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【交 通】
東横・みなとみらい線　
「馬車道駅」5番出口から徒歩1分
JR・市営地下鉄　
「桜木町駅」「関内駅」から徒歩8分

料料

【時　間】  
9:30～17:00 / 金は20：00まで
（入館は閉館30分前まで）
【休館日】 
毎週月曜日（9月21日は開館）
【観覧料】
一般800円（700円）　
20歳未満・学生500円（400円）
65歳以上・高校生100円
中学生以下・障害者手帳をお持ちの方は無料
(　)内は20名以上の団体割引料金

主催：神奈川県立歴史博物館　

　　　　 慶應義塾
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慶應義塾創立 150 年記念

http://www.fukuzawa2009.jp/

http://ch.kanagawa-museum.jp/
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【後援】横浜開港150周年協会、横浜市開港150周年・創造都市事業本部、
横浜市教育委員会、横浜商工会議所、　　　(テレビ神奈川）、神奈川新聞社、　
【協賛】鹿島建設、損害保険ジャパン、大王製紙、大日本印刷、大和証券グループ、
トヨタ自動車、久光製薬、アート宝飾、旭広告社、上野トランステック、華正樓、
神奈川トヨタ自動車、亀井工業ホールディングス、川崎信用金庫、川本工業、崎陽軒、
協立サッシ、相模興業、山陽印刷、タカナシ乳業、日能研、日総ビルディング、日吉回漕店、
富士屋ホテル、扶桑電機、ホテルニューグランド、三丸興業、横浜駅前ビルディング、
横浜岡田屋、横浜銀行三田会、横浜グランドインターコンチネンタルホテル、横浜丸中青果、
横浜三田会維持会員有志一同   【協力】日本通運　【特別協力】横浜三田会、
川崎三田会、横須賀三田会、小田原三田会、鎌倉三田会、藤沢三田会、逗葉三田会、
茅ヶ崎三田会、湘南富岡三田会、神奈川通信三田会、三浦三田会、横浜青葉三田会、
厚木三田会、相模原三田会、湘南三田会、秦野三田会、大和三田会



慶應義塾創立 150 年記念 特別展

すべては横浜にはじまる

福澤諭吉 神奈川と

　幕末から明治時代の激動を生きた人物として著名でありながら、１万円札の肖像

や慶應義塾創立者という以外、その活動が知られていない福澤諭吉 (1835-1901)。

彼は教育者のほか、ジャーナリストや起業家など、様々な側面を持つ人物でした。

　その人の原点は、横浜にあります。大阪の適塾で蘭学を修得した福澤は、江戸

に出て間もない安政 6(1859) 年、開港直後の横浜を訪れます。世界はオランダ語で

はなく、英語を通じて学ばなければわからない――。そのことに気づいた福澤の

人生は大きく変わり始めます。翌年咸臨丸で渡米し、さらにおよそ 1 年にわたる

渡欧、そして再度の渡米と３度の海外体験を積みました。福澤は海外での見聞を

もとに、西洋の文物だけでなくその文明の本質を日本に紹介し、民間人の立場か

ら近代日本を先導しました。

　あまり知られていませんが、神奈川県内でも、門下生や横浜財界人とともに実業、

政治、教育、観光など、様々な分野にその足跡を刻んでいます。

　この展覧会では、150 年前に横浜を訪れたことにはじまる福澤諭吉と横浜・神奈

川とのゆかりを、多様な資料とともに紹介します。

　展示構成

１）福澤諭吉　Who's who
　本展覧会の導入部分として、福澤諭吉の年譜、著作物、肖像画などに
　より福澤諭吉という人物を多面的に紹介する。

２）福澤諭吉の見た横浜
　安政６年に福澤が訪れた開港間もない横浜と、その後の文明開化の窓
　口として発展する横浜の様子を浮世絵、版画、写真などにより紹介する。

３）福澤諭吉の海外体験
　万延元年、文久2年、慶応 3年の三度の福澤の海外体験と、それに基づ
　く帰国後の多彩な活動を日記、模型、書簡、写真などにより紹介する。

４）神奈川の福澤山脈
　相模自由民権運動、箱根開発、横浜正金銀行など福澤が神奈川県内で
　関与したできごとや、山口仙之助、美澤進など神奈川県内に各地で活
　躍した福澤門下生を取り上げる。

５）慶應義塾と神奈川
　神奈川県内にある日吉キャンパス（昭和 9 年開校）、湘南藤沢キャンパ
　ス（平成２年開校）に関わる遺物や遺構に関する展示を通じ、慶應義
　塾と神奈川との関わりを紹介する。

主な展示資料

１）福澤諭吉「独立自尊」書額　福澤諭吉旧蔵洋書
２）福澤諭吉『福翁自伝』原稿　『ホルトロップ英蘭・蘭英辞書』
３）鈴藤勇次郎「咸臨丸難航の図」　アメリカ土産の双眼鏡
４）横浜正金銀行開業免状「福住九蔵日誌」横浜商業学校規則
５）米軍接収時代の日吉校舎写真　キャンパスからの出土物

写真館の少女と福澤諭吉
（慶應義塾福澤研究センター蔵）

横浜正金銀行開業免状（当館蔵）
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①　日時：8月 23日 (日 ) 14:00～16:00
　　演題：「開港＆開校　ちょっといい話」
　　講師：荻野アンナ氏 (慶應義塾大学教授・作家 )
　
②　日時：8月 29日 (土 ) 14:00～16:00
　　慶應義塾福澤研究センターセミナー
　　シンポジウム：家族とは何か
　　－福澤諭吉の女性論・家族論から現代を考える－
　
③　日時：8月 30日 (日 ) 14:00～16:00
　　演題：「福澤諭吉の見たヨーロッパ」
　　講師：山内慶太氏（慶應義塾大学教授）

④　日時：９月６日 (日 ) 14:00～16:00
　　演題：「福澤諭吉はなぜ西相模を徘徊したのか」
　　講師：金原左門氏 (中央大学名誉教授 )

［事前申込制］記念講演会・シンポジウム

○「往復はがき」か「eメール」で、郵便番号・住所・氏名・電話番号・
　行事名明記のうえ、申込締切まで当館に到着するようにお送り下さい。
　〒231-0006　横浜市中区南仲通 5-60
　E-mail：kikaku@kanagawa-museum.jp

会　場：当館地下講堂
定　員：70名（申込多数の場合は抽選）
参加費：無料（但し特別展観覧券が必要です）
申込締切：①～③8月 11日 (火 )、④8月 25日 (火 )　

［事前申込制］こども向け事業「博物館のススメ」

日　時：9月 20日 (日 )  13:30～15:30
会　場：当館地下講堂　参加費：無料
定　員： 20 名 (申し込み多数の場合は抽選 )
内　容：小学生を対象としたワークショップ。ふだんは見ら
　　　　れない博物館のバックヤードの仕事を体験するチャ
　　　　ンス！
申込締切  : 9 月 10日 (木 )

「破天荒力」上映会

8月 25日 (火 )･9月 5日 (土 )･13日 (日 )14:00～16:00　　
会場：当館地下講堂 参加費：無料（但し特別展観覧券が必要です）

〔申込不要・先着70名〕　　

展示解説

8月 29日 (土 )･9月 5日 (土 )･12日 (土 )･19日 (土 )  13:30～14:30
参加費：無料（但し特別展観覧券が必要です）

〔当館学芸員、福澤研究センター教員、申込不要〕　

鎌倉の日蓮聖人中世人の信仰世界
10月 17日 (土 ) ～11月 29日 (日 )　

次回特別展のご案内

神奈川県立歴史博物館
Kanagawa Prefectural Museum of Cultural History

肉筆漫画開国六十年史図絵（当館蔵）

異人酒宴之図（諭吉由来書）（慶應義塾福澤研究センター蔵）


