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八雲会の本

2017

定価1,300円

定価1,300円

年刊会誌

2019

56

定価1,300円

八雲会の本とグッズは、
ホームページでも
ご紹介しています。
『へるん』
各号の目次も
ご覧いただけます。

ろに刊行する。

www.yakumokai.org

No.25（ʼ88）…700円 No.26（ʼ89）…780円 No.27（ʼ90）―28（ʼ91）…各900円
別冊 /1990 来日百年記念報告集（ʼ94）、No.34（ʼ97）…各1,500円 No.35（ʼ98）、37（ʼ00）― 47（ʼ10）、49（ʼ12）…各1,260円
（ʼ05）…1,000円 No.50
（ʼ13）―51
（ʼ14）…1,200円
特別号［報告集］没後100年 ハーン国際シンポジウム
No.52（ʼ15）―56（ʼ19）…1,300円 他の号は品切 ⃝八雲会（ʼ65― ʼ86、ʼ98―）/ 恒文社（ʼ87― ʼ97）発行⃝ A5判

八雲会の本とオリジナルグッズ 購入申込書

ご注文先

氏名

該当する場合は
○で囲んでください。 八雲会会員
特価で取り扱います。

バックナンバーの残部状況も
ホームページで確認できます。
送料についてはホームページ
を参照いただくか、八雲会事
務局へお問い合わせください。

FAX：0852-25-1920

八雲会事務局 〒690-0017 島根県松江市西津田6-5-44 松江市総合文化センター内
電話・ファックス：0852-25-1920 電子メール：info@yakumokai.org

（ふりがな）

とオリジナルグッズ

2019 No. 56

◉八雲会の会員が、
ラフカディ
オ・ハーン（小泉八雲）に関する
所見や活動状況を発表するリ
トルマガジン。
◉掲載内容は、論文、感想・
随想、シンポジウム・研究会・
行事の記録、探訪取材記事、
資料発掘などあるゆるジャン
ルに及ぶ。各地のハーン顕彰
活動、研究同好会の動向もこ
の一冊に記録されている。
◉特に、
珍しい新資料も掲載
されることもあり、
ハーンの研究
家や愛読者には目が離せない。
◉第二次八雲会が発足した
1965（昭和40）年に創刊し、例
年ハーンの誕生日6月27日ご

本・グッズ
の名称

ゆうちょ口座（郵便振替）
：01420-2-490

送金額・送金方法についてご不明の場合は、
申込
書を送信後、
八雲会からの連絡をお待ちください。

購入
部数

部

お届け先の住所
〒

部

ファックス、電子メール）
連絡先（電話、

部

へるんにまつわるエトセトラ

ハーン愛好家の伴侶となる必携書

へるんさんの旅文庫 3
改訂
新版

へるんさんの旅文庫 1

へるん百話─小泉八雲先生こぼれ話集

新版

梶谷泰之―著 内田融―監修 村松真吾―編注

神々の国の旅案内

村松真吾―訳編

ハーンの逸話やおもしろ話満載。文豪話題の宝庫。格好のハー
ン入門書ともなろう。
『毎日新聞』島根版に連載（1984―86）。

ハーンゆかりの足跡や地霊を辿り、
地域文化の古層を肌で感じ、
ハーンの豊かな感受性を味わい、
この地の伏流水を再発見しよう。

定価1,500円 会員特別価格1,200円
⃝八雲会 発行⃝196頁⃝ A5判⃝2016年刊

定価1,200円 会員特別価格1,000円
⃝八雲会 発行⃝110頁⃝ A5判⃝2014年刊

若きハーン、
アメリカで考える

「ヘルンをたたえる青少年スピーチコンテスト」
のテキストに

シンシナティ時代のラフカディオ・ハーン

改訂

─異色ジャーナリストの誕生

ロジャー・S・ウィ
リアムソン― 著 常松正雄―訳

旧版を一冊にまとめ、誤植・誤記などすべて訂正、補足し再
編集して、完璧を期した。学習のガイドになるようにと対訳と
脚注をつけた。巻末の解説と補説も一段と充実。読んでも楽
しい一冊となった。

あの小泉八雲の形成期はこの町にあった。
ここを語らずして、
ハーンを論ずることはできない。
定価2,000円 会員特別価格1,000円
⃝八雲会 発行⃝150頁⃝ A5判⃝2012年刊

1,500円⃝八雲会 発行⃝109頁⃝ B5判⃝2009年刊

松江っ子の目でヘルンさんを辿る

国内外10,000件以上を網羅

へるんさんの旅文庫 2
詩集

新・小泉八雲暗唱読本

常松正雄―校閲 村松真吾― 編集

来日百年記念欧文論文集

国際総合目録 2巻セット

Centennial Essays on Lafcadio Hearn

小泉八雲
コレクション

ヘルンさんがやってきた

［正巻］銭本健二― 編

田村のり子― 著

［補巻］銭本健二―監修

銭本健二― 編集

横山純子― 編

直筆原稿から図書、研究書、新聞コラムに至るまで、正
巻約8,700項目、補巻約2,600項目を収録。

“ ヘルンさんがやってきた ” の
はつい昨日のように鮮しい。懐
かしい物語を聞くように言葉が
運ばれ、
心に沁みる。

8,000円

特別価格

⃝八雲会 発行⃝ A4判

2巻セット定価18,000円

［正巻］⃝474頁⃝1991年刊 ［補巻］⃝185頁⃝1992年刊

定価1,500円
会員特別価格1,200円
⃝八雲会 発行⃝150頁
⃝ A5判⃝2015年刊

重なり合う生誕地ギリシャと日本の面影

Lafcadio Hearn and Greek Echoes

八雲会創立100年（第二次発足50年）の記念誌

八雲の記憶、
百年の継承。

内田融、
石川陽春 ― 編集

八雲会創立 年
―

八雲の記憶、
100

第一次創立 年・第二次発足 年

100

―

50

会員無料（送料のみご負担ください）
⃝八雲会 発行⃝32頁
⃝ A4判変型⃝2015年刊

1934（昭和9）年、
第一次八雲会の寄贈により開館した
小泉八雲記念館（小泉八雲記念館蔵）
現在の記念館は1984
（昭和59）
年に建て替えたもの
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記念講演会・シンポジウム

200円

百年の継承。

第一次創立発起人データ、
第
一次・第二次第1回総会の新
聞記事、
第二次設立趣意書、
写真、
年表など。

銭本健二―監修

600円⃝八雲会 発行⃝49頁⃝ B5判⃝2000年刊

記念講演のフランシス・キング氏（元国際ペンクラブ会長）、
基調講演のマイナー・アール氏（国際比較文学会長）の論
文を始め、
日本とハーンのテーマに関心のある人には
見落とせない、埋もれたエッセイ集。
円 定価7,000円
特別価格
⃝八雲会 発行⃝314頁⃝ A5変形判⃝1996年刊

3,000

日本第一作『知られぬ日本の面影』から絶筆『日本―
一つの試論』
までの作品並びに東大講義録から、
ギリ
シャに関した部分を抜粋、編集。日本人の生活、思考
パターンの奥底には古代ギリシャ人と共通したものが
あると指摘する。

チケ
ッ
トファイル

クリアファイル

ハーンと妻セツの
肖像写真、
二人の印鑑、
鷺の家紋を
デザインに使用。
300円
⃝220×220mm 二つ折

A4クリアファイル

他社発行の本

小泉八雲旧居
300円

TH

旅人ヘルンシール

画家ウェルドンが写生した後姿をシールとした。
200円⃝4シート1組

第24回（平成21年度）俳人協会評論賞受賞

松江の俳人

大谷繞石
ぎょう

せき

─子規・漱石・ハーン・犀星をめぐって
日野雅之― 著

A4クリアファイル

小泉清《ヘルン像》
（小泉八雲記念館所蔵）
300円

A5クリアファイル

ハーン遺愛の煙管
（小泉八雲記念館所蔵）
200円

旧制中学・大学でハーンに学び、傍ら子規にも師
事した。漱石とも交友、室生犀星に俳句の手ほど
2019年7月現在、八雲会事務局に在庫がある
八雲会の本とグッズは、
残部状況もホームページで確認できます。
きをしたとも。松江出身の英文学者・俳人の評伝。 ホームページでもご紹介しています。 送料についてはホームページを参照いただくか、 品目を掲載しています。
仕様・価格・デザインは予告なく変更する場合
八雲会事務局へお問い合わせください。
があります。
1,700円⃝今井出版 発行⃝285頁⃝四六判⃝2009年刊 www.yakumokai.org

八雲会
The Hearn Society

