成

定価１０００円、売上８００部

⑦小学生向け展示パネルの設置

⑧関連図書コーナーの設置（図書閲覧室）

開港 150 周年記念企

画展パートⅠ「絵地

図・浮世絵にみる開

港場・横浜の風景」

H21.5.23(土)

～H21.7.5(日)

会期 38 日

大人

300 円

高大

200 円

小中

100 円

11,653 人

１日あたり

307 人

安政６年（１８５９）の開港前後から明治１０年代ま

での開港場・横浜を対象として、横浜市歴史博物館・

横浜開港資料館所蔵の絵地図・浮世絵等を展示するこ

とにより、開港期～明治初年の横浜とその周辺地域の

風景の変貌を紹介した。

①研究講座

５／３１（日）「３５０～１５０年前の横浜」

参加料２００円、参加者３１人

６／２０（土）「絵地図・鳥瞰図にみる開港場・横

浜」、参加２００円、参加者３３人

７／ ５（日）「東海道神奈川宿より横浜へ」

参加料２００円、参加者５６人

②フロアレクチャー ３回 参加者５９人

③図録等刊行物の作成 ２０００部作成

定価７００円、売上５２３部

④小学生向け展示パネルの設置

⑤関連図書コーナーの設置（図書閲覧室）

開港 150 周年記念企

画展パートⅡ「瓦

版・絵巻にみるペリ

ー来航と横浜開港」

H21.7.18(土)

～H21.8.30(日)

大人

300 円

高大

200 円

小中

100 円

4,925 人

１日あたり

130 人

安政６年（１８５９）の開港前後から明治１０年代ま

での開港場・横浜を対象として、横浜市歴史博物館・

横浜開港資料館所蔵の瓦版・絵巻・絵葉書類を展示す

ることにより、開港期～明治初年の横浜とその周辺地

域の風景の変貌を紹介した。

①講演会

８／ １日（土）原島広至氏（中経文庫『横浜今昔
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会期 38 日 散歩』著者）「横浜絵はがきを読み解く」、参

加料５００円、参加者５７人

②フロアレクチャー ３回 参加者７０人

③図録等刊行物の作成 １５００部作成

定価７００円、売上２８５部

④関連図書コーナーの設置（図書閲覧室）

都筑・青葉区制１５

周年／横浜開港１５

０周年記念 収蔵資

料展「都筑・青葉の

生活と歴史」

H21.9.12(土)

～H21.10.4(日)

会期 20 日

大人

200 円

大学生以

下無料

1,662 人

１日あたり

83 人

横浜が開港して以降、同地域の人々の生活を支えた都

筑区・青葉区地域から寄贈・寄託された資料を中心に、

開港以降横浜を支えたこの地域の生業や歴史などを

紹介した。

①研究講座

９／２０（日）「江戸時代の都筑郡」

参加３００円、参加者２８人

９／２７（日）「環境とくらしの変化―近代の都筑

区を中心に―」、参加料３００円、参加者１２

人

②フロアレクチャー ４回 参加者２８人

横浜開港１５０周年

記念,都筑区・青葉区

区制１５周年記念特

別展「陸の道と海の

道の交差点 江戸時

代の神奈川」

H21.10.17(土)

～H21.11.29(日)

会期 38 日

大人

400 円

高大

300 円

小中

200 円

5,788 人

１日あたり

152 人

安政６年(１８５９)の開港以前における横浜市域の中

心地であった神奈川地域(東海道神奈川宿・神奈川湊)

の繁栄の一端を御殿・陣屋の所在地といった政治的側

面と東海道や神奈川道といった陸上交通及び海上・河

川交通の結節点という経済的側面から紹介した。

①講演会

１１／８（日）増田恒男氏（司馬遼太郎記念館学芸

部長）「大熊弁玉―神奈川に弁玉といはれし僧

ありて―」、参加料５００円、参加者６９人

②落語会

１１／２２（日）桂歌助氏 落語「御神酒徳利」他

１本、参加費１０００円、参加者４３人

③研究講座

１０／２４（土）「政治拠点としての神奈川」

参加料２００円、参加者１２人

１１／１５（日）「宿場町としての神奈川」

参加料２００円、参加者２５人

１１／２９（日）「港町としての神奈川宿」

参加料２００円、参加者２６人

④フロアレクチャー ３回 ４８人

⑤フォーラム「神奈川湊から横浜港へ」

横浜市郷土史団体連絡協議会主催、当館・横浜開港

資料館共催の市民協働事業。講師は、館長ほか４名。



8

参加者１２１人

⑥横浜市郷土史団体連絡協議会所属団体紹介パネル

展示を１０／２０（火）～１１／１（日）２階廊下

で開催した。

⑦紙芝居 １１／２８（土）

「あおば紙芝居一座」による青葉区域の民話を題材

とした紙芝居を開催。参加者７０人。無料。

⑧歴史散歩「歴史の道 神奈川宿を歩く」

神奈川区いまむかしのガイドの会主催事業への協

力。１１／１２（木）開催。参加者１６人

⑨図録等刊行物の作成

２種類 各２０００部作成

定価５００円・７００円、売上合計５６９部

⑩関連図書コーナーの設置（図書閲覧室）

「横浜市の考古資料

展」

H21.12.12(土)

～H22.1.11（月・祝）

会期 21 日

無料 3,357 人

１日あたり

160 人

横浜市が指定してきた文化財の中で当館が所蔵する

考古資料の主なものを紹介した。同時に市内遺跡の調

査・整理の成果を報告する「横浜の遺跡展」、横浜市

立学校総合文化祭「社会科作品展」を開催した。

①フロアレクチャー ４回 参加者５１人

②講演会 １２／１９（土）

「科学の力で古代を探る！－北川表の上遺跡の発掘

成果と化学分析―」、参加料 500 円、参加者６２人

開館１５周年記念特

別展 「古代の役所

と地域社会―誕生！

古代よこはまの郡家

（ぐうけ）―」

H22.1.23(土)～

H22.3.22(月・祝)

会期 51 日

大人

400 円

高大

200 円

小中

100 円

8,226 人

１日あたり

161 人

古代国家の地域社会の核となった郡の役所がどのよ

うな存在であったのかを明らかにする展示を行った。

郡家の構造とともに、郡家における文書行政の実態、

税の収集や稲の貸付である出挙の実像など、郡家を媒

介とした人やモノの流れの諸相、郡家における祭祀の

諸相など、郡家の多様な姿を紹介した。この展覧会は、

重要文化財等公開促進事業の一環。

①講演会

２／１４（日）前沢和之氏（舘林市役所市史編纂セ

ンター専門指導員）「『上野国交替実録帳』か

らみる郡家と地域社会」

参加料５００円、参加者５４人

２／２８（日）森公章氏（東洋大学教授）「郡家の

構造と機能」、参加５００円、参加者９６人

②研究講座

２／ ６（土）「横浜市域の郡家―武蔵国都筑郡家

を中心に―」、参加３００円、参加者３４人
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２／２０（土）「郡家成立以前―７世紀後半の地域

編成―」、参加料３００円、参加者４６人

３／ ６（土）「武蔵国都筑郡と郡家の成立過程」

参加３００円、参加者４７人

③フロアーレクチャー ６回 １３２人

④関係遺跡散歩

２／１６（火）「武蔵国府周辺を歩く」（熊野神社

古墳・武蔵国庁跡・大国魂神社・府中市郷土森

博物館）、参加３００円、参加者３０人

３／ ２（火）「武蔵国都筑郡家周辺を歩く」（長

者原遺跡の跡地・赤田２号墳（復元）・市ヶ尾

横穴墓群・稲荷前古墳群）参加３００円、参加

者４５人

⑤関連遺跡見学バスツアー（日帰りバスツアー）

３／１２（金）「駿河国志太郡家を訪ねて」（藤枝

市郷土博物館・御子ケ谷遺跡・国府八幡宮・遠

江国分寺跡）、参加料４０００円、参加者３６

人

⑥図録等刊行物の作成 １５００部作成

定価８００円、売上６９１部

⑦関連図書コーナーの設置（図書閲覧室）

（２）企画展示室観覧者の推移

有料観覧者（人） 無料観覧者

（人）

合計

（人）

前年比 開催

日数

1日平均

入館者(人)大人 高大 小中 計

21 年度 7,873 675 2,152 10,700 38,191 48,891 89.5% 239 日 205

20 年度 8,115 585 6,090 14,790 39,860 54,649 97.0% 233 日 235

19 年度 12,912 683 6,305 19,900 36,424 56,324 73.1% 224 日 251

（３）歴史講座等の開催

講座名称/開催日 参加者数 事 業 内 容

古文書解読教室

初めての古文書

H21.10.2(金)

～H21.12.4(金)

毎金曜 10 回連続

各回

４４人

合計

４４０人

初心者を対象に江戸時代の古文書を教材として解読の初歩を学

ぶ講座を行った。

講師：井上攻、小林紀子

会場：歴史博物館 研修室

参加料：５，０００円

古文書解読講座（上

級）

H22.1.14(木)

～H22.2.11(木)

毎木曜 ５回連続

各回

４９人

合計

２４５人

古文書解読の経験がある人を対象に、内容を重視した上級講座を

行った。

講師：斉藤司

会場：歴史博物館 講堂

参加料：２，５００円
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中世史講読講座

H22.1.14(木)

～H22.2.11(木)

毎木曜 ５回連続

各回

５５人

合計

２７５人

中世史の良質な史料を教材に地域に関する特定のテーマを明ら

かにする講座を行った。

講師：阿諏訪青美

会場：歴史博物館 講堂

参加料：２，５００円

古代史講読講座

H22.2.18(木)

～H22.3.18(木)

毎木曜 ５回連続

各回

４２人

合計

２１０人

日本古代史の主要な問題について関係史料を読み解く講座を行

った。

講師：平野卓治、柳沼千枝

会場：歴史博物館 講堂

参加料：２，５００円

土器づくり教室

H22.2.14(日)

～H22.3.20(土)

全４回

各回

２４人

合計

９６人

横浜縄文土器づくりの会の指導で、港北ニュータウン出土の縄文

土器をモデルに土器づくりの体験教室を行った。また、完成作品

の展示会を開催した。

会場：歴史博物館 工房・野外広場

参加料：３，５００円

出張土器づくり教室 １６人 横浜縄文土器づくりの会との協働で、市内の公立小学校へ出張し

て、土器づくりの指導を行った。

10／15（木）、11／6（金）、12／9(水) 下末吉小学校

竪穴住居に泊まろう

H21.9.19(土)

～H21.9.20(日)

２４人 小学生とその親を対象に遺跡の復元住居で、火起こしや遺跡解

説、竪穴住居に宿泊する体験教室を行った。

参加料：大人 1,500 円、子供 700 円 参加者：９世帯２４人

横浜開港１５０周年

シンポジウム「地域か

ら考える横浜開港」

H21.10.24(土)

２１３人 東海大学と連携し横浜開港１５０周年を記念して、講演会とシン

ポジウムを開催した。

講演会講師：大口勇次郎（お茶の水大学名誉教授）

会場：東海大学松前記念館講堂

放送大学連携授業

H21.10.25(日),

11.8（日）,15（日）

３６人 放送大学（神奈川学習センター）と連携して、授業科目「史跡踏

査入門」を歴史博物館で開設した。

講師：井上攻、平野卓治

会場：歴史博物館 史跡現場（旧神奈川宿、市ケ尾周辺古墳）

開館 15 周年記念特別

講演会

H22.2.7(日)

１９７人 開館１５周年を記念して「中世東国の戦争と平和―享徳の乱を中

心に―」と題する特別講演会を行った。

講師：峰岸純夫（東京都立大学名誉教授）

会場：歴史博物館 講堂 研修室

講師派遣 地域の研究団体、歴史研究サークル等が主催する講座・講演会へ

学芸員を派遣した。延べ３２回。

（４）体験学習の実施

会場/開催日 参加者数 参加料 事 業 内 容

体験学習室

毎日開催

55,442 人 無料 さまざまな道具に直接触れ、歴史を実感できる内

容で実施した。
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常時開催：銅鐸鳴らし、石臼で粉ひき、火打石、

あかり比べ等

ミニ展示

・私たちが作った縄文土器展

４／１（水）～４／５（日）

・江戸の旅・明治の旅

７／１０（金）～１１／２７（金）

・ちょっと昔を探してみよう

１１／２８（土）～３／３１（水）

・「江戸時代の旅」｢ちょっと昔をさがしてみよ

う｣に合わせ、子ども向けのワークシートなど

を用意し、放課後や週末のこどもの居場所を

提供した。

体験コーナー

H21.4.9(水)

～H21.6.27（金）

26,856 人 無料 小学校団体が多い４～６月にかけて、エントラン

スホール・復元住居等で、火起こし疑似体験や貫

頭衣を試着したりできるコーナーを設置し、ミニ

体験を実施した。

工房

土日開催(１日２回)

22 日 44 回

1,093 人 300 円 小学生の親子を中心に、楽しみながら歴史に触れ

る教室を開催した。

勾玉づくり、土偶づくり、小田原提灯づくり、凧

づくり、草履編み、紙すき体験、万祝染体験等

古代人体験

H21.8.1(土)

４０人 300 円 小学校５・６年生を対象に、火起こしや勾玉作り

など古代人の体験を行った。都筑区役所と都筑区

青少年指導員連絡協議会と共同主催。

市民協働ワークショ

ップ

H21.5.9(土).10（日）、

6.6（土）

３４人 無料 横浜縄文土器づくりの会の企画を得て、協働で「大

むかしの粘土細工」を実施した。

日産スタジアム勾玉

作りワークショップ

H21.5.16(土)

６９人 100 円 横浜マリノス株式会社と協同で、日産スタジアム

に出張し勾玉作りのワークショップを実施した。

出張ワークショップ

H21.8.9(土)

１８人 100 円 西武百貨店と協同で、東戸塚西武百貨店に出張し

勾玉作りのワークショップを実施した。

不登校学級ワークシ

ョップ

H21.10.28(水)

３４人 300 円 不登校学級「ハートフルスペース都筑」の児童・

生徒を対象に勾玉作りのワークショップを実施し

た。
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体験広場野焼き ４５６人 無料 工房で作った土偶等の野焼きを横浜縄文土器づく

りの会と協働で行い、市民に公開した。

６／７（日）、８／２２（土）、１０／１７（土）、

３／２０（土）

小田原ちょうちん作り・マリノスケ参上 西武百貨店・出張勾玉作り

（５）「夏休み博物館たんけん隊」の実施

会場 開催日 参加者数 事 業 内 容

常設展示室

企画展示室

博物館ﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞ

H21.8.2、

9、16、23

（日）

１日２回

１５６人 博物館を楽しみながら関心を高めてもらうために、

親子や児童生徒を中心に開催した。

内容：企画展の展示ポイント解説、常設展示室の照

度測定体験、赤外線テレビカメラでの調査体験、博

物館バックヤード見学など

（６）「ふるさと横浜探検」の実施

探訪地 開催日 参加者数 事 業 内 容

横浜開港１５０周年

記念企画 よこはま

事始め 山手地区

H21.4.30

(木)

３４人 開港場に隣接した横浜山手地区を探訪した。

参加料：７００円

横浜開港１５０周年

記念企画 よこはま

事始め 関内地区

H21.5.21

(木)

３３人 開港場に隣接した横浜関内地区を探訪した。

参加料：７００円

横浜開港１５０周年

記念企画「開港場新

潟と北前船の湊を訪

ねて」

H21.6.3

( 水 ) ～ 4

（木）

２７人 横浜開港１５０周年の記念企画として、同時期に開

港した新潟と周辺の北前船が寄港した湊を見学する

１泊ツアーを実施した。

参加料：２８，０００円

横浜開港１５０周年

記念企画よこはま事

始め 神奈川宿から

開港場へ

H21.7.2

(木)

３３人 開港場に隣接した神奈川から関内地区を探訪した。

参加料：７００円

鶴見川と寺家の里山

を訪ねて

H21.10.24

(木)

１６人 自然観察を中心に鶴見川流域の川と谷戸を探訪し

た。

参加料：大人７００円、小学生３００円
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横浜開港１５０周年

記念企画「開国・開

港ゆかりの浦賀周辺

の歴史散歩」

H21.11.19

（木）

３６人 日本の開国・開港のゆかりの地である浦賀周辺を探

訪した。

参加料：７００円

国史跡長浜城と韮山

周辺の歴史散歩

H22.3.25

（木）

４０人 伊豆周辺の後北条氏の城跡を大型バスで巡った。

参加料：４，０００円

（７）集客イベント等

項 目 開催日 参加者数 事 業 内 容

開港１５０周年記念

フェスタ

H21.6.6

(土)～

7(日)

1,300 人 常設展示室、企画展示室無料開放。土器パズル、近

世・近代ブース展示解説、企画展展示解説、昔あそ

び、昔ののりもの、音楽マジック等のパフォーマン

ス、遺跡公園野焼きを実施。

４区のチェンジ！大

変貌展－横浜市編入

７０年の歴史

H21.7.9

(木)～

26(日)

博物館＋北部４図書館合同郷土展

「横浜市北部地域の１５０周年」

都筑区・青葉区・港北区・緑区の各図書館と博物館

の協働で、資料・写真パネルの巡回展示を行った。

横浜Ｆマリノス展 H21.8.15

(土)～

30(日)

横浜Ｆ・マリノスとの協働で、横浜Ｆ・マリノス提

供の資料によるミニ展示を行った。

都筑アートプロジェ

クト 2009 ニュータ

ウン ピクニック―遺

跡をめぐるアート―

H21.10.1

1( 日 ) ～

11.7(土)

16,000 人 都筑民家園と協働で歴史博物館・民家園・遺跡公園

を会場に現代アート展を開催した。関連企画として

８月から周辺小学校でのワークショップや公園での

アートマーケット、コンサートを実施した。

博物館感謝デー H22.1.30

(土)～

31(日)

5,786 人 常設展示室・企画展示室の無料開放。常設展示・特

別展解説、時代衣装を装着した案内係、紙芝居、パ

ントマイムショー、講演会ビデオの上映、土器復元

パズル、ショップフェアーを実施。

ラストサタデ―プロ

グラム（火起こし）

全３回 219 人 学芸員による常設展示解説のほか、4/25、5/30、6/27

に正面玄関にて火起こし体験実施。

（８）エントランスホールコンサートの実施

横浜市歴史博物館の認知度を高め、新規来館者の開拓を図るため、博物館エントランスホールを

会場としてコンサートを開催しました。

事業名/開催日 事 業 実 績 等

第１６回コンサート

「横浜150年を記念して」

～名曲コンサート～ H21.7.4(土)

演奏者：ピアノソロ 田口千晴、ソプラノ 田上裕子

フルート 高橋雪･池田雪花、ピアノ 加納麻衣子

来場者数：３７２人

第１７回コンサート

「アンサンブル・ラインクリスマ

スコンサート」 H21.12.5(土)

演奏者：バイオリン 手島志保、バイオリン 平岡陽子

ヴィオラ 東 義直、チェロ 松岡 陽平

来場者数：１５０人
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博物館感謝デー 都筑アートプロジェクト 2009

（９）ボランティアの活動支援

項 目 事 業 内 容

ボランティア事業 ・市民ボランティアにより、小中学校団体、及び一般来館者へ大

塚・歳勝土遺跡公園、旧長沢家住宅の無料解説ガイドを行った。

また、当事業は、ガイド研修を通じて登録者の考古学・歴史学に

関する自己学習・生涯学習の支援を兼ねている。

①ガイド登録者数：５３人

②登録期間 ２年間（６期生 平成 21・22 年度）

③基本ガイド時間 小学校団体 45 分間

一 般 60分間

・学校団体来館時の対応や、ラストサタデープログラムなどの事

業を支援してもらうことを目的とした、活動支援ボランティアを

実施した。

①登録者数：１９人

②活動実績

４～６月学校団体対応火起こし疑似体験活動

ラストサタデ―プログラム火起こし体験

夏休み勾玉教室

アートプロジェクト 活動のべ人数４４２人

ガイドボランティア研修の実施 ・館外研修会・研修講座等を開催した。

・本年度は第６期の１年目で、活動期間は、平成２１年４月１日

～２３年３月３１日。

項 目 平成２１年度 平成２０年度 平成１９年度

活

動

実

績

ガ イ ド 実 施 日 数（日） ３０６ ３０２ ２９９

解 説 回 数（回） ９２０ ９５２ ９２５

１ 日 平 均 解 説 回 数（回） ２．８７ ３．０４ ３.１

参 加 者 数（人） ２８，２９６ ３０，００８ ２７，７６３

団 体 対 応（件） ３０６ ３３６ ３３２

団 体 の う ち 学 校 数（校） ２７０ ２８８ ２９８
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（10）学校連携事業の実施

学校利用を促進するために、エデュケーターを中心に「学校の博物館利用研究会」を運営し、展

示資料案内の作成、教師向けと児童向けのホームページの作成、区別展示物の児童向け資料作成を

行いました。また、「吉田新田」「出張土器づくり」についての小学校への出前授業と、近隣４区の

小学校向けに常設展示室で吉田新田の説明を行いました。また、教職員を対象とした、吉田新田の

学習会を行い、各区社会科研究会研修会の運営に参加協力しました。

事業名／開催日 事 業 内 容 等

学校の博物館利用研究会

第１回 H21. 6.27(土)

第 2回 H21. 8.29(土)

第 3回 H21.12.13(土)

第 4回 H22. 2.27(土)

①横浜市小学校社会科研究会所属の教員５名及び関係職員で構

成。区ごとの常設展示物と史跡紹介資料作成を行った。

②財団諸施設に対する学校ニーズについて調査した。

③歴史博物館をはじめ、他館についての利用方法も検討した。

④区ごとの歴史ポイント見直し、展示物説明を作成した。

教職員専門研修

H21. 7.30(木)

市教育委員会が主催する教職員研修を受け入れて実施した。

参加人数：３４人

月曜開館 学校団体の来館が多い４・５月の月曜日に臨時開館し、混雑緩和

と積極的な学校団体誘致を図った。

吉田新田出前授業

９校 ９５７人

１０／ １（木）神奈川区子安小学校 ３クラス １２０人

１０／２９（木）中区立野小学校 ３クラス ９９人

１１／１１（水）南区別所小学校 ３クラス １１５人

１１／２４（火）泉区下和泉小学校 ３クラス ９９人

１１／２７（金）青葉区つつじが丘小学校 ３クラス１０３人

１２／ １（火）南区永谷小学校 ３クラス ９１人

１２／１０（木）旭区二俣川小学校 ３クラス １０１人

１２／１１（金）港南区丸山台小学校 ２クラス ７９名

１２／２２（火）瀬谷区瀬谷小学校 ４クラス１５０名

常設展示室吉田新田説明

１４校 １，５７１人

１０／ ９（金）青葉区桂小学校 ３クラス ８２人

１０／２３（金）都筑区茅ヶ崎東小学校 ５クラス １８８人

１０／２８（水）都筑区都筑小学校 ４クラス １３４人

１１／ ５（木）都筑区山田小学校 ３クラス ９３人

１１／１３（金）都筑区牛久保小学校 ３クラス １１２人

１１／１９（木）青葉区東市ヶ尾小学校 ４クラス １２７人

１１／２０（金）青葉区山内小学校 ４クラス １３５人

１１／２６（金）都筑区荏田西小学校 ４クラス １３４人

１２／ ３（木）港北区新吉田小学校 ２クラス ５３人

１２／ ４（金）青葉区剣山小学校 ２クラス ６０人

１２／ ９（水）泉区いずみ野小学校 ２クラス ４９人

１２／１５（火）青葉区山下みどり小学校 ３クラス ９４人

１２／１７（木）都筑区川和小学校 ３クラス ７７人

１２／１８（金）東山田小学校 ６クラス ２３３人
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教職員対象の吉田新田の学習会 授業での学習ポイントを説明

８／ ４（火）５２人、８／２５（火）６２人

各区社会科研究会への事業 ６／１０（水）都筑区社会科研究会 ３０人

「吉田新田学習会」

７／ ８（水）港北区社会科研究会 ２５人

「吉田新田学習会」

８／２７（木）泉区社会科研究会 ２４人

「火起こしの体験＋常設展見学」

（11）小・中学校団体利用の推移

項 目 平成２１年度 平成２０年度 平成１９年度

学 校 数（校） ３９３ ４５２ ４２５

児 童 ・ 生 徒 数（人） ３８，１３２ ４１，６３９ ３７，６９５

（12）実習・研修の受け入れ

項 目 事 業 内 容

博物館館務実習の受け入れ 博物館学芸員資格の取得を目指す「博物館実習」受講生を受け入

れ、指導を行った。

（A 日程）期間：H21.5.30(土)～11.7（土）の内、９日間

受入数：５人

（B 日程）期間：H21.7.28(火)～ 8.25（火）の内、８日間

受入数：１２人

社会研修の受け入れ 生徒・学生・社会人の社会体験・研修等を受け入れた。

８／９（日）～３０（日）の内、５日間 神奈川県立白山高

校初任者 １人

８／１４（金）～３０（日）の内、５日間 神奈川県立大和

高校初任者 １人

１０／２８（水） ハートフルスペース都筑 ３４人

１１／ ６（金） 横浜市立中川西中学校 ４人

１１／２６（木） 横浜市立東山田中学校 ２人

１／２７（水） 横浜市立あざみ野中学校 ４人

１／２８（木） 横浜市立中川中学校 ４人

１／２７・２８（水・木） 横浜女学院中学校 ２人

２／２１（日） 私立武蔵高校 １人

H21.2.25(木)〜3.7(日)フェリス女学院大学 ２人

（13）広報出版

項 目 事 業 内 容

リーフレット類作成 歴史博物館案内パンフレット

歴史博物館案内児童用パンフレット

歴史博物館催し物案内（年２回）

通史展示解説シート
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出版物発行 横浜市歴史博物館ニュース（２回） 各２０，０００部作成

横浜市歴史博物館資料目録 第１８集 ７００部作成

横浜市歴史博物館紀要 第１４号 ８００部作成

その他広報 市営地下鉄６駅構内の広報案内看板による広報

市営地下鉄の車内放送による広報

インターネットによる広報

一般新聞・雑誌等への広告掲載による広報

都筑区民まつり、センター北まつりへの出店参加による広報

市営地下鉄車内吊り広告による５施設紹介の広報

ＦＭ放送への情報提供

横浜開港１５０周年記念グランドミュージアム参加

埋文センター・三殿台考古館との連携チラシ「よこはま古代人ワ

ールド」による広報

５ 情報事業（寄附行為第４条第４・５・６号）

インターネット等を利用して、文化財・歴史資料及び展示等に関する情報を提供する

ために、データの入力等を行い、文化財情報の発信に関わる機器類の保守管理を行いま

した。

項 目 事 業 内 容

収蔵資料等データ入力及びインタ

ーネット公開

収蔵資料、図書文献資料等のデータ入力及びインターネット公開

を行った。

・データ入力件数 合計 ２,２５５件

・インターネット公開

収蔵資料情報の公開 合計 ５０件（前年度５０件）

図書文献資料情報の公開 合計 1,766 件（前年度3,013 件）

映像資料の公開 スタディサロンで映像ビデオを公開した。

文化財情報システムの運用・保守 インターネット等による文化財情報の管理・発信やグループウエ

アに関わる機器類の保守を行った。

ホームページを利用した博物館情

報の発信と市民ニーズの把握

博物館のホームページ上で、博物館の催し物案内をはじめ、展

示・催し物・刊行物の広報や、収蔵資料・図書文献資料・市内文

化財等の紹介を行った。

アクセス件数 合計 97,666 件

６ 歴史博物館施設維持事業（寄附行為第４条第７号）

横浜市歴史博物館及び野外施設の維持管理・運営を行いました。

（１）横浜市歴史博物館等の維持管理

管理対象施設等 事業内容・所在地など

横浜市歴史博物館 施設の維持管理、補修・修繕、燻蒸

スタディサロン・歴史劇場の運営
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講堂、研修室の貸出

主な修繕： 屋根及び外壁タイル修繕工事

所在地：都筑区中川中央一丁目

横浜市歴史博物館野外施設 国指定史跡「大塚・歳
さい

勝土
か ち ど

遺跡公園」の管理

所在地：都筑区大棚西

（２）講堂・研修室利用の推移

項 目 平成２１年度 平成２０年度 平成１９年度

講 堂 利 用 者 数（人） ２５，１２０ ２６，１５２ １５，７７３

利 用 件 数（件） １３３ １５４ １１６

うち有料貸出件数（件） １３ １８ ２９

研修室 利 用 者 数（人） ７，０８８ ７，５２５ ８，３７７

利 用 件 数（件） ２５２ ３０１ ２３１

うち有料貸出件数（件） １５２ １９８ １３６

（３）横浜市歴史博物館野外施設入場者の推移

項 目 平成２１年度 平成２０年度 平成１９年度

横 浜 市 歴 史 博 物 館 野 外 施 設（人） ６３，３１５ ６１，７０１ ５９，８３５

内 訳 大 塚 遺 跡（人） ５８，４９６ ５６，２０３ ５７，３４９

工 房（人） ４，８１９ ５，４９３ ６，３０５

７ 特別会計事業（寄附行為第４条第８号）

（１）ミュージアムショップの経営

① 勾玉キット、火打石、絵葉書、ミニタオル、企画展図録等を販売した。

② 企画展・イベントにあわせた商品をそろえ、開館記念日の特別セールを実施した。

③ オリジナル商品を開発した。

（２）来館者駐車場の経営

（３）自動販売機（５台）の設置

＜各事業の推移＞

（１）ミュージアムショップ売上の推移

項 目 平成２１年度 平成２０年度 平成１９年度

横 浜 市 歴 史 博 物 館（千円） ９，２９６ ８，９９９ ９，３８４

（２）駐車場の経営

歴史博物館の来館者用駐車場を経営しました。（館内３２台、屋外１４０台）

項 目 平成２１年度 平成２０年度 平成１９年度

利 用 台 数 （台） ６，７７９ ７，３４１ ９，５５７

月あたり利用台数（台/月） ５６５ ６１２ ７９６

料 金 収 入（千円） ２，６８４ ３，０１４ ３，８５０

（３）自動販売機の設置
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施設利用者の利便を図るため、各館に自動販売機を設置しました。

項 目 平成２１年度 平成２０年度 平成１９年度

横 浜 市 歴 史 博 物 館（千円） ４５９ ４３０ ４５９


