
Opening hours: 9:30 a.m. to 5:30 p.m. (Last Admission at 5:00 p.m.)     Day Closed: October 12,26, November 9,24
Admission fees: ¥300(adults)  Set ticket with regular exhibitions ¥500  Junior High School and younger children : Free of charge

新宿歴史博物館
【開館時間】午前9時30分～午後5時30分（入館は5時まで）　【休館日】10月12日（月）・26日（月）、11月9日（月）、24日（火）
【観覧料】一般300円（常設展とのセット券は500円）／中学生以下無料
【展示替え有】前期：10月10日（土）～11月8日（日）、後期：11月10日（火）～12月6日（日）
【主催】公益財団法人新宿未来創造財団　【共催】新宿区、新宿区教育委員会　 【後援】小泉八雲記念館、松江市、焼津市、アイルランド大使館
【協力】早稲田大学坪内博士記念演劇博物館、山九株式会社　【展示監修】池田雅之（早稲田大学名誉教授）

地下１階
企画展示室

Shinjuku Historical Museum Special Exhibition room
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TEL 03-3359-2131  FAX 03-3359-5036
https://www.regasu-shinjuku.or.jp/rekihaku/

日時 ー10月10日（土）10時～12時
講師 ー小泉凡（小泉八雲記念館館長・小泉八雲曾孫）　
会場 ー新宿歴史博物館2階講堂　
定員 ー60名（多数抽選）
料金 ー500円 ※特別展招待券付き
申込 ー9月5日からWeb又は往復はがきで9月17日（木）必着

①、②は別々にお申し込みください。一応募1名。往復はがきに講演会名・住所・氏名・電話番号・新宿歴史博物館メンバーズ会員の方は会員番号を明記の上、
新宿歴史博物館へ。HPからも申し込み可能。詳細はOh!レガス・新宿歴史博物館HPでご確認下さい。

指定管理者：公益財団法人新宿未来創造財団

［交通案内］
JR・東京メトロ丸ノ内線・南北線「四ツ谷駅」下車徒歩10分
東京メトロ丸ノ内線「四谷三丁目駅」下車徒歩8分
都営地下鉄新宿線「曙橋駅」下車徒歩8分

記念講演会

1.「小泉八雲、妖怪へのまなざし
　　　　　　― 新宿と松江をつなぐもの ―」

日時 ー11月29日（日）14時～16時
講師 ー池田雅之（早稲田大学名誉教授・本展監修者）　
会場 ー新宿歴史博物館2階講堂　
定員 ー60名（多数抽選）
料金 ー500円 ※特別展招待券付き
申込 ー10月5日からWeb又は往復はがきで10月30日（金）必着

2.「八雲は私たち日本人に何をもたらしたか」
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表紙：晩年の八雲（小泉家）／『ちんちん小袴』挿絵（新宿歴史博物館）／『妖魔詩話』草稿（慶應義塾大学三田メディアセンター）／『狂歌百物語』（富山大学附属図書館ヘルン文庫）

*¹ 新宿区富久町7-30（成女学園の敷地内）。新宿区指定
史跡。家屋は残っておらず、記念碑が学園内に建っている。

*² 鎮護山圓融寺自證院。堂宇を建てる際に節目の多い檜を
用いたことから、「瘤寺」と呼ばれるようになった。八雲の
葬儀もこの寺で行われた。

*³ 新宿区大久保1-1-17。新宿区指定史跡。家屋は戦災で
失われ、記念碑が大久保小学校正門側に建っている。

　明治29年（1896）9月、神戸から移り住んだ八雲が最初に居を構えたのは、市谷富久町の高台に
あった借家でした*¹。ここから講師をつとめる帝国大学（現・東京大学）まで人力車に乗って
通い、次男の巖、三男の清はこの地で生まれました。
　近所には自然が多く閑静な「瘤寺」と呼ばれる寺があり*²、八雲は好んで散策をしていましたが、
寺の樹木が伐採されてしまったことを深く悲しみ、転居を考えるようになったと伝えられています。
　明治35年（1902）3月、八雲は富久町から西大久保に転居し、急逝する明治37年（1904）
9月26日までこの地に暮らしました*³。平屋造りの日本家屋で、敷地は700坪余りあり、広い庭
には木々が茂っていました。八雲の書斎は西向きの静かな場所につくられ、代表作『怪談』は
そこで書かれました。
　放浪への衝動、母や故郷への思い、歌や虫の鳴き声からくる魂の戦慄……八雲は生涯をかけて
それらの戦慄を作品化することに力を注ぎ、その労苦はここに結実したのです。

八雲と新宿のつながり

1. 瘤寺（自證院）の門　
 The gate of Kobudera （Jisho-in Temple) 
 『異国風物と回顧』より 

2. 西大久保の家　縁側
 House in Nishi-Okubo, veranda　小泉家

3. 鈴木朱雀　「小泉八雲」　
 “Lafcadio Hearn” by Suzuki Sujaku
 昭和9年（1934）
 早稲田大学會津八一記念博物館
八雲の書斎を画題としており、ペン、インク壺、ほら貝、
煙管などの遺愛品が描かれている。

1.

2. 3.



「大層遠い、遠い旅をしました。
今ここにこうして煙草をふかしています。
旅をしたのが本当ですか、夢の世の中」
小泉セツ『思ひ出の記』より
亡くなる日の朝に見た夢を八雲が語った言葉

“I had a long, distant journey. Here I am smoking now, you 
see. Is it real that I travelled or is it real that I am smoking? 
The world of dream!”
Reminiscences of Lafcadio Hearn(Omoidenoki) written by Koizumi Setsu.  
The words Hearn told about his dream in the morning of his death.

トランク　Suitcase　小泉八雲記念館
来日の際に八雲がアメリカから持ってきたもの。

『クレオール料理』　La Cuisine Creole
明治18年（1885）6月27日　W.H.Coleman
松江市立中央図書館
八雲の書いた唯一の料理本であり、
世界初のクレオール料理本。

『仏領西インド諸島の2年間』 
Two Years in the French West Indies
明治23年（1890） Harper&Brothers 
松江市立中央図書館
気候や地形、生活習慣やしきたり、伝説や伝承
など、マルティニークに関する多種多様な
ルポルタージュを集めた一冊。

八雲の書斎　Hearn’s Study　小泉家

ワトキン宛のメモ　A memo to Watkin　日付なし　新宿歴史博物館

アメリカの友人・ヘンリー・ワトキンに宛てたメモ。ワトキンは八雲に「大烏（The Raven）という
ニックネームを付けた。八雲は大烏の絵をワトキンへの手紙やメモの署名代わりに使った。

おおがらす

一雄の七五三のお祝い
Kazuo’s Shichi-Go-San festival　小泉家
親子三人で記念撮影。明治29年（1896）頃。

虫籠　Insect cage
小泉八雲記念館
八雲の遺愛品で、屋形船の形を模した虫籠。八雲は
虫を愛し、虫の一生を人の一生と同じように慈しんだ。

八雲からセツ宛書簡　明治34年（1901）7月25日
A letter to Setsu July 25, 1901　焼津小泉八雲記念館
家族の間だけで通じる日本語の話し言葉「ヘルンさん
言葉」で綴られている。　

『日本の面影』
Glimpses of Unfamiliar Japan
明治27年（1894） Houghton Mifflin　
松江市立中央図書館
日本の印象を瑞 し々い文章で
活写した、ルポルタージュの傑作。

「門つけ」草稿　“A Street Singer” draft
新宿歴史博物館
人間の声の持つ霊的な力について
思いを巡らす一作。

「耳なし芳一の話」草稿
“The Story of Mimi-Nashi-Hōichi” draft
松江市立中央図書館
音楽によって異界と交信する琵琶法師の
物語を再話化したもので、八雲の代表作。

ペンとインク壺　Pen & inkpot　小泉家
八雲がアメリカより持参したもの。来日以降の作品は、すべてこのペンによって書かれた。

「私の守護天使」草稿
“My Guardian Angel” draft

松江市立中央図書館
「顔なしお化け」に遭遇した幼少期の
恐怖体験を記した自伝的な作品。

『怪談』　Kwaidan
明治37年（1904）　Houghton,Mifflin　新宿歴史博物館
八雲が亡くなった年に出版された、再話物語の傑作。怪奇的な
描写を抑制し、簡素な言葉を選びながらも、一息に劇的な物語へ
読者を引き込む語り口の見事さは、本作で境地に達した。

『妖魔詩話』より「雪女」草稿　“Yuki-Onna” draft from Goblin Poetry
慶應義塾大学三田メディアセンター

バジル・ホール・チェンバレン　『古事記』英訳
A Translation of the "Ko-Ji-Ki" by Basil Hall Chamberlain
B.Meiklejohn and Co.　富山大学付属図書館ヘルン文庫

八雲の蔵書。『古事記』に登場する神々の名などの
おびただしい書き込みが見られる。

A Distant Journey – the Urge to Wander

　小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）はギリシャのレフカダ島で生まれ、アイルランドで育ち、アメリカや西インド諸島で
文筆家として活躍した後、明治23年（1890）に来日しました。島根県松江市、熊本市、神戸市と移り住み、明治37年
（1904）、当時の大久保村西大久保の自宅で息を引き取ります。その生涯は、放浪の旅でした。
　幼くして母と別離し、若き日に視力と財産を失った八雲。本展覧会では、生きづらさを抱えながらも世界を放浪した
八雲の旅路を紹介します。そして、彼が「ゴースト」と呼んだ放浪へと誘うもの̶魂の戦慄をひきおこし、彼を創作へ
掻き立てたもの̶に焦点を当て、現在も読まれ続ける作品を生んだ八雲の創作の軌跡をたどります。

Koizumi Yakumo (Lafcadio Hearn)was born in Lefkada island of Greece, grew up in Ireland and worked 
as a wr iter in the United States and the West Indies before coming to Japan in 1890.  He moved to 
Matsue Cit y in Sh imane Prefecture, Kumamoto City and Kobe City and died at his home in 
Nishi-Okubo, Okubo Village at the time in 1904. His whole life was a wandering journey.  
He was separated from his mother when he was a child and lost his eyesight and fortune when he was 
young.  In this exhibition, we introduce the journey of Hearn who wandered the world experiencing 
hardships.  We focus on what he called the “ghost” that led to his wandering, shivering his soul and inspiring 
him for the creation. We also follow the trail of Hearn’s creation of such works that continue to be read.

「むじな」草稿
“Mujina” draft
池田記念美術館

the knowledge that a strange silence is ever deepening and expanding about one’s 
life, and that in that silence there are ghosts.
“A Ghost” Karma

Ghost - Nostalgia and Fantasy
旅人は感じている、奇妙な沈黙が自分の人生に深く、静かに広がって
いることを。そして、その沈黙の中に幽霊がいることを。
池田雅之訳「幽霊」『カルマ』

ゴースト
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