54

2018

55

2019

56

2019 No. 56

2018 No. 55

2017 No. 54

定価1,300円

八雲会の本

2017

定価1,300円

定価1,300円

年刊会誌

2020

57

定価1,400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 No.57（ʼ20）…1,400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

2020 No. 57

◉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

島根県生まれ。

訳者

一九五三年 島
 根大学教育学部卒業。
。
一九五八年 オ
 ハイオ州立ケント大学大学院修了（教育修士）（フルブライト大学院留学生）

常松正雄 …………一九三〇―

一九七四年 島
 根大学教授。
一九七四―七五／一九八〇―八一年

アメリカ学術会議協議会招聘研究員（ヴァージニア大学）
。
 
一九九〇年 甲
 南大学教授。
島根大学名誉教授。

現在 

主著

Jr

梶谷泰之

内田融―監修 村松真吾―編注

手紙を投函したすぐ後にあなたの

追伸

親愛なる西田―

手紙が届きました―それで、再びペ

ンを取らせて頂きます。あなたから

わたしは、
「Ｙ．小泉」（小泉八雲）

はしなかったかと心配していました

から。わたしたちは、今年初めて、

やや厳しい寒さに遭っています。

便りをいただき、二重に嬉しく思い

ました―天気があなたには厳 し過ぎ

になります。年寄りたちが、この名

前を選びましたが、それで結構だろ



引を加え新装。
あ

きび

八雲会

うと思います。それは、わたしが、

――編

一八九五年十二月十五日

今後神々の国に属していることを思

村松真吾

第二次八雲会設立発起人・会長を務めた著者による
「毎日
（1984―86）
新聞」島根版連載コラム
を書籍化。詳細な注と索
1891-97

―ハーン→西田

KenzaburoOhasi,ed.(co-author)Melville and Melville Studies in Japan,(U.S.A:GreenwoodPress,2003)
常松正雄・田中久男共編著『アメリカ文学研究資料事典――アメリカ研究図書解説』南雲堂、二〇〇六。

訳書

へるん百話─小泉八雲先生こぼれ話集

Letters between
―著
Lafcadio Hearn and
Sentaro Nishida

い出させるものです。

――訳

ハロルド・Ｈ・コルブ、 ．著『人生の幻影――文学形式としてのアメリカリアリズム』研究社。

こちらにはお伝えするようなこと

親愛なるハーン―

皆、あなたの帰化のニュースを嬉し

ときがくることを願って、手紙を書

あなたと知り合いであった人たちは

小泉様という日本人の紳士になられ

は何もありませんので、あなたが、

く思い、あなたがどんな日本名を選

改訂
新版

いているところです。……こちらで

Anniversary of

しょうか、ラフカディオでしょうか、 
あるいは、何か日本風な名前でしょ

th

一八九五年十二月十二日

170
130

Lafcadio Hearn's Birth &

th
The
Anniversary of
his Arrival in Japan and Matsue

ぶか知りたがっています。ヘルンで

―西田→ハーン

――訳

き つき

（ご提案どおりに「様」を落として）

わが親愛なるハーン―

定価1,500円 会員特別価格1,200円⃝八雲会 発行⃝254頁⃝ A5判⃝2020年刊

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
頒価――1,500円

「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

ハーン愛好家の伴侶となる必携書
へるんさんの旅文庫 1
新版

The

うか。

常松正雄

――編

分この秋に出るでしょうとお話しし

千家様に、杵築にかなりのスペース

を当てたあなたの出雲時代の本が多

たら、千家様はわたし以上にその本

あ だ か い

お祭りが祝われるの

を見に出てきました。

あなたが良く知って

「ソーラーエンヤ」の

あし たか

八雲会
The Hearn Society

へるんにまつわるエトセトラ
へるんさんの旅文庫 3

小泉八雲
生誕170年／
来日・来松130年
HEARN 2020

常松正雄

村松真吾

ラフカデ
ィオ・
ハー
ン 西田千太郎 往復書簡

（ も う わ た し た ち は 敬 称 の「 様 」 を

わたしの親愛なる西田―

4 4

や

……昨日松江では、稲荷渡し、通称

た か

が出るのが待ち遠しい思いでした。

西田
千太郎

あ

きよ みず

る家で夕食を取った小さな村をきっと

覚えていらっしゃるに違いないと思い

ます）一般に芦高稲荷といわれてい

清 水［ 寺 ］ か ら の 帰 途、 古 く て 趣 の あ

い る 城 山 稲 荷 が、 出 雲 郷 の （ 一 年 前

る阿太加夜神社を十二年に一度訪ね

て、そこで一週間滞在します。出雲

かい

郷とその周辺の四つの村が、稲荷を

つづみて

護送するために、それぞれ船を一隻

ずつ出します。それぞれの船の漕ぎ

手は十二人か、もっと多いかですが、

たいそう華やかな揃いの衣装を身に

ま と い、 若 い 鼓 手 と 一 緒 に、「 ソ ー

―ハーン→西田 一八九二年四月十二日

この上なく面白い二人の踊り子の動

きと調子を合わせます。

ラ ー エ ン ヤ ……、」 を 唱 え ま す が、

それは、太鼓の音や、櫂 の動きや、

ハーンと西田が取り交した書簡は、本当の人間の信頼とは何
かを考えさせ、言外の余白にまで思いを馳せずにはいられな
い書。
「弟」
とよぶ西田千太郎への心情が文面に溢れている。
ハーンと西田を知るための待望の書簡集。

1891-97

ラフカデ
ィオ・
ハー
ン



Letters between
Lafcadio Hearn and
Sentaro Nishida

落とすべきだと思います）
。千家様に

いということ、またスペースがない

ために、書かれなかったことの他に、

杵築について別のもっと長い記事が

お会いになるときに、月刊誌の記事

は、ある記事のわずか一部 に過ぎな

あり―そのすべては、単行本で出る

ことになっているということをお伝

えください。出雲時代に関する原稿

は、 こ れ ま で 全 部 で 一、六 六 〇 頁 書

きました。そして、そちらでの教師

としてのわたしの生活に関する長い

論文を書き上げたばかりです。その

本 は、 十 中 八、九、 今 年 の 秋 に は 出

往 復 書 簡

るでしょう……もちろんそれは、わ

たしの日本に関する最初の本に過ぎ

ませんし、出雲だけしか扱いません

―ただし二編は別ですが。ほぼ二十

一、二 編 の 記 事、 す な わ ち 主 題 別 の

章になるでしょう。

ハーンと西田千太郎との関係については、世間一般では、

一八九二年四月十二日

族思いであったか、日本人として帰化することに対し

相手に対して尋常ならざる思い遣りの心をもって接し

がよくハーンの面倒を見たと言われているのであるが、

ここに収めた一五〇通の手紙を読むと、二人はお互いに

ハーンが松江に着いた日から一年余りの滞在中に、西田

思いでハーンに対していたかがよく分かる。これらすべ

ていることが分かるであろう。また、ハーンがいかに家

て、本人がどのような思いを持っていたか等々、ハーン

ならぬ親切を与え合っている姿が浮かび、改めて両者

をとことんまで信じきって、敬 意を払いながら、並々

ての書簡を読んだ後で感じることは、この二人が相手

のさまざまな場面での心の動きや、西田がどのような

常松正雄―訳 村松真吾―編

に対して感服の念を禁じえない。  「訳者のことば」より

ラフカディオ・ハーン 西田千太郎
往復書簡

―ハーン→西田

響き合う魂の信頼の書

改訂

神々の国の旅案内

新・小泉八雲暗唱読本

常松正雄―校閲 村松真吾― 編集

村松真吾―訳編

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。

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。

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

1,500円⃝八雲会 発行⃝109頁⃝ B5判⃝2009年刊

若きハーン、
アメリカで考える

シンシナティ時代のラフカディオ・ハーン
─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

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

松江っ子の目でヘルンさんを辿る
へるんさんの旅文庫 2
詩集

ヘルンさんがやってきた

田村のり子― 著

“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。
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

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。

国内外10,000件以上を網羅

Centennial Essays on Lafcadio Hearn

国際総合目録 2巻セット

［正巻］銭本健二― 編

［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。

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

重なり合う生誕地ギリシャと日本の面影

Lafcadio Hearn and Greek Echoes

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）、
基調講演のアール・マイナー氏（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

A4クリアファイル

小泉清《ヘルン像》

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

（小泉八雲記念館所蔵）
300円

内田融、
石川陽春 ― 編集

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。

A4クリアファイル

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

300円

旅人ヘルンシール

小泉八雲旧居

200円
他社発行の本

第24回（平成21年度）俳人協会評論賞受賞

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

A5クリアファイル

松江の俳人 大谷繞石
ぎょう せき

ハーン遺愛の虫籠

（小泉八雲記念館所蔵）
200円

─子規・漱石・ハーン・犀星をめぐって

日野雅之― 著

旧制中学・大学でハーンに学び、傍ら子規にも師
事した。松江出身の英文学者・俳人の評伝。
1,700円⃝今井出版 発行⃝285頁⃝四六判⃝2009年刊

来日百年記念欧文論文集

小泉八雲
コレクション

2020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。
品目を掲載しています。
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、 仕様・価格・デザインは予告なく変更する場合

www.yakumokai.org

八雲会事務局へお問い合わせください。

八雲会
The Hearn Society

があります。

