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報道関係各位 

企画展のご案内 
 

 
 展覧会チラシ 

 

広報に関するお問い合わせ：高志の国文学館 事業課  佐藤・髙瀬・綿引 

〒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 ――――― 
「耳なし芳一」「雪女」「むじな」など、私たちにとってなじみ深い怪談の作者であるラ

フカディオ・ハーン（1850～1904）。日本人女性と結婚して「小泉八雲」と名乗ったこと

でも知られています。母の国ギリシャで生まれ、父の国アイルランドで幼少期を過ごし、

アメリカで新聞記者として文筆活動を始めたハーンは、40 歳になる明治 23 年（1890）に

初めて来日し、亡くなるまでの 14 年間に、紀行文、随想、文化論、民間伝承や古典に基づ

く再話文学など、日本に関する数々の著作を残しました。そこには、日本での生活を通じ

て日本の文化・習俗・精神を発見していった彼の、作家としての鋭い観察眼がうかがえる

と同時に、異文化や他者への温かい共感力が息づいています。 

 

Profile ―――――― 
ラフカディオ・ハーン  小泉 八雲 こいずみ・やくも 

 

1850 年、アイルランド人の父とギリシャ人の母の次男としてギリシャに生

まれた。東洋への関心を深め、雑誌特派員として 1890 年（明治 23）に来日。

島根県尋常中学校・同師範学校に英語教師として赴任、翌年小泉セツと同居。

熊本の第五高等中学校に転任した。1894 年（明治 27）、来日後初めての著書

『知られぬ日本の面影』全２巻を刊行。1896 年にはセツとの入籍と帰化が認め

られ、小泉八雲と改名した。同年帝国大学文科大学の講師となり東京に移住。

1903 年（明治 36）東京帝国大学講師の解雇通知を受け、翌年早稲田大学文学

部講師となった。心臓発作のため 1904 年（明治 37）に死去。享年 54 歳。ハ

ーンの日本時代の作品として、日本の風土や暮らしをつづった印象記、日本人

の精神や文化を探った日本研究、日本の民話や伝説をもとにした再話文学があ

り、『心』『霊の日本』『怪談』『日本 一つの解明』などの著書がある。来日以

前の作品も多く、書簡集、講義録なども出版されている。 

 

 

Outline ―――――― 
展覧会名 生誕 170 年 ラフカディオ・ハーンの共感力 発見、探求、そして発信へ 

会  期 2020 年（令和 2）4 月 11 日（土）～  6 月 22 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 

TEL 076-431-5492 / FAX 076-431-5490  http://www.koshibun.jp/ 

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、5 月 7 日［木］（5 月 5 日［火・祝］は開館） 

観 覧 料 一般 400 円（320 円）、大学生 200 円（160 円）、一般前売り 320 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 
主  催  高志の国文学館    共  催 国立大学法人富山大学、北日本新聞社 

後  援  ＮＨＫ富山放送局 

特別協力     小泉家、小泉八雲記念館、松江市立中央図書館、焼津小泉八雲記念館、 

池田記念美術館、富山八雲会 

展覧会担当 高志の国 文学館 事業課 主任 綿引 香織（わたひき・かおり） 

  

晩年の小泉八雲肖像 

（写真提供：小泉家） 
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Theme ―――――― 
 

開かれた精神をもつハーンの、共感力豊かな文学の世界を探る 

自身の体験に基づく日本文化論、日本の物語をもとにした再話作品、日本の学生たち

に語った文学論等を通じて、開かれた精神をもつハーンの、共感力豊かな文学の世界を

探ります。あわせて、ハーンの貴重な蔵書≪ヘルン文庫≫についても紹介します。 

 

西洋と極東の感情表現や人種に固有の感覚に見られるいくつかの明らかな

相違の意味について知ろうと思うなら、本性のままに静かに動いてやまない

一般民衆、いわゆる常民の生活に目を向けなければならない。生にも、愛にも、

いや死にたいしても、等しく微笑みかける、このおだやかで、親切で、心やさ

しい人たちとならば、ごくありふれた事柄について互いに心を通わすことが

でき、私たちは親近の情と共感とによって日本人がなぜ微笑するのかなるほ

どと理解できるようになる。 
（ラフカディオ・ハーン「日本人の微笑」より） 

 

来日したハーンは、明治の日本や日本人から受けた印象を、共感力をもって描きだし

ました。本展では、その後深まっていった日本文化論、妻セツの語りを通じて練り上げた

再話作品、日本の若者たちに向けて語りかけた教師ハーンのメッセージについてもあわ

せて紹介します。 

 

Topics ―――――― 
 

１ ラフカディオ・ハーンの資料「ヘルン文庫」を所蔵する富山大学を共催に、小泉家、

小泉八雲記念館、松江市立中央図書館、焼津小泉八雲記念館、池田記念美術館の特別

協力により、貴重な原稿、書簡、著書、写真、愛用品を一堂に展観するハーン生誕

170 年記念にふさわしい企画展となった。資料点数約 250 点。 

２ 高志の国文学館所蔵のラフカディオ・ハーン自筆草稿（自伝的作品の断片）、ミッチ

ェル・マクドナルドによる田部隆次、落合貞三郎、大谷正信宛書簡、B.H.チェンバレ

ンによるハーン宛書簡、ハーン愛用の書棚など初公開資料を展示する。 

３ ハーンの作品「日本の庭にて」（『知られぬ日本の面影』所収）の内容を朗読と写真、

効果音により再構成したコーナーを設け、ハーンが日本の庭にどのような美を見い

だしたかを感じられるようにした。 

４ ハーンの怪談を親子で楽しんでいただけるよう、スライドと朗読による「怪談屋敷」

（導入部分）を設けた。 

５ 富山大学放送研究会による「怪談屋敷」（導入部分）コーナーの朗読、東大講義録の

モニター映像（会場内）を制作。また、富山大学との連携により開催記念オリジナル

グッズ「ハーンの付箋セット」（300 円）を製作、販売。 

６ 富山八雲会との連携による、英語と日本語による紙芝居や朗読イベント等を開催。 
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Events ―――――― 
 

（１）記念講演「オープン・マインドで見た日本の美」 

［講 師］小泉凡氏（小泉八雲記念館館長、焼津小泉八雲記念館名誉館長） 

［日 時］4 月 11 日（土）14:00～15:30 

［会 場］当館研修室 101 

申込必要／参加無料 ◎定員 72 名→延期（時期未定）   

 

（２）関連講座「ラフカディオ・ハーンの共感力ー『日本の面影』を旅する」 

［講 師］池田雅之氏（早稲田大学名誉教授） 

［日 時］4 月 26 日（日）14:00～15:30 

［会 場］当館研修室 101 

申込必要／参加無料 ◎定員 72 名→50 名に変更します 

 

（３）関連講座 

［テーマ］「ライブ ハーン先生東大講義―日本文学の未来のために」 

［講 師］吉田泉氏（富山県芸術文化協会名誉会長） 

［日 時］5 月 5 日（火・祝）14:00～15:00 

［会 場］当館研修室 101 

申込必要／参加無料 ◎定員 72 名→50 名に変更します 

 

（４）関連講座 ※大学連携講座 

［テーマ］「ラフカディオ・ハーンとフランス文学」 

［講 師］中島淑恵氏（富山大学人文学部教授） 

［日 時］5 月 16 日（土）14:00～15:30 

［会 場］当館研修室 101 

申込必要／参加無料 ◎定員 72 名→50 名に変更します 

 

（５）記念イベント「語り琵琶 耳なし芳一」 

   〔出 演〕伊藤哲哉氏（俳優、語り琵琶） 

   〔日 時〕5 月 23 日（土）14:00～15:10 

   〔会 場〕当館研修室 101 

   申込必要／参加無料 ◎定員 72 名→50 名に変更します 

 

（６）関連講座「小泉八雲はなぜ富山に」 

   〔出 演〕マリ・クリスティーヌ氏 

        （東京女子大学特任教授、元国連ハビタット親善大使） 

   〔日 時〕5 月 30 日（土）14:00～15:30 

   〔会 場〕当館研修室 101 

   申込必要／参加無料 ◎定員 72 名→50 名に変更します 

 

（７）紙芝居①／紙芝居+朗読② 

   〔出 演〕富山八雲会 

   〔作 品〕①「おだんごをなくしたおばあさん」「むじな」 

        ②「若返りの泉」（紙芝居） 

新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、

今後の状況によっては、定員の変更、延期、中止

の可能性があります。 
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         「耳なし芳一の話」「おしどり」（朗読） 

   〔日 時〕①5 月 9 日（土）14:00～14:30 

        ②6 月 13 日（土）14:00～15:00 

   〔会 場〕当館ライブラリーコーナー 

   申込不要／参加無料 

 

（８）テーマ別ミニ解説「ハーンこぼれ話」 

   〔出 演〕富山八雲会 

   〔テーマ〕①「ハーンに語った女性たち」 

        ②「明治のお雇い外国人の共感力」 

        ③「科学者？ハーン」 

   〔日 時〕①5 月 9 日（土）＊紙芝居終了後に行います。 

        ②③6 月 6 日（土）14:00～（30 分程度） 

   〔会 場〕当館ライブラリーコーナー 

   申込不要／参加無料 

 

（９）担当学芸員によるギャラリートーク（展示解説） 

［日 時］①4 月 26 日（日） ②５月 16 日（土） ③6 月 13 日（土） 

のイベント終了後に行います。 

   〔会 場〕当館企画展展示室 

申込不要／要観覧券 

 

■申込方法 

電話・ＦＡＸにて、イベント名（複数可）と氏名、電話番号を当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でお申し込みの方には、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 ――――― 

 

■主な出展作品 ＊特に断りのない資料の作者はラフカディオ・ハーン 

 

●直筆資料 

・【草 稿】自伝的作品の断片  高志の国文学館蔵、初公開 

・【草 稿】「カズン・ジェーン」松江市立中央図書館蔵 

・【草 稿】「おしどり」松江市立中央図書館蔵、富山大学附属図書館≪ヘルン文庫≫蔵 

・【草 稿】「青柳ものがたり」松江市立中央図書館蔵 

・【草 稿】「耳なし芳一の話」松江市立中央図書館蔵 

・【草 稿】「むじな（渋団扇表装）」池田記念美術館蔵 

・【原 稿】「日本 一つの解明」 富山大学附属図書館≪ヘルン文庫≫蔵 

・【原 稿】「ラフカディオ・ハーンの図書目録原稿」南日恒太郎、富山大学附属図書館≪ヘルン文庫≫蔵 

・【ノート】「英単語覚書帳」小泉セツ、松江市立中央図書館蔵 

・【ノート】「小泉八雲所用メモ帳（レプリカ）』焼津市小泉八雲記念館蔵 

・【ノート】「隠岐旅行メモ」小泉八雲記念館蔵 

・【ノート】「大学講義用メモ」小泉八雲記念館蔵 

・【ノート】「ハーンの五高講義録」友枝高彦筆録、高田力・中土義敬筆写、富山大学附属図書館≪

ヘルン文庫≫蔵 

・【ノート】「田部隆次の半生（学習院までの思ひで）」田部隆次述、富山大学附属図書館≪ヘルン文

庫≫蔵 

・【一枚物】「自筆のスケッチ≪蛙」≫」（レプリカ）小泉八雲記念館蔵 

・【書 簡】「ハーン宛封書」西田千太郎、松江市立中央図書館蔵 

・【書 簡】「ハーン宛チェンバレン書簡」チェンバレン、高志の国文学館、初公開 

・【書 簡】「茨木清次郎宛ハーン書簡」富山大学附属図書館≪ヘルン文庫≫蔵 

・【書 簡】「田部隆次・落合貞三郎・大谷正信宛書簡」M.マクドナルド 高志の国文学館、初公開 

・【書 簡】「八雲からセツ宛書簡」焼津市小泉八雲記念館蔵 

・【書 簡】「セツよりハーン宛書簡」池田記念美術館蔵 

・【校正刷】「日本  一つの解明」校正刷 池田記念美術館蔵 

 

●愛用品その他 

・【愛用品】トランク、ボストンバッグ、愛用のジャケット、帽子（レプリカ） 小泉八雲記念館蔵 

・【愛用品】ハーン愛用の書棚 高志の国文学館蔵、初公開 

・【愛用品】携帯用虫眼鏡、遠眼鏡、長煙管、舟形の虫籠（レプリカ） 小泉八雲記念館蔵 

・【書 類】パスポート（内地旅行免状）（レプリカ）小泉八雲記念館蔵 

・【絵 画】「木炭画（森）」池田記念美術館蔵 

・【絵 画】「朝日」岡田桜邨 焼津市小泉八雲記念館蔵 

 

●書籍 

 ・【蔵 書】「英訳 古事記」 B.H.チェンバレン 富山大学附属図書館≪ヘルン文庫≫蔵 

 ・【蔵 書】「極東の魂」P.ローウェル 富山大学附属図書館≪ヘルン文庫≫蔵 

 ・【蔵 書】「詩歌撰葉」レオン・ド・ロニー 富山大学附属図書館≪ヘルン文庫≫蔵 

・【蔵 書】「怪物輿論 巻 4」十返舎一九編  富山大学附属図書館≪ヘルン文庫≫蔵 

 ・【著 書】「知られぬ日本の面影」全 2 巻 松江市立中央図書館蔵 

 ・【著 書】「怪談」松江市立中央図書館蔵 

 ・【著 書】「クレオール料理」 松江市立中央図書館蔵 

 

●切り絵 八木勝行切り絵（怪談シリーズ他） 

  

●写真 「知られぬ日本の面影」関連 高嶋敏展 
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Images ――――― 

 

        
１ 展覧会チラシ            ２ 「耳なし芳一の話」草稿       ３ チェンバレンとハーンの往復書簡を 

（松江市立中央図書館蔵）       装丁した冊子（高志の国文学館蔵） 
 

 

       
４ 愛用のトランクとボストンバック        ５「知られぬ日本の面影」    ６ 晩年の小泉八雲肖像 

（小泉八雲記念館蔵）              （松江市立中央図書館蔵）    （写真提供：小泉家） 

 

      
７ 八雲からセツ宛書簡      ８ 愛用の本棚          ９「日本 一つの解明（神国日本）」原稿 

明治 34 年 7 月 25 日        （高志の国文学館蔵）          （富山大学附属図書館ヘルン文庫蔵）     

（焼津小泉八雲記念館蔵）          
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高志の国文学館企画展 

「生誕 170 年 ラフカディオ・ハーンの共感力」 

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 
 

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。 

◎所蔵者名を明記してください。  
◎インターネット上で掲載する際には、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 展覧会チラシ 

□画像 2 耳なし芳一の話」草稿            松江市立中央図書館蔵 

□画像 3 チェンバレンとハーンの往復書簡を      高志の国文学館蔵 

           装丁した冊子 

□画像 4 愛用のトランクとボストンバック       小泉八雲記念館蔵 

□画像 5 「知られぬ日本の面影」            松江市立中央図書館蔵 

□画像 6 晩年の小泉八雲肖像              小泉家蔵 

□画像 7 八雲からセツ宛書簡 明治 34 年 7 月 25 日   焼津市小泉八雲記念館蔵 
□画像 8 愛用の本棚                  高志の国文学館蔵 

□画像 9 「日本一つの解明（神国日本）」原稿            富山大学附属図書館 

ヘルン文庫蔵 

◎画像 2～9 をご使用の際は、それぞれの所蔵者名または著作権者名が分かるように、 

赤字でお示しした部分を必ず明記願います。 


