
資料名 Title 作者 年代 所蔵先 前期/後期
レプリカ：●
パネル：〇

1 帽子 Hat 小泉八雲記念館 ●

2 愛用の衣類 Suits (winter) 小泉八雲記念館 ●

3 トランク Suitcase 小泉八雲記念館 ●

4 ワトキン宛のメモ 　4種 A memo to Watkin 小泉八雲 日付なし 新宿歴史博物館 ●（一部）

5 ワトキン宛のカード　6種 Cards to Watkin 小泉八雲 日付なし 新宿歴史博物館

6 ワトキン宛のメモ A memo to Watkin 小泉八雲 日付なし 新宿歴史博物館 ●(裏面）

7 八雲の記事が掲載された「シンシナティ・エンクワイアラー」紙
The Cincinnati Enquirer that
contains  Hearn's article

小泉八雲記念館 ●

8 「イ・ジグランプス」第1号 "YE GIGLAMPZ"  Vol.1 明治7年(1874)6月21日 Library of Congless 〇

9 ワトキン宛書簡 A letter to Watkin 小泉八雲 日付なし(明治10年・1877頃) 新宿歴史博物館

10 ワトキン宛葉書　4種 Postcards to Watkin 小泉八雲
①明治10年(1877)10月28日②同
10月29日③同10月29日④同10月
30日

新宿歴史博物館

11 ワトキン宛書簡 A letter to Watkin 小泉八雲 明治10年(1877)10月31日 新宿歴史博物館 ●

12 ワトキン宛葉書　4種 Postcards to Watkin 小泉八雲
①明治10年(1877)11月13日②同
11月15日③明治11年(1878)1月13
日④明治10年11月3日

新宿歴史博物館

13 ワトキン宛書簡 A letter to Watkin 小泉八雲 明治11年(1878)3月1日 新宿歴史博物館 ●

14 ワトキン宛書簡 A letter to Watkin 小泉八雲 明治11年(1878)6月3日(推定) 新宿歴史博物館

15 ワトキン宛書簡 A letter to Watkin 小泉八雲 明治12年(1879)2月27日 新宿歴史博物館

16 ニューオーリンズ時代のメモノート Notepad from New Orleans 小泉八雲 小泉八雲記念館 ●

17 『異邦文学残葉』
Stray Leaves from Strange
Literature

小泉八雲 明治17年(1884) 松江市立中央図書館

18 『ゴンボ・ゼーブ』 Gombo Zhebes 小泉八雲 明治17年(1884) 松江市立中央図書館

19 『クレオール料理』 La Cuisine Creole 小泉八雲 明治18年(1885)6月27日 松江市立中央図書館

20 「ニューオーリンズ万国博覧会」『ハーパーズ・ウィークリー』
"The New Olreans Exposition"
Harper's Weekly

明治18年1月31日号所収
天理大学附属天理図書
館

〇

21 ワトキン宛書簡 A letter to Watkin 小泉八雲 明治18年(1885)6月27日 新宿歴史博物館

22 マルティニークの俗謡に関する草稿 Draft about Martinique's folk songs 池田記念美術館 前期

23 仏領西インド諸島取材ノート
A notebook used by Hearn while
traveling in the French West Indies

小泉八雲 早稲田大学図書館 後期

24 ビスランド宛書簡 A letter to Elizabeth Bisland 小泉八雲 明治20年(1887)7月 新宿歴史博物館

25 『ユーマ』
Youma: The Story of a West-
Indian Slave

小泉八雲 明治23年(1890) 松江市立中央図書館

26 『仏領西インド諸島の2年間』
Two Years in the French West
Indies

小泉八雲 明治23年(1890) 松江市立中央図書館

27 ビスランド宛書簡 A letter to Elizabeth Bisland 小泉八雲
明治22年(1889)11月22日、24日、
30日

新宿歴史博物館

28 ビスランド宛書簡 A letter to Elizabeth Bisland 小泉八雲 明治23年(1890)3月7、8日 新宿歴史博物館

29 ワトキン宛書簡 A letter to Watkin 小泉八雲 明治20年(1887)6月9日 新宿歴史博物館

30 ワトキン宛書簡 A letter to Watkin 小泉八雲 明治20年(1887)9月27日 新宿歴史博物館

31 居留証明書 Certificate of registration 明治23年(1890)4月8日 池田記念美術館

32 『古事記』英訳 A Translation of the "Ko-Ji-Ki"
B・H・チェン
バレン

富山大学附属図書館ヘ
ルン文庫

〇

33 ワトキン宛書簡 A letter to Watkin 小泉八雲 明治23年(1890)4月25日 新宿歴史博物館

34 条約書 Contract 明治23年(1890)7月 小泉八雲記念館 〇

35 『日本の面影』 Glimpses of Unfamiliar Japan 小泉八雲 明治27年(1894) 松江市立中央図書館

36 閻魔帳(松江時代) Enmacho(Matsue era) 小泉八雲 池田記念美術館

令和２年度新宿歴史博物館特別展

小 泉 八 雲 ―放浪するゴースト―
Koizumi Yakumo  Wandering Ghost

2020年10月10日（土）～12月6日（日）



資料名 Title 作者 年代 所蔵先 前期/後期
レプリカ：●
パネル：〇

37 西田千太郎宛書簡 A letter to Nishida Sentaro 小泉八雲 明治24年(1891)6月22日 島根大学附属図書館

38 西田千太郎宛書簡 A letter to Nishida Sentaro 小泉八雲 明治26年(1893)10月23日 島根大学附属図書館

39 気楽坊人形 Kirakubo Doll 荒川亀斎 小泉八雲記念館 ●

40 地蔵仏頭（パネル内） Jizo 荒川亀斎 小泉八雲記念館 ○

41 八雲への送辞 A farewell address to Hearn 大谷正信 明治24年(1891)10月31日 松江市立中央図書館

42 八雲宛礼状 A thank-you note to Hearn 千家尊紀 明治29年(1896)1月17日 池田記念美術館

43 セツの英単語帳 Setsu's English vocabulary book 小泉セツ 松江市立中央図書館

44 セツの英単語帳 Setsu's English vocabulary book 小泉セツ 小泉八雲記念館

45 西田千太郎宛書簡 A letter to Nishida Sentaro 小泉八雲 明治26年(1893）3月3日 島根大学附属図書館

46 家計簿 Household account book 小泉セツ 小泉八雲記念館

47 セツの虫眼鏡 Setsu's magnifying glass 小泉八雲記念館 ○

48 虫眼鏡 Magnifying glass (large) 小泉八雲記念館

49 近眼鏡、虫眼鏡 Magnifying glass 小泉八雲記念館 ○

50 遠眼鏡 Telescope 小泉八雲記念館 ●

51 足袋 Hearn's tabi socks 小泉八雲記念館 ●

52 八雲の使用した印 Hearn's seals 小泉八雲記念館

53 隠岐旅行メモノート
Hearn's memos of his trip to Oki
Islands

小泉八雲 小泉八雲記念館 ●

54 西田千太郎宛書簡 A letter to Nishida Sentaro 小泉八雲 明治25年(1892)4月12日 島根大学附属図書館

55 西田千太郎宛書簡 A letter to Nishida Sentaro 小泉八雲 明治26年(1893)2月19日 島根大学附属図書館

56 「橋の上」草稿 "On a Bridge" draft 小泉八雲 松江市立中央図書館

57 西田千太郎宛書簡 A letter to Nishida Sentaro 小泉八雲 明治26年(1893)11月23日 島根大学附属図書館

58 ワトキン宛書簡 A letter to Watkin 小泉八雲 明治27年(1894)9月14日 新宿歴史博物館

59 遺言状 A last will and testament 小泉八雲 明治27年(1894)6月27日 池田記念美術館

60 『東の国から』 Out of the East 小泉八雲 明治28年(1895) 松江市立中央図書館

61 『心 』 Kokoro 小泉八雲 明治29年(1896) 松江市立中央図書館

62 『仏の畑の落穂』 Gleanings in Buddha-Fields 小泉八雲 明治30年(1897) 松江市立中央図書館

63 西田千太郎宛書簡 A letter to Nishida Sentaro 小泉八雲 明治28年(1895)12月15日 島根大学附属図書館

64 一雄出生届 Birth registration of Kazuo 明治28年(1895)9月 池田記念美術館

65 八雲の小泉家入夫を認める書類
Document to approve Hearn
marrying into the Koizumi family

明治29年(1896)1月15日 池田記念美術館

66 一雄が父の戸籍に正式入籍することを認める書類
Document authorizing Kazuo's officially
entry in his father's family register

明治29年(1896)2月13日 池田記念美術館

67 八雲の小泉家正式相続を認める書類
Document authorizing Hearn as an
inheritor to the Koizumi family

明治29年(1896)2月22日 池田記念美術館

68 名刺 Business card 池田記念美術館

69 ワトキン宛書簡 A letter to Watkin 小泉八雲 明治29年(1896)5月23日 新宿歴史博物館

70 帝国大学講師辞令
A letter of appointment as a
lecturer at the Imperial University

明治29年(1896)9月2日 池田記念美術館

71 帝国大学給料辞令
A letter of appointment  salary at
the Imperial University

明治29年(1896)9月2日 池田記念美術館

72 なたまめ煙管 Natamame kiseru pipe 小泉八雲記念館

73 煙草入れ（携帯用） Tobacco case 小泉八雲記念館

74 大学講義用のメモ帳 Hearn’s lecture notebook 小泉八雲記念館

75 ビスランド宛書簡 A letter to Elizabeth Bisland 小泉八雲 明治35年(1902)7月2日 新宿歴史博物館

76 八雲作成のテスト(帝大時代)
An exam designed by
Hearn(Imperial University)

明治35年(1902)6月13日 池田記念美術館

77 西田千太郎宛書簡 A letter to Nishida Sentaro 小泉八雲 明治29年(1896)12月18日 島根大学附属図書館

78 「海のほとりにて」草稿 "Beside The Sea" draft 小泉八雲 池田記念美術館

79 「漂流」草稿 "Drifting" draft 小泉八雲 焼津小泉八雲記念館 ●

80 英語練習教材
English materials Hearn used to
teach his son

小泉八雲 明治31～32年(1898～1899)頃 小泉八雲記念館

81 一雄への算数教育用ノート
Mathematics education notes for
Kazuo

小泉八雲 池田記念美術館

82 『リ・エコー』 Re-echo 小泉一雄 昭和32年(1957) 新宿歴史博物館



資料名 Title 作者 年代 所蔵先 前期/後期
レプリカ：●
パネル：〇

83 乙吉だるま Otokichi's Daruma
小泉八雲顕彰会（写真提
供：焼津小泉八雲記念
館）

〇

84 八雲からセツ宛書簡 A letter to Setsu 明治34年(1901)7月25日 焼津小泉八雲記念館 ●

85 セツから焼津の八雲に宛てた書簡 A letter to Hearn in Yaizu 明治37年(1904)8月12日 池田記念美術館

86 八雲からセツ宛書簡 A letter to Setsu 明治37年(1904)8月12日推定 焼津小泉八雲記念館 ●

87 八雲からセツ宛書簡 A letter to Setsu 明治37年(1904)8月13日 焼津小泉八雲記念館 ●

88 八雲からセツ宛書簡 A letter to Setsu 明治37年(1904)8月18日 焼津小泉八雲記念館 ●

89 セツから焼津の八雲に宛てた書簡 A letter to Hearn in Yaizu 明治37年(1904)8月23日 池田記念美術館

90 一雄からセツ宛書簡 Kazuo's letter to Setsu 明治37年(1904)8月24日 焼津小泉八雲記念館 ●

91 巖からセツ宛書簡 Iwao's letter to Setsu 明治37年(1904)8月24日 焼津小泉八雲記念館 ●

92 講義開始日決定通知(早稲田大学)
Notice of a lecture
schedule(Waseda University)

高田早苗 明治37年(1904)3月6日付 早稲田大学図書館 後期 〇（前期）

93 早稲田大学で使用したノート
A notebook used at Waseda
University

小泉八雲 池田記念美術館

94 私家本「百面相」
Private Collection"making different
faces"

池田記念美術館

95 逍遙あて書簡 A letter to Shoyo 小泉八雲 明治37年(1904)6月4日
早稲田大学坪内博士記
念演劇博物館

〇

96 逍遙日記 A Diary written by Shoyo 坪内逍遙 明治37年(1904)6月27日
早稲田大学坪内博士記
念演劇博物館

〇

97 八雲宛逍遙書簡を貼り込んだ屏風
A folding screen with a letter from
Shoyo to Hearn

坪内逍遙 明治37年(1904)6月28日
原資料：早稲田大学坪
内博士記念演劇博物館

●

98 「小泉八雲」 Lafcadio Hearn 鈴木朱雀 昭和9年(1934)
早稲田大学會津八一記
念博物館

〇

99 ペンとインク壺 Pen & inkpot 小泉家

100 本棚 Bookshelf 新宿歴史博物館

101 机と椅子 Desk and chair 松江市立中央図書館 ●

102 「朝日」 "Asahi" 岡田桜邨 焼津小泉八雲記念館 〇

103 子守歌の草稿 Lullaby draft 小泉八雲 池田記念美術館

104 死亡診断書控え Death certificate copy 明治37年(1904)9月27日 池田記念美術館

105 最後の給与通知 Last salary notification 明治37年(1904)9月27日 早稲田大学図書館 前期 〇（後期）

106 蛙のペン先入れ Container for pen nibs 小泉八雲記念館 〇

107 ほら貝 Trumpet shell 小泉八雲記念館 〇

108 方位磁針 Compass 池田記念美術館

109 煙管 Long kiseru pipe 小泉八雲記念館 ●

110 『日本　―ひとつの解明 』
JAPAN: An Attempt at
Interpretation

小泉八雲 明治37年(1904) 松江市立中央図書館

111 『日本 ―ひとつの解明』校正刷
JAPAN: An Attempt at
Interpretation

池田記念美術館

112 八雲の出生記録　（コピー）
The birth certificate of Lafcadio
Hearn (Copy)

小泉八雲記念館 〇

113 草稿「焼津にて」 ”At Yaidzu” draft 小泉八雲 焼津小泉八雲記念館 ●

114 「夢魔の感触」草稿 ”Nightmare Touch” draft 小泉八雲
天理大学附属　天理図
書館

○

115 和鏡　（獏と南天）
Japanese-style mirror (Baku and
sacred bamboo)

小泉八雲記念館 ○

116 八雲がアイルランド時代に使用した机
The desk Hearn used as a child in
Ireland

縦34.5×横50.5×高さ76（cm) 小泉八雲記念館 ○

117 「ゴシックの恐怖」草稿 "Gothic Horror"draft 小泉八雲
天理大学附属　天理図
書館

○

118 「私の守護天使」草稿 "My Guardian Angel" draft 小泉八雲 松江市立中央図書館

119 「むじな」草稿 "Mujina" draft 小泉八雲 池田記念美術館

120 「門つけ」草稿 "A Street Singer" draft 小泉八雲 新宿歴史博物館

121 未発表草稿「ジプシー・ヴォイス」 "Gypsy Voice" Unpublished draft 小泉八雲 早稲田大学図書館 前期

122 「小夜曲」草稿 "A Serenade" draft 小泉八雲 松江市立中央図書館 後期

123 「明治の唱歌」 Songs of the Meiji era 小泉八雲 松江市立中央図書館 前期

124 「日本の古い歌」草稿 "Old Japanese Songs" draft 小泉八雲 松江市立中央図書館 後期

125 「耳無し芳一」草稿
"The Story of Mimi-Nashi-Hōichi"
draft

小泉八雲 松江市立中央図書館

126 『臥遊奇談』 Gayuukidan 一夕散人 天明2年(1782)
富山大学附属図書館ヘ
ルン文庫

〇

127 「餓鬼」草稿 "Gaki" draft 小泉八雲 松江市立中央図書館

128 「蟻」草稿 "Ants" draft 小泉八雲 松江市立中央図書館 前期



資料名 Title 作者 年代 所蔵先 前期/後期
レプリカ：●
パネル：〇

129 「蝶」草稿 "Butterflies" draft 小泉八雲 池田記念美術館 後期

130 蝉の挿画 Cicada illustration
慶應義塾大学三田メ
ディアセンター

後期 〇（前期）

131 虫籠 Insect cage 小泉八雲記念館 ●

132 八雲直筆の絵「蛙」 A picture of a frog drawn by Hearn 小泉八雲 小泉八雲記念館 ●

133 『骨董』 Kottō 小泉八雲 明治35年(1902) 松江市立中央図書館

134 『怪談』 Kwaidan 小泉八雲 明治37年（1904） 新宿歴史博物館

135 お化け行燈（立版古） Haunted paper lantern(Tatebanko) 池田記念美術館

136 『怪談』 Kwaidan 小泉八雲 昭和7年（1932） 新宿歴史博物館

137 「おしどり」草稿 "Oshidori" draft 小泉八雲 松江市立中央図書館 前期

138 「おしどり」草稿 "Oshidori" draft 小泉八雲 早稲田大学図書館 前期

139 「おしどり」草稿 "Oshidori" draft 小泉八雲 池田記念美術館 前期

140 「蓬莱」草稿 "Hōrai" draft 小泉八雲 池田記念美術館 後期

141 「蓬莱」草稿 "Hōrai" draft 小泉八雲
慶應義塾大学三田メ
ディアセンター

後期

142 「ろくろ首」草稿 "Rokuro-Kubi" draft 小泉八雲 池田記念美術館

143 『夜窓鬼談　上』 Yasou Kidan 石川鴻斎
明治27年(1894)

富山大学附属図書館ヘ
ルン文庫

〇

144 『怪物興論』 Kaibutsu Yoron
十返舎一九
編

享和3年(1803)
富山大学附属図書館ヘ
ルン文庫

〇

145 「鏡と鐘」草稿 "Of a Mirror and a Bell" draft 小泉八雲 松江市立中央図書館

146 「食人鬼」草稿 "Jikininki" draft 小泉八雲 松江市立中央図書館

147 「青柳ものがたり」草稿 "The Story of Aoyagi" draft 小泉八雲 松江市立中央図書館

148 「力ばか」草稿 "Riki-Baka" draft 小泉八雲 松江市立中央図書館

149 『日本お伽話』シリーズ（ちりめん本）　5冊
Japanese Fairy Tale
Series(Chirimen-Bon)

小泉八雲
明治31年（1898） ～大正11年
(1922)

新宿歴史博物館

150 『妖魔詩話』草稿 Goblin Poetry draft 小泉八雲
慶應義塾大学三田メ
ディアセンター

前期
復刻本
（後期）

151 『狂歌百物語』（パネル内） Kyoka-Hyaku Monogatari 天明老人 嘉永6年(1853)
富山大学附属図書館ヘ
ルン文庫

○

152 森(木炭画) Forest(charcoal drawing) 小泉八雲 池田記念美術館

153 『思ひ出の記』覚書
Memorandum of Reminiscences of
Lafcadio Hearn

小泉セツ 池田記念美術館

154 『思ひ出の記』草稿
Reminiscences of Lafcadio Hearn
draft

小泉セツ 池田記念美術館

155 『父八雲を憶ふ』
Father and I : memories of
Lafcadio Hearn

小泉一雄 昭和6年(1931)

156 ラジオ放送原稿 Radio broadcasting manuscript 稲垣巖 小泉八雲記念館

157 「海」 "Umi"(ocean) 小泉清 昭和36年(1961) 小泉八雲記念館 〇

158 無題 Untitled 小泉清 小泉八雲記念館

159 「ヘルン像」（左向き） Hearn's portrait(facing left) 小泉清 小泉八雲記念館

160 「ヘルン像」（右向き） Hearn's portrait(facing right) 小泉清 小泉八雲記念館

※諸事情により展示期間の変更や写真パネルによる展示、もしくは展示を見送る場合があります。

特別展関連情報

・小泉八雲に関係する都市や国を紹介

パンフレット等も配架しておりますので、ご覧ください。

1階れきはくギャラリー：松江市・レフカダ市（ギリシャ）

地下1階ホワイエ ：アイルランド国

・アンケートDEオリジナルグッズGET

常設展示・特別展示もしくは、両方のアンケートにお答えいただいた方へオリジナ

ルグッズを差し上げます。

・SNSコーナー

小泉八雲展など新宿歴史博物館をSNSにてご紹介いただいた方へオリジナルグッ

ズを差し上げます。

・おみくじの設置

オリジナルおみくじを設置しました。

・てづくりみくじ

おみくじを作ってみませんか。


