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報道関係各位 

企画展のご案内 
 

 

展覧会ポスター 

 

広報に関するお問い合わせ：高志の国文学館 事業課 谷口・福澤・亀島 

〒930-0095 富山県富山市舟橋南町 2-22 TEL 076-431-5492 / FAX 076-431-5490 
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Summary ――――― 
 

「伊豆の踊子」「雪国」などの代表作で知られる川端康成（1899 ～ 1972）。アジアで２

人目のノーベル文学賞受賞者として世界にその名を謳われ、没後 50 年となる現在も数多

くの著書が読まれ続けている、日本を代表する文豪のひとりです。 

 日本の美を描いた作家という印象が強い川端ですが、初期のころは〈新感覚派〉の一員

として、先鋭的な作品で注目されています。また、長い作家生活のなかで常に新しい芸術

表現を試み、幅広いジャンルの作品を手がけました。戦後は、一般的な道徳を超えたとこ

ろにある独自の美＝〈魔界〉を追求し続け、変幻自在な筆で紡いだその物語は、驚くべき

多様性・多面性に満ちており、頁をめくるたびに読者を新たな世界へと誘います。 

 川端は、14 歳の時には唯一の肉親であった祖父とも死別し、孤児となりました。人の愛

情をありがたいと感じながらも、癒されることのないさびしさは、孤独を乗り越えようと

人とのつながりを追い求める、各作品の登場人物にも映しだされています。 

本展では、作品に底流する〈人間・川端〉のさびしさとやさしさ、人間の根源を見つめ、

紡いだ、〈川端文学〉のさまざまな愛の世界をご紹介します。 
 

Profile ―――――― 
川端 康成 作家 1899(明治 32）年 大阪府生まれ 

明治 32 年（1899）6 月 14 日、大阪府大阪市に生まれる。1 歳の時に開業医の父が死去、翌

年には母も亡くなったため、祖父母に引き取られたが、14 歳の時には唯一の肉親であった祖父と

も死別し孤児となった。中学校は寄宿舎で生活し、読書に熱中。小説家を志して、文学に強い情

熱を傾けていった。大正 6 年（1917）第一高等学校に入学、学寮生活に入ったが、自らの「孤児

根性」が気にかかり、寮生活にも馴染めないなか、初めて伊豆を訪れ、旅芸人の一行と道連れに

なる。大正 9 年（1920）東京帝国大学に入学、その秋に同級と第 6 次「新思潮」の発行を計画

し、菊池寛の了承を得たことをきっかけに長く恩顧を受ける。初恋の相手と婚約するも、破談の手

紙が突然届く。大正 13 年(1924)、横光利一らと「文芸時代」を創刊、新感覚派として文壇に新

風を吹き込む。昭和 2 年(1927)、『伊豆の踊子』刊行。昭和 9 年(1934)、『雪国』連作開始。そ

の後も様々な作品を精力的に発表した。多くの作家と親交を結び、新人作家の支援を行う傍ら、

数多くの葬儀委員長を務めた。『千羽鶴』『山の音』『みづうみ』『眠れる美女』等の数々の名作を

発表、昭和 43 年(1968)、日本人として最初のノーベル文学賞を受賞した。 

昭和 47 年(1972) 逗子の仕事部屋にて自死。享年 72。 

Outline ―――――― 
 

展覧会名 開館 10 周年記念企画展 没後 50 年 川端康成展 ―愛を乞う魂 

会  期 2022 年（令和４年）12 月 24 日（土）～2023 年（令和５年）２月 27 日（月） 

会  場 高志の国文学館 〒930-0095 富山県富山市舟橋南町 2-22 

開館時間 ９：30～18：00（観覧受付は 17：30 まで） 

休 館 日 毎週火曜日、年末年始（12 月 29 日(木)～1 月３日(火)） 

２月 13 日（月）、２月 24 日（金） 

観 覧 料 一般 500 円（400 円）、大学生 250 円（200 円）、前売り・一般 400 円 
※（ ）内は 20 人以上の団体料金。企画展観覧券で常設展もご覧いただけます。 

※小・中・高校生及びこれに準ずる方、各種障害者手帳をお持ちの方は無料。 
編集委員     荻野アンナ  主催 高志の国文学館  共催 富山新聞社、富山テレビ放送 

企画編集     県立神奈川近代文学館、公益財団法人神奈川文学振興会 

特別協力     公益財団法人川端康成記念会  協力 公益財団法人日本近代文学館 

展覧会担当 高志の国文学館 事業課 主任 亀島麻衣子（かめしままいこ） 
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Theme ―――――― 
１、《人間・川端》孤独に生きる 

 

 

２、《川端文学》愛を見つめる 

 

 

Topics ―――――― 
１ 本展は県立神奈川近代文学館の企画展「没後 50 年 川端康成展―虹をつむぐ人」（本年 10

月 1 日（土）～11 月 27 日（日））に、当館のオリジナル展示を加えて構成しました。「没後

50 年 川端康成展―虹をつむぐ人」は荻野アンナ氏（作家・慶応大学名誉教授）が編集委員

を務め、多様性、多面性に満ちた＜川端文学＞に焦点をあてて構成しました。当館では川端

文学を形成した愛を求める孤独な魂に迫る＜人間・川端＞にもスポットをあてて再構成しま

した。 

２ 主な展示資料は、北陸初の公開となる新発見資料「篝火」、代表作『雪国』『山の音』の創作

メモを含む自筆資料、「僕は日本の山河を魂として君の後を生きてゆく」で有名な横光利一

への弔辞、太宰治からの芥川賞懇願のいわゆる「懇請状」、愛蔵品のロダン作「女の手」、加

藤唐九郎作「志野茶碗」、ノーベル文学賞賞状とメダルなどです。 

３ 川端康成の遺品や書斎での写真を展示し、直筆原稿（複製）をもとに筆写体験ができるコー

ナーを設置します。 

４ 「伊豆の踊子」や「雪国」など、その時代を代表するスターが主演をつとめた映画のポスタ

ーなどを掲示し、親しみのある話題を提供します。また、映画「伊豆の踊子」の予告編を常

時上映します。 
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５ 特に若い世代が〈川端文学〉に親しむきっかけとなるよう、大学生や高校生が主体となる関

連イベント等を開催します。 

Events ―――――― 
 

（１）記念講演 

［日 時］１月 21 日（土） 14:00～15:30 

［演 題］川端康成の小説万華鏡 

［講 師］荻野アンナ氏 氏（作家・本展編集委員） 

［会 場］当館 研修室 101 

◎申込必要 ◎定員 54 名 ◎参加無料 

（２）大学生による白熱読書と対談「美しい日本の私・あいまいな日本の私」 

［日 時］２月４日（土）13:30～15:30 

［内 容］大学生５名がお薦めの川端作品を５分程度で紹介。その後、大学生と講

師による互いの書評についてのフリートークを行う。続いて、講師が対

談を行う。 

［講 師］富山大学教育学部教授 西田谷 洋氏、当館事業部長 生田美秋 

［会 場］当館 研修室 101 

◎申込必要 ◎定員 30 名 ◎参加無料 

（３）映画上映会「伊豆の踊子」（1963 年 日活 87 分 DVD 上映） 

［日 時］２月 19 日（日）14:00～15:30 

［会 場］当館 研修室 101 

◎申込必要 ◎定員 72 名 ◎参加無料 

（４）書道パフォーマンス 

［日 時］12 月 25 日（日）13:30～ 

［テーマ］川端康成の作品 

［会 場］当館 エントランスゾーン 

［出 演］県立富山いずみ高等学校書道部 

◎申込必要 ◎定員 30 名 ◎参加無料 

（５）担当者による展示解説（スライド・ビュー）＆「小さな読書会」 

［日 時］①１月 ７日（土）「伊豆の踊子」 

 ②１月 28 日（土）「雪国」  

③２月 11 日（土）「掌の小説」  

各回 14:00～（30 分程度の展示解説後、30 分程度の読書会） 

［会 場］当館 研修室 101 

◎申込必要 ◎参加無料  

◎「小さな読書会」は申込不要、参加自由。課題図書をご持参ください。 

■申込方法 

申込 電話・ＦＡＸにてイベント名（複数可）と氏名、電話番号を高志の国文学館までお

知らせください。 

※定員に達し次第、募集を終了します。 

※ＦＡＸでのお申込で、定員に達してご参加いただけない場合のみ当館からご連絡いた

します。 
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Highlight ――――― 
 

■主な出品 （下線部は修正・追加部分） 

・川端康成 「篝火（かがりび）」草稿          2022 年春新発見 

・横光利一 川端康成宛書簡 1924 年（大正 13 年）   2022 年春新発見 

・横光利一 川端康成宛書簡 1947 年（昭和 22 年）   2022 年春新発見 

・川端康成 創作メモ「雪国」                      2022 年春新発見 

・代表作『雪国』『山の音』の自筆資料 

・親友・横光利一への弔辞 

・太宰治からの芥川賞懇請の書簡 

・三島由紀夫との親交が伝わる書簡 

・ノーベル文学賞の賞状とメダル 

・映画化した川端作品に関わる資料 

・川端愛蔵品のロダン作「女の手」、加藤唐九郎作「志野茶碗」 

 

出品資料 180 点 
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Images ――――― 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 川端康成 撮影・林忠彦 ２ 川端康成『伊豆の踊子』（新潮文庫刊）書影

３ 川端肖像（撮影年等不明）

４ ノーベル文学賞賞状 

（川端康成記念会蔵）
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５ 川端康成自筆「雪国抄」冒頭 

（川端康成記念会蔵） ６ 展覧会チラシ
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開館 10 周年記念企画展  

「没後 50 年 川端康成展 ―愛を乞う魂」 

広報用画像貸出申請書 
 

高志の国文学館事業課 広報担当 行 

FAX 076-431-5490 

E-mail akoshinokuni@pref.toyama.lg.jp 
 

展覧会広報用の画像を貸出しております。ご希望の際は、下記の貸出条件を 

ご確認のうえ、本書に必要事項をご記入いただき、FAX または E-mail にて 

お申込ください。E-mail の添付にて JPEG データで画像をお送りいたします。 
 

【広報用画像貸出条件】 

◎画像は展覧会紹介の目的のみにてご使用ください。 

◎画像のトリミングや、画像に文字を重ねるレイアウトはお控えください。 

◎画像データは、ご使用後かならず破棄してください。 

◎画像データを第三者に渡すことを禁じます。 

◎インターネット上へ掲載する際には、画像をコピーできないよう処置してください。 

 
御社名 ：                              
 

御担当者名 ：                            
 

E-mail アドレス ：                          
 

電話 ：            FAX ：               
 

掲載誌名・番組名・Web サイト名 ：                  
 

発行・放映・掲載予定日 ：                      

 

 
申込画像（ご希望の画像をチェックしてください。）

  

□画像 1 川端康成 撮影・林忠彦 

□画像 2 川端康成『伊豆の踊子』（新潮文庫刊）書影 

□画像 3 川端肖像（撮影年等不明） 

□画像 4 ノーベル文学賞賞状（川端康成記念会蔵） 

□画像 5 川端康成自筆「雪国抄」冒頭（川端康成記念会蔵） 

□画像 6 展覧会チラシ 


