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小泉八雲朗読のしらべ ニューオーリンズ公演



2009年にギリシャから始まったオープン・マインド・オブ・
ラフカディオ・ハーン事業の一環で、ハーン渡米150年
記念および松江市とニューオーリンズ市交流25周年記

念事業として2019年10月に米国訪問しニューヨーク、シンシナ
ティ、ニューオーリンズで交流会並びに佐野史郎氏の朗読と山
本恭司氏のギター演奏による小泉八雲 朗読のしらべ「怪談
――恐怖の底より聴こえる救いの呼び声」公演を行いました。
ニューヨークではまず日本クラブでの小泉凡氏の講演と七
澤菜波氏の墨書パフォーマンス「逢魔――小泉八雲の精神
と書が出会う」を開催し大盛会でした。そしてジャパン・ソサエ
ティでの「小泉八雲朗読のしらべ」公演には多くの米国人も参
加して大好評でした。島根県人会の皆様には大変お世話に
なりました。シンシナティではシンシナティ日米協会&日本研究
センター、特に島大の故銭本教授の知人でもある日本研究セ
ンターのゲイリー・エイス氏を中心とする熱心な協力により美術
館のホールで公演と交流会を盛大に開催できました。またハー
ンの弟の子孫ファミリーが約20名も集まってくれて賑やかな会
になりました。彼が送ってくれたラフカディオ・ハーン・ジャーナル
には私共の訪問と公演内容が掲載されていました。ニューオー
リンズではニューオーリンズ・ジャパン・ソサエティの熱心な協力
を頂き、以前にも本事業を行ったテュレーン大学で公演と交
流会を行いましたが、その前にハーンの初版本などを所蔵して
いる大学図書館で実物を拝見させていただきました。公演も
大変盛会で多くの昔馴染みの皆さんが来てくれました。
また、ヒストリック・ニューオーリンズ・コレクションと共催した
エバレット・ブラウン湿板写真展「オープンライフを求めて――
ラフカディオ・ハーンの日本」もCEO会長に直々にご案内頂
いた展示は見事で素晴らしいものでした。
さらに、特別に日本名誉領事のドナ・フレッシュ氏にニコー
ルズ州立大学にある公立唯一のクレオール料理文化学と料
理学、シェフ研修で学位が取れる学部のディナーに招待され、
カリスマシェフのジョン・フォルス教授のハーンの著書「クレオー
ル・クック・ブック」に由来するメニューの説明を聞きながら学
生が作った料理に舌鼓を打ちました。ハーンの著作がこの
学部を作る基になったことを聞き感動しました。
今年で11年目を迎えたこの事業によりハーンの国際的評
価が高まり、研究も進むことが期待されます。米国における事
業にご尽力頂いたニューヨーク日本クラブと各地のジャパン
ソサイエティの皆さま、写真展を開いて頂いたヒストリック・ニュー
オーリンズ・コレクション並びにご支援頂いたすべての皆さま
に心より感謝いたします。

ごあいさつ
小林祥泰 八雲会 会長

Forword
Shotai Kobayashi Chairperson, The Hearn Society

In October 2019, an exchange event and a reading perfor-
mance titled “Kwaidan—Call of Salvation Heard from the 
Depths of Fear”, by Shiro Sano and guitarist Kyoji Yamamoto, 

took place in New York, Cincinnati, and New Orleans. These 
events were part of the Open Mind of Lafcadio Hearn project, 
which began in Greece in 2009. They commemorated both the 
150th anniversary of Hearn’s arrival in the USA, and 25 years of 
friendship between Matsue City and New Orleans. 

In New York, the Nippon Club was the venue for a lecture by 
Bon Koizumi and a calligraphy performance by Nanami 
Nanasawa, titled “The Twilight Hour—An Encounter between 
Hearn’s Spirit and Calligraphy”, which were both well-received. 
The reading performance, held at the Japan Society, was attend-
ed by many local people, and was a great success. We are grateful 
for the assistance we received from the members of the Shimane 
Prefecture Society. 

In Cincinnati, the reading performance and exchange event 
were held in the hall of an art museum, and received great 
acclaim. These events were made possible through the coopera-
tion of the Japan America Society of Greater Cincinnati, and 
the Japan Research Center. In particular, we received enthusias-
tic support from Gary Eith from the Research Center, who was 
an acquaintance of the late Professor Zenimoto of Shimane 
University. Twenty members of the family of Hearn’s younger 
brother’s descendants gathered in Cincinnati to participate in 
the commemoration, and this led to a lively and meaningful 
exchange. Our visit, and details of the performances were 
featured in the splendid Lafcadio Hearn Journal, which was sent 
to The Hearn Society. 

In New Orleans, we received the enthusiastic support of the 
Japan Society of New Orleans. The reading performance and 
the exchange event were held at Tulane University, where earlier 
events associated with the Open Mind of Lafcadio Hearn 
project had been held. Prior to the events, we were shown first 
editions of Hearn’s works, which are part of the university 
library’s collection. The performance was attended by many old 
acquaintances and was enthusiastically received. 

We also visited the collodion photographic exhibi-
tion—“Seeking an Open Life: Photographs of Lafcadio Hearn’s 
Japan” by Everett Kennedy Brown, which was jointly held with 
The Historic New Orleans Collection. The CEO personally 
guided us around this stunning exhibition. 

Furthermore, we received a special invitation from Donna 
Fraiche, the Honorary Consul General of Japan, to visit the 
Culinary Institute at Nicholls State University. The Institute 
offers the only publicly available tertiary course in Creole 
cuisine and culture. Students study Creole cooking on this 
accredited course. Charismatic chef, Professor John Folse, 
explained the menu derived from Hearn’s Creole Cookbook, 
while we savoured the dishes prepared by the students. We were 
impressed to hear that Hearn’s book had formed the basis for 
the creation of the institute.   

This project—The Open Mind of Lafcadio Hearn—is now in 
its 11th year. We hope that, through this project, international 
recognition of Hearn has advanced, and research has progressed. 
We are extremely grateful for the support we received from the 
New York Nippon Club, the members of the Japan societies in 
each area, and The Historic New Orleans Collection, which 
held the photograph exhibition. 
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10/10木
Thu 10 Oct

ニューオーリンズ
New Orleans

9:30am
エバレット・ブラウン写真展
オープニング&レセプション
ヒストリック・ニューオーリンズ・コレクション

Opening & Reception of 
Everett Kennedy Brown Photography Exhibition
The Historic New Orleans Collection

10/12土
Sat 12 Oct

ニューオーリンズ
New Orleans

11:00am エバレット・ブラウン講演会
ニューオーリンズ美術館

Lecture by Everett Kennedy Brown
New Orleans Museum of Art

10/22火
Tue 22 Oct

ニューヨーク
New York

7:00pm ハーン・コレクション見学
モーガン・ライブラリー

Tour to the Morgan Library and Museum
The Morgan Library and Museum

10/23水
Wed 23 Oct

ニューヨーク
New York

10:00am さくらラジオ 番組収録
さくらラジオスタジオ

Sakura Radio
Sakura Radio Studio

12:00pm
ニューヨーク島根県人会 
歓迎昼食会
レストランミフネ

Welcome Lunch 
Hosted by New York Shimane Kenjin-Kai
Mifune New York

6:30pm 講演と墨書パフォーマンス
日本クラブ

Lecture & Calligraphy Live Performance
The Nippon Club

10/24木
Thu 24 Oct

ニューヨーク
New York

7:30pm
小泉八雲朗読のしらべ
レセプション
ジャパン・ソサエティ

Lafcadio Hearn Reading Performance
Reception
Japan Society

10/26土
Sat 26 Oct

シンシナティ
Cincinnati

9:30am ハーンゆかりの地ウォーキングツアー
シンシナティ・エンクワイアラーほか

Walking Tour of Places Associated with Hearn
Cincinnati

ハイランド・ハイツ
Highland Heights

2:00pm レクチャーとアニメ上映
ノーザン・ケンタッキー大学

Lectures and Animation Screening 
Northern Kentucky University

シンシナティ
Cincinnati

6:30pm ハーン・ファミリーの集い
モンゴメリー・イン・ボートハウス

Hearn Family Gathering
 Montgomery Inn The Boathouse

10/27日
Sun 27 Oct

シンシナティ
Cincinnati

2:00pm
小泉八雲朗読のしらべ
レセプション
シンシナティ美術館

Lafcadio Hearn Reading Performance
Reception
Cincinnati Art Museum

6:30pm 在デトロイト日本国総領事夫妻主催
夕食会

Dinner Hosted by the Consulate-General of Japan 
in Detroit, and His Wife

10/28月
Mon 28 Oct

ティボドー
Thibodau

4:30pm ニコールズ州立大学訪問と歓迎ディナー
ニコールズ州立大学

Dinner at Nicholls State University 
Nicholls State University

10/29火
Tue 29 Oct

ニューオーリンズ
New Orleans

7:00pm
小泉八雲朗読のしらべ
レセプション
テュレーン大学

Lafcadio Hearn Reading Performance
Reception
Tulane University

12/14土
Sat 14 Dec

ニューオーリンズ
New Orleans

4:00pm エバレット・ブラウン アーティスト・トーク 
ヒストリック・ニューオーリンズ・コレクション

Everett Kennedy Brown’s Artist Talk
The Historic New Orleans Collection

2020 1/4土
Sat 4 Jan

ニューオーリンズ
New Orleans

エバレット・ブラウン写真展 
クロージング 
ヒストリック・ニューオーリンズ・コレクション

Closing of 
Everett Kennedy Brown Photography Exhibition
The Historic New Orleans Collection

イベントスケジュール
Schedule of Events
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八雲会は、ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）渡米150年に際
し、米国内ハーンゆかりの3都市（ニューヨーク・シンシナティ・
ニューオーリンズ）で記念事業を開催した。これにより、ハーン
が見出した明治日本の基層文化の魅力を開示し、同時に
ハーンの精神性の特色であり21世紀の持続可能な共生社
会に必要不可欠な「オープン・マインド」の精神を発信し、日
米相互理解のいっそうの進展に寄与することを目的とした。ま
た、ハーンの本質に迫る日本理解が、上記アメリカ3都市での
先駆的な民俗学者の眼を持ったフィールドワーカーとしての活
動の上に成り立っていることを明らかにすることを目指した。
上記の目的を達成するために、本事業において、ラフカディ

オ・ハーンが、アイルランド移民として渡ったアメリカでゆかりの
深い3都市において、以下の3つの事業を中心に行った。
①ハーンの作品世界を表現する小泉八雲朗読パフォーマン
ス「怪談――恐怖の底より聴こえる救いの呼び声」（朗読/俳

優・佐野史郎、音楽/ギタリスト・山本恭司、講演/曾孫・小泉凡）

②ハーンに共感して来日した写真家エバレット・ブラウンによ
る湿板写真展「オープンライフを求めて――ラフカディオ・ハー
ンの日本」
③講演「ラフカディオ・ハーンを現代に生かす」（講演/曾孫・

小泉凡）と墨書パフォーマンス「逢魔――小泉八雲の精神と
書が出会う」（墨書 /書家・七澤菜波、音楽 /ギタリスト・山本恭

司）

開催地ごとに客層や反響には違いがあったものの、上記
のパフォーマンスと展覧会は、アメリカにおいて大変好意的に
受け入れられ、観客に大きな感動をもたらした。朗読パフォー
マンス、講演、墨書パフォーマンス、湿版写真という全く異な
る方法でラフカディオ・ハーンの文学や思想を表現した結果、
ハーンが明治の日本に見出した無形の日本文化に魅了され
たという観客の声が聴かれ、それが私たち関係者の大きな励
みとなった。そしてこの節目の年に、ハーンがオープン・マイン
ドで見た日米基層文化への温かいまなざしを紹介できたこと
は、大変有意義なことであった。現地主催者による多大な協
力に感謝すると同時に、この事業において、ハーンの作品や
精神性を通して新しい日米文化交流のあり方を提案すること
ができたのではないだろうか。
ラフカディオ・ハーンの認知度はまだ低いと感じるものの、一
時期の米国内でのハーン評価とはまったく異なり、ハーンの
オープン・マインドに共感する人が広がってきたことを実感す
るとともに、今後もこのような活動を通して現代社会に必要な
思考を広めていきたいと願っている。 （小泉祥子）

事業の報告 To mark the 150th year of Hearn’s arrival in the USA, The 
Hearn Society held a commemorative project in three cities 
that have connections to Hearn. The cities are New York, 
Cincinnati and New Orleans. The aims of the project were 
to show the charm of the fundamental culture of Meiji-era 
Japan, which Hearn recognised and described, and to convey 
the spirit of Hearn’s “open mind”. The spirit of Hearn’s Open 
Mind can make an essential contribution to a sustainable 
symbiotic society in the 21st century. We also aimed to 
further enhance mutual understanding between Japan and 
the USA, and to show that Hearn’s understanding of Japan 
was founded in the fieldwork he conducted in these three 
American cities as a pioneering folklorist.

To achieve these objectives, the activities outlined below 
were held in cities which have strong connections to Hearn 
after he moved to the States from Ireland.
1. The Lafcadio Hearn Reading Performance “Kwaidan—

Call of Salvation Heard from the Depths of Fear”, which 
expresses the world of Hearn’s works. (Shiro Sano: 
recitation/acting, Kyoji Yamamoto: music/guitar, and 
Bon Koizumi, Lafcadio Hearn’s great-grandson: lecture).

2. A collodion photograph exhibition “Seeking an Open 
Life: Photographs of Lafcadio Hearn’s Japan” by photogra-
pher Everett Kennedy Brown, who, like Hearn, travelled 
to Japan. 

3. A lecture titled Lafcadio Hearn in the Present Day, by 
Hearn’s great-grandson Bon Koizumi, and a calligraphy 
performance—“The Twilight Hour—An Encounter 
between Hearn’s Spirit and Calligraphy” by the calligra-
pher and artist Nanami Nanasawa and the guitarist Kyoji 
Yamamoto. 
The audience differed in each city, as did their reactions to 

the events. However, in each location, the events were very 
well-received, and greatly moved the audience. The culture 
and mindset of Lafcadio Hearn were expressed through 
different media—a reading performance, lecture, calligraphy 
performance, and collodion photography. Audience mem-
bers told us that they were charmed by the intangible 
Japanese culture of the Meiji period, which Hearn had 
discovered. This feedback greatly encouraged everyone 
involved in the project. It was also very positive that we 
could introduce Hearn’s humanist perspective of the funda-
mental cultures of Japan and the USA, which he had discov-
ered through his open mind, in this milestone year. We are 
grateful to the local organisers for their great efforts, and 
believe that through Hearn’s works and through his spirit, 
this project demonstrated new ways to conduct cultural 
exchange between Japan and the USA. 

We felt the level of recognition of Hearn was still low. 
However, we also felt that, compared with the past, the 
number of people who understood Hearn’s open mind is 
increasing in the States. We hope that in the future, similar 
activities will act to spread this philosophy, which we believe 
is necessary for contemporary society.

 (Shoko Koizumi)

Project Report
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小泉八雲朗読のしらべ アメリカ公演
「怪談――恐怖の底より聴こえる救いの呼び声」

Lafcadio Hearn Reading Performance in the USA
“Kwaidan—Call of Salvation Heard from the Depths of Fear”

6 小泉八雲朗読のしらべ アメリカ公演



“これは傑出したパフォーマンスであり、字幕を読んで
いるということを忘れさせるくらい、朗読に夢中になり
音楽のすばらしさに酔いしれた！”

いずれの都市でも来場の目的はさまざまで、出演者や日本
に興味をもって参加した人が多い中、ラフカディオ・ハーンに
興味を持つコアなファンや研究者も含まれており、ハーンの周
知あるいは再評価につながる予想以上の結果が得られたと
実感する。現地各主催者の満足度も高く、渡米150年にふさ
わしいイベントだったと感動の声が聞かれた。終了後のレセ
プションでは、いずれの会場も公演に感動した観客によって
熱狂的に迎えられ、出演者・スタッフともに、期待以上の反応
に驚いた。

“This was an outstanding performance. We became so 
engrossed in the spoken word, we forgot we were reading 
subtitles, and we felt intoxicated by the wonderful music!”

In each city, the audiences had different reasons for 
attending the events. Many were interested in the perform-
ers and in the nation of Japan. Hardcore Lafcadio Hearn 
fans and researchers also attended. This led to a familiarisa-
tion with, and re-evaluation of, Hearn, and was more than 
we expected. The level of satisfaction among the local 
organisers was high, and it was said to be a fitting commem-
oration of the 150th anniversary of Hearn’s arrival in the 
States. At all venues, the audience members who attended 
the receptions at the end of each event were moved by the 
performances and wild with enthusiasm. The performers 
and staff were surprised by their reactions, which exceeded 
our expectations.
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ニューヨーク公演 （講演＋ショートバージョン50分）

［日時］10月24日木 19:30（開場19:00）

［場所］ジャパン・ソサエティ
［主催］ジャパン・ソサエティ、八雲会
［協賛］オリックス・コーポレーションUSA
［参加費］一般30ドル、ジャパン・ソサエティ会員25ドル
［参加者数］260名
［取材］TSK山陰中央テレビ、FCI（フジサンケイ・コミュニケーショ
ンズ・インターナショナル）、デイリーサン・ニューヨーク、NHKア
メリカ総局
終了後レセプション（ジャパン・ソサエティ）
▶ニューヨーク日本国総領事館より谷合領事参加

シンシナティ公演 （講演＋フルバージョン70分）

［日時］10月27日日 14:00（開場13:30）

［場所］シンシナティ美術館 Fath Auditorium
［主催］八雲会
［共催・協力］シンシナティ日本アメリカ協会、シンシナティ日本リ
サーチセンター、アメリカ・ハーン・ソサエティ、シンシナティ美術館
［参加費］無料（要申込）
［参加者数］約120名
終了後レセプション（八雲会）
▶中川務在デトロイト日本国総領事夫妻出席、ジェイムズ・ハー
ンの子孫22名参加
▶終了後、中川総領事夫妻主催のディナーに、現地主催者と
ともに招待された。

ニューオーリンズ公演 （講演＋フルバージョン70分）

［日時］10月29日火 19:00（開場18:30）

［場所］テュレーン大学 Freeman Auditorium
［主催］八雲会
［共催・協力］ニューオーリンズ・ジャパン・ソサエティ、テュレーン大学
［協賛］ニューオーリンズ・ジャパン・ソサエティ ほか
［通訳］真野裕美
［参加費］無料
［参加者数］約120名
終了後レセプション（ニューオーリンズ・ジャパン・ソサエティ）
▶テュレーン大学アジア研究学科の学生多数参加

New York
date: 
Thursday, 24th October, 2019, 7:30pm
venue: 
Japan Society (Lila Acheson Wallace auditorium)
organizers: 
Japan Society
The Hearn Society
sponsorship: 
ORIX Corporation USA
admission: Guest $30 / Japan Society Member $25
number of participants: Approx 260 people

Cincinnati
date: 
Sunday, 27th October, 2019, 2:00pm
venue: 
Cincinnati Art Museum (Fath auditorium)
organizer: 
The Hearn Society
co-organizers & cooperation: 
Japan America Society of Greater Cincinnati
Japan Research Center of Greater Cincinnati
Hearn Society USA
New Orleans Museum of Art
admission: free (registration required)
number of participants: Approx 120 people
▶ After the event attended by 22 descendants of James Hearn, 
and Tsutomu Nakagawa, from the Consulate-General of 
Japan in Detroit, and his wife, we, along with local organisers, 
were invited to a dinner held by Mr Nakagawa and his wife.

New Orleans
date: 
Tuesday, 29th October, 2019, 7:00pm
venue: 
Tulane University Freeman Auditorium
organizer: 
The Hearn Society
co-organizers & cooperation: 
Japan Society of New Orleans
Tulane University
sponsorship: 
Japan Society of New Orleans and others
interpreter: 
Yumi Mano
admission: free
number of participants: Approx 120 people

8 小泉八雲朗読のしらべ アメリカ公演

中川デトロイト日本国総領事主催のディナー



［脚本／監督／朗読］佐野史郎
［音楽］山本恭司
［監修／講演］小泉凡
［題字／デザイン］七澤菜波 
［写真］エバレット・ブラウン、ヒストリック・ニューオーリンズ・コレクション 
［字幕監修］ヘザー・ディクソン
［舞台監督］錦織伸行
［機材スタッフ／記録撮影］西川徹 
［プロデューサー／字幕制作・操作］小泉祥子

プログラム
1. 神々の国の首都（『知られぬ日本の面影』1894年） 
2. 奇妙な体験――ある娘の回想
 （『シンシナティ・コマーシャル』1875年9月26日） 
3. 最後のヴードゥー教徒（『ハーパース・ウィークリー』1885年11月7日） 
4. おしどり（『怪談』1904年） 

5. かけひき（『怪談』1904年）

6. 因果話（『霊の日本』1899年） 

7. 幽霊（『カルマ』1918年）

script/direction/reading: 
Shiro Sano
music: 
Kyoji Yamamoto
supervision/lecture: 
Bon Koizumi
title calligraphy/design: 
Nanami Nanasawa
photographs: 
Everett K. Brown
The Historic New Orleans Collection
subtitle supervision: 
Heather Dixon
stage director: 
Nobuyuki Nishikori
commemorative photograph: 
Toru Nishikawa
producer: Shoko Koizumi

Program
1.   The Chief City of the Province of the Gods 
 (Glimpses of Unfamiliar Japan, 1894)
2.   Some Strange Experience
 —The Reminiscences of a Ghost-Seer 
 (Cincinnati Commercial, September 26th, 1875)
3.   The Last of the Voudoos 
 (Harper’s Monthly, November 7th, 1885)
4. Oshidori  (Kwaidan, 1904)
5. Diplomacy (Kwaidan, 1904)
6. Ingwa-banashi (In Ghostly Japan, 1899)
7. A Ghost (Karma, 1918)
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公演のチラシ
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［写真］Ayuko Sakamoto

シンシナティ公演のレセプションで観客から歓迎を受ける出演者たち

シンシナティ公演の主催者とともに



――今週は、あの歴史上の人物、小泉八雲さんのイベントが

ニューヨークで行われるということで、すばらしいゲストをお迎え

しています。今回は、俳優佐野史郎さんと世界的に有名なギタ

リスト山本恭司さんのお二人をお迎えします。お二人は小泉八

雲さんの怪談の朗読パフォーマンスをされるんですよ。

それではご紹介します。俳優佐野史郎さんとギタリストの山本

恭司さんです。

こんにちは。よろしくお願いします。それぞれごあいさついただ

いてもよろしいでしょうか。

佐野　佐野史郎です。いろんなことやってるんでね～。
――肩書き、いっぱいありますよね。

佐野　そうですね、音楽もやっているので。でも本業はもちろ
ん俳優です ! 
山本　ぼくは、山本恭司といいます。BOWWOWというハー
ドロックバンドでデビューしたんですけど、僕もいろいろやってま
して、佐野と、まあ呼び捨てにしているのは、高校時代の同級
生なんでね～（笑）。高一からずっと音楽好きってのが集って…。
佐野　間もなく50年になりますね。
山本　それで、ギターのコード最初に教わったのは佐野から
ですからね～。
佐野　そうそうそう。

――そうなんですか！　佐野さんが教えたのですか?

山本　そうなんですよ。それで、当時から、友達の家の2階で
はギター片手に遊んだりして、ギターのセッションみたいなこと
をやっていたので、今もその延長線上のようなことをやらせて
もらっているんです。
佐野　そう、だからもしかしたら、音楽がベースかもね。
70年代の頭、ロックミュージックが面白かったので、刺激もいっ
ぱい受けたし、そういう情報交換もすごくして。それで、恭司は
みるみる上達していったね。

――じゃあ、コード教えたのは…？

佐野　はい、そうです。たから～、デュオバンドだと思ってます。
――へぇ～、すごく新しい形で楽しいですね。

山本　朗読というと、皆さんそれぞれの朗読というイメージが
あるでしょ?

――あります!

山本　僕らのやってることはあれじゃないよね～。ホント、二
人でやってる「音楽」だと思います。
佐野　僕はよく「二人だけのプログレバンド」って言っています。
と、同時に、弦楽器と語りだけって言うのは、浄瑠璃とも通じま
すよね。三味線と語りみたいな。琵琶の語り物や講談のよう
に、楽器が変わってるだけで古典的なスタイルを踏襲している
とも言えるのかもしれません。
山本　僕らのDNAって言うか、刻み込まれてきたことのよう
な気もする。

――最先端っぽいんだけど、実はすごく日本の伝統を引いてい

るのかもしれないですね。

山本　まさにそうですね。
佐野　両方、重なってるってことですね。そういうことを意識は
していますね。最初は、そんなつもりじゃなかったのですけど、
やっぱり10年以上続けてくると、そういうことなのかって。
山本　僕の場合は、役者さんと一緒で、たとえばちょっと悲し
い曲を弾いたとたんに、もう頭の中がダーンとその役になって、
その気持ちで弾いちゃう。だから、ギターでただ音をなぞるだ
けじゃないので、その中にどれだけ感情とかを表現するのか。
たとえば、佐野の語りの役を見てると同じだな～と、いつもそう
思いますね。
だから（語りは）どんな声色を使うかっていうことでしょ?　ギ
ターだってそうですよ。クリーンな音、ある時はほそ～い音にし
たり、ぶっとい音にしたり、やっぱりその役柄をちゃんと演じて
るんですよ。

――なるほど。そう考えるとお二人には、共通項があるというこ

さくらラジオ『やすことLunch  Break』

佐野史郎×山本恭司 インタビュー
［パーソナリティ］沼田靖子

山本　佐野からはコードだけじゃなく色んな
音楽教えてもらったんですよ～（笑）。

――すごーい!!

佐野　とにかく、恭司はギター一本でいろ
んな音が出せるから、いまやってる小泉八
雲の朗読は、音楽だけじゃなくて効果音か
ら何からもうほんとうに…。
山本　音効さんって感じだよね～。

――私、ちょっとウェブで拝見したんですけ

ど、いろんなタイプの音がありますね。恭司さ

んがみんな担当していらっしゃるのですか?

山本　はい。たとえば、和楽器、三味線、
尺八、琵琶。そういった音もエレキギターで
出していますし、あとは動物の声とか、馬と
か、いろいろ、全部ギターで（笑）。

――じゃあ、（お二人は）ステージ上に並ぶん

ですか?

12 佐野史郎×山本恭司 インタビュー



とですね？

山本　そうですね。同じ価値観でやっていると、すごく思いま
すね。
佐野　一人芝居とか一人語りって、相手がいないでしょ?　
相手がいないと自分の中にもう一人相手を作って、語りかけ
るんです。あるいはお客さんがいればお客さんが相手でキャッ
チボールするんだけど、すごく大変なんですよね。孤独になっ
ちゃったときに、相手に話しかけても返事がなかったりとか、自
分の中でその問答ができなくなってちょっと見失ったときは、取
り返しが付かない。でも、恭司の（音楽）は台詞じゃないけど、
相手役なんです。要するに、僕が語りかけると、音で返事をし
てくれる。赤ちゃんって、しゃべれなくても意思はわかるじゃな
いですか。なんか、それと一緒な気がする。
山本　わかる。僕は自分の作った曲の中で、言葉を使わな
いコミュニケーションができたら最高だなって思うんです。言
葉を使うことで誤解が生まれることもあるでしょう？だって、それ
ぞれ違う意味で受け取ったりするから。赤ちゃんと母親は言
葉を使わなくても分かり合えるのですばらしいなと思う。

――言葉を超えたコミュニケーションですね？

山本　だから、言葉使わなくても、それが僕らの中ではちゃん
とやり取りしてる。佐野は朗読の中で言葉を使っているんだけ
ど、でもその言葉以上に、彼が表現するものを僕が受け止め
てる。それで、それに対して僕はギターで返してる、そんな感じ
だと思ってます。

――じゃあ、ある程度、ここはこんなシーンと決めているけど、そ

の時 に々よってかわる。

佐野　もうまさにその通り。
山本、佐野　二度と同じことはできない。

――じゃあ、毎回毎回が～…？

山本、佐野　まさに、ライブです！
佐野　どんな音になるのかな？っていうのをその瞬間瞬間た
どっていくのが楽しいです。大変ですけどね。
山本　でも、幸せなことだよね。

――ニューヨーク、シンシナティ、ニューオーリンズでは、この朗読パ

フォーマンス「怪談――恐怖の底より聴こえる救いの呼び声」を？

佐野　タイトルもいつも僕がつけてるんですけど、ちょうどハロ
ウィーン前ですし、もうここは直球で。

――めちゃめちゃ怖いタイトルですよ、これ。救いの呼び声って…。

佐野　でも、救いがあるってことですから。
――怪談の中にはただ怖がらせるだけではなくて、そこには不変

の真実があると小泉凡さんから伺ったんですけど、そう考えると、怪

談も学ぶものがあるというか、見方が変わってくるなと思ったんです。

佐野　ハーンは、ギリシャ人のお母さんとアイルランド人のお
父さんとの間に生まれて、奇しくもというか、だからこそというの
か、ギリシャ神話、ケルトの妖精譚という、で、日本に渡ってき
て八百万の神々や妖怪たちっていう、そこのイメージが重なり
ますよね。
今回語る怪談の中にも、何万年も前に語っていた古い人

達の真実っていうものが中に入っていると思うんですね。それ
を僕は感じることがあるし、だから神話や妖精、妖怪、怪談
話の中には変わらないものがあって、小泉八雲の世界は、そ
ういうもので埋め尽くされているので、惹かれるんです。

――さっきお話いただいた「言葉を超える」ですけど、朗読は日

本語でされるんですか。

佐野　そうです。
映画を字幕で観るじゃないですか。あれをイメージしてもら

うといいんじゃないでしょうか。
山本　でもきっと映像っていうのは、ちゃんとイマジネーション
が浮かんでくるようなそういうものだと思いますよ。

――すごい楽しみです。

この島根出身のお二人が、ラフカディオ・ハーンさんのステー

ジをやるって、きっとすごく意味のあることなんでしょうね。お子さ

んの頃から知っていらっしゃったのですか?

佐野　1890年にね、ラフカディオ・ハーンが松江に英語の先
生で来てから、松江の、山陰の、日本のよさっていうものを世
界に発信してくれた。松江にとっては非常に大切な人ですし、
近代文学に与えた影響もものすごく大きいです。
山本　僕ら小学校の頃からね、ハーンをヘルンさんって呼ん
でね。松江の人はみんなヘルンさんヘルンさんって呼んでい
たんです。それくらい、小さいときから親しみ深い人なんで、彼
の作品をこうしてライフワークとしてこれからもやっていこうと思っ
ているんです。
佐野　松江の出身であれば、明治時代に、日本のよさと正
面から取り組んでくれた小泉八雲という人を無視することはで
きないし、魂の祖先みたいなもんですよね。
山本　ヘルンさんは、日本のよさをきちんと書き残してくれてる
ので、いろんな話をやりたくてしょうがないんですけど、限られ
た時間の中でやらなきゃいけないので、選ぶのが大変（笑）。

――では、最後にこの放送を聴いてくださっている皆さんに、お

二人から一言メッセージをお願いします。

佐野　今回は小泉八雲のことをきっかけにお話させていただ
きましたけれども、時を越えて、国を超えて人種を超えて、変わ
らない、美しいものを受け止めていただけたらなあと思います。
山本　日本のよさ、そして美しさ、それはもしかして日本人も忘
れてしまっているかもしれない。僕らはもう一度改めてこの朗読と
いう形で広めていきたいし、それを日本以外でも世界中に発信
してそのすばらしさを皆さんに伝えていきたいです、これからも。

――すごく素敵です。お二人のファンになりました！　これからも

ご活躍をそしてまたいろんなお話を聞かせてください。今日はど

うもありがとうございました。

佐野、山本　 ありがとうございました。

さくらラジオ（在米邦人向けインターネットラジオ）
『やすことLunch  Break』  出演
［収録］10月23日水 さくらラジオスタジオ（ニューヨーク）
［放送］11月18日月 小泉凡／19日火 佐野史郎、山本恭司
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エバレット・ブラウン
写真展

「オープンライフを求めて
――ラフカディオ・ハーンの日本」

“来館者の多くはエバレット・ブラウンの写真を見て驚
きと賛辞の言葉を口にした”

この写真展を通して、人 は々ニューオーリンズとラフカディオ・
ハーンの歴史を現代的な視点から見ることができたと同時に、
ハーンにとっていかに多くのことがニューオーリンズ時代に形
成されていたかを認識することができた。失われつつある古
き良き日本の面影をテーマとしたブラウンの湿板写真は、和
紙にコロタイプと呼ばれる古い技法で印刷されることによって、
一層日本文化の深みを映し出す美しい作品となり、来場者
を感動とともに時を超えた日本への旅にいざなった。日本をよ
く知る人々でさえも、ブラウンの写真によって新しい日本を発
見することができた。
ブラウンの作品は、「小泉八雲朗読のしらべ」でも、ハーン
の日本を愛する精神の象徴としてスクリーンで映し出された。

Everett Kennedy Brown 
Photography Exhibition 

“Seeking an Open Life: 
Photographs of Lafcadio Hearn’s Japan”

“Many visitors to the photography exhibition by Everett 
Kennedy Brown expressed their appreciation and surprise.”

Visitors to this exhibition could see the history of New 
Orleans and Lafcadio Hearn from a contemporary viewpoint, 
and could understand just how much of Hearn’s outlook had 
formed during his time in New Orleans. The theme of 
Brown’s collodion photographs was glimpses into the disap-
pearing Japan of old. The photographs were printed on tradi-
tional Japanese washi paper, using an old method called 
“collotype”. This gave them a beauty, which further reflected 
the depths of Japanese culture. In addition to impressing visi-
tors, the photographs offered a journey to Japan through 
time. Even people familiar with Japan could make new 
discoveries about the country through Brown’s photographs. 
Brown’s works were also shown on the screen during the 
reading performance as a symbol of Hearn’s love for Japan. 

14 エバレット・ブラウン写真展



［会期］10月10日木―2020年1月4日土
［場所］ヒストリック・ニューオーリンズ・コレクション  ウィリアム・リ
サーチ・センター（ニューオーリンズ）
［主催］ヒストリック・ニューオーリンズ・コレクション、八雲会
［協力］ニューオーリンズ日本人会、ニューオーリンズ・ジャパン・
ソサエティー
［入場料］無料
［入場者数］約2,000名
松江・ニューオーリンズ友好都市提携25周年記念
▶エバレット・ケネディ・ブラウンによる湿版写真30点を展示
▶ラフカディオ・ハーンを書籍とともに紹介し、また松江とニュー
オーリンズの交友を紹介

schedule: 
Thursday, 10th October, 2019–Saturday, 4th January, 2020
venue: 
The Historic New Orleans Collection, New Orleans
organizers: 
The Historic New Orleans Collection
The Hearn Society 
cooperation: 
Japan Club of New Orleans
Japan Society of New Orleans
admission: Free
participants: Approx 2,000 people
The 25th Anniversary of the Sister City Friendship between 
Matsue and New Orleans
▶ Introduction of Lafcadio Hearn and his works, and the 
friendship between Matsue and New Orleans
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16 エバレット・ブラウン写真展

Local clam fishermen on Lake Shinji.
2018 | printed on washi paper | 30cm × 30cm

A small burial mound in the rice field. According to local legend spirit voices 
can be heard from the mound. | 2019 | printed on washi paper | 30cm × 30cm

Some of the 84,000 Buddhist statues at Ichibata Yakushi temple. The temple is renowned as the “Lourdes” of Japan. The temple is believed to heal eye ailments.
2017 | printed on washi paper | 30cm × 30cm



T he Greek-Irish writer, Lafcadio Hearn, pub-
lished Glimpses of Unfamiliar Japan, a collec-
tion of his essays, in 1894. The book was both a 

record and lament for the rapidly disappearing spiritu-
al landscape that he observed in the Shimane region of 
western Japan in the late 19th century. This region is 
called Izumo in Japanese, the “land of the Gods.”

This project, entitled Nihon no Omokage (the 
Japanese translation of Hearn’s book), began as a 
homage to Hearn's legacy and to the enduring sacred 
landscapes of Shimane. For many Japanese, the region 
is ‘soul country,’ a place for pilgrimage and spiritual 
renewal. The project quickly evolved into an homage to 
the present generation of stewards who continue to 
practice the land's enduring spiritual traditions. These 
individuals express the native voice of the land and 
through their respective activities inspire new genera-
tions of sensitive souls to foster 
the culture born in Shimane. 
The work of listening to the land 
and sharing its message is of 
vital importance today. I believe 
it is the most noble calling for 
artists in our era.

Each wet-plate glass negative 
used for making these images 
was made in a darkroom tent set 
up at every location. To more 
deeply resonate with the land-
scape, I used local spring water 
in developing the images and 
added a little local dirt and sand 
to texture each glass negative. 
Each image therefore resonates 

with the site from which it was produced. Personally 
formulated handmade ink and washi paper were pre-
pared before the collotype prints were created by a 
master printer at Benrido in Kyoto.

Along with the natural materials in the making of 
these images, the use of the hands was vital in attaining 
an intuitive feel for place. Our hands are our antennas; 
they can become wings that connect us with the air and 
spirit. When our hands, eyes and heart join in harmony, 
a deep subconscious connection occurs with nature. 
Marvels of natural beauty can then emerge and reso-
nate with open and sensitive souls, regardless of their 
place in the journey across the pathways of time. 

—Everett Kennedy Brown
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［写真提供］�e Historic New Orleans Collection

A Kagura trance dance mask maker in the Iwami region of Shimane.
2019 | printed on washi paper | 30cm × 30cm

A three generation family of blacksmiths in the Oku Izumo region.
2018 | printed on washi paper | 30cm × 30cm



オープニングレセプション
［日時］10月10日木
［主催］ヒストリック・ニューオーリンズ・コレクション
［参加者数］約25名（エバレット・ケネディ・ブラウン、小林弘之在ナッ
シュビル日本国総領事ご夫妻、ドナ・フレッシュ在ニューオーリンズ名

誉領事夫妻、ダニエル・ハマーCEO会長ほか）

講演会 “Living an Open Life: Experience 
from a Journey through Old Japan”
［日時］10月12日土 11:00
［場所］ニューオーリンズ美術館（ニューオーリンズ）
［講師］エバレット・ブラウン（作家、湿板写真家）
［参加者数］約60名
▶ニューオーリンズ・ジャパンクラブの働きかけで、ニューオーリン
ズ美術館で年に一度開催される「ジャパン・フェスタ」に合わ
せて開催された

アーティスト・トーク
［日時］12月14日土 16:00
［場所］ヒストリック・ニューオーリンズ・コレクション ウィリアム・リ
サーチ・センター（ニューオーリンズ）
［対談］エバレット・ブラウン、ジョン・ローレンス（ヒストリック・ニュー
オーリンズ・コレクション プログラムディレクター）

▶Photo NOLA参加イベント（ヒストリック・ニューオーリンズ・コレ
クション主催）

Artist Talk
date: Saturday, 14th December, 2019, 4:00pm
venue: The Historic New Orleans Collection, New 
Orleans
talk: 
Everett Kennedy Brown
John H. Lawrence (Director of Museum Programs, 
The Historic New Orleans Collection)
organizer: The Historic New Orleans Collection
▶ A part of event of Photo NOLA

Opening Reception
date: Thursday, 10th October, 2019
venue: The Historic New Orleans Collection, New 
Orleans
organizer: The Historic New Orleans Collection
number of participants: Approx 25 people

Lecture “Living an Open Life: 
Experience from a Journey through Old Japan”
date: Saturday, 12th October, 2019, 11:00am
venue: New Orleans Museum of Art, New Orleans
lecturer: Everett Kennedy Brown
number of participants: Approx 60 people
▶ Held along with the Japan Festa at the New Orleans 
Museum of Art, an event, which takes place once a year, 
organised by the New Orleans Japan Club.

18 エバレット・ブラウン写真展

左より、ダニエル・ハマーCEO会長、小林弘之在ナッシュビル日本国総領事
夫妻、エバレット・ブラウン、ジョン・ローレンス氏（ヒストリック・ニューオーリン
ズ・コレクション プログラムディレクター）
［写真提供］�e Historic New Orleans Collection

［写真提供］ Japan Club of New Orleans ［写真提供］�e Historic New Orleans Collection
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�e Historic New Orleans Collection Quarterly, Fall 2019 に掲載されたエバレット・ブラウン写真展の特集記事

E verett Kennedy Brown is an author and artist using the 
collodion photographic technique to create uniquely beauti-
ful images of Japan. He was born in Washington DC, and has 

lived in Japan since 1988. Using the collodion process since 2011 he 
works to create images that explore the spiritual depths of Japanese 
aesthetic sensibility. The collodion process involves the use of a 
large-sized antique camera and lens, and hand made glass wet plate 
negatives, as opposed to commerical film or digital. It is a rare and 
difficult to master photographic process which Brown uses skillful-
ly to express his informed insight into the depths of Japanese cul-
ture. Brown calls this a “modern classic” method, that is based on 
the same process as was used at the time of the arrival of Admiral 
Perry’s Black Ships to Japan in 1853.

The 19th century writer Hearn feared the disappearance of Japanese 
traditional culture and wrote about his concerns 130 years ago. His 

works continue to resonate with Brown’s vision, as they share similar 
deeply spiritual visions of Japan. They both came from overseas, and 
developed an empathetic understanding of a Japan that few usually 
encounter. This exhibition is an excellent opportunity for people in 
the USA to encounter the spiritual depth of Japanese culture that 
can be experienced in the area around the city of Matsue. Matsue 
is a sister city of New Orleans, cities that Hearn both dearly loved. 
Brown has held photo exhibitions in the USA before, but his will 
be his first in New Orleans, at The Historic New Orleans Collection. 

The exhibition will present images created in the Izumo region 
which inspired Hearn’s literature. The photographs are printed on 
traditional Japanese paper using the collotype printing technique. 
This collaboration with paper and sumi ink artisans and a tradition-
al master printer further reflect and express the depth of Japan’s 
artisan culture. A lecture event with the artist is also scheduled.

“Lafcadio Hearn was a cosmopolitan, a man of many cultures. 
The images in this exhibition are a tribute to that Open Life 
that Hearn exemplified in his life and work.” 

Everett Kennedy Brown

Everett Kennedy Brown PHOTOGRAPHY EXHIBITION

Seeking an Open Life: 
Photographs of Lafcadio Hearn’s Japan

design: Kiyoharu Ishikawa

lecture  
Living an Open Life: 
Experience from a Journey through Old Japan 
by Everett K. Brown

Saturday, 12th October, 2019, 11:00am
Japan Fest 2019 at New Orleans Museum of Art
One Collins C. Diboll Circle, City Park, New Orleans, LA 70124
support: Japan Club of New Orleans    noma.org/event/japan-fest-2019

EVERETT KENNEDY BROWN 
was born in Washington D.C. 
and is a twenty-eight years 
resident of Japan. Formally the 
Japan bureau chief of European 
Pressphoto Agency (EPA), he at 
present works on commissioned 
photographic projects to promote 
Japanese culture. Using the wet 
plate collodion photographic 
process, first developed in the 

mid-19th century, his photographic work exhibits a timeless quality 
and has appeared in the world’s leading media, including CNN 
Style, NHK television, National Geographic, GEO, The New York 
Times. His work has been exhibited at museums internationally 
and at the DAVOS World Economic Forum meetings. 

Everett regularly gives lectures, teaches photography workshops 
and has presented talks at the TED conference. He is a member of 
the IBM Business Leadership Forum and is a recipient of the 
Japanese Government’s Culture Commissioner’s Award for pro-
moting Japanese culture through his work as a photographer. He 
is presently making a photo book of images created in Matsue in 
homage of Lafcadio Hearn. www.modernclassic.jp

organizers: The Hearn Society / The Historic New Orleans Collection    co-organizer: Matsue City
cooperation: Japan Club of New Orleans / Japan Society of New Orleans
support: Embassy of Japan in the United States of America / Shimane Prefecture
funding: Toshiba International Foundation / The Japan World Exposition 1970 Commemorative Fund

The 150th Anniversary of Lafcadio Hearn’s Arrival in the USA
The 25th Anniversary of the Sister City Friendship between Matsue and New Orleans

hearn2019.yakumokai.org �

10th October, 2019 – 4th January, 2020
The Historic New Orleans Collection
410 Chartres Street, New Orleans, LA 70130    Tuesday–Saturday, 9:30am–4:30pm    admission: Free
www.hnoc.org/exhibitions/seeking-open-life-photographs-lafcadio-hearn’s-japan

Hearn 2019
The Open Mind of 
Lafcadio Hearn 
in the USA
An Encounter Between 
the Fundamental Cultures of 
Japan and America

Everett Kennedy Brown PHOTOGRAPHY EXHIBITION

Seeking an Open Life: 
Photographs of Lafcadio Hearn’s Japan

写真展のチラシ



講演と墨書パフォーマンス
「逢魔」

Lecture & Calligraphy Live Performance 
“Oma—The Twilight Hour”

20 講演と墨書パフォーマンス



「ハーンを現代に生かす」という小泉凡が提唱する文化資
源的な実践とハーンの世界観に触れ、ハーンを学ぶ素晴ら
しい機会に恵まれたという声が多く聞かれた。小泉は、ハー
ンのオープン・マインドは現代社会に必要な精神であり、それ
を後世に伝えていくことの重要性を伝えた。
また墨書パフォーマンスでは、「今まで見たこともない音楽と
書のユニークなパフォーマンスに驚いた」「日本の伝統とモダ
ンが共存する新しい書の文化に触れ、大いに楽しめた」とい
う感想が多く聞かれた。
七澤は、ハーンの怪談の要素のひとつである逢魔の世界

を、山本恭司の音楽とのコラボレーションによって、優雅でダ

イナミックに表現した。前長15メートルの紙に描き出した抽象
的な作品は、見る人の心を捉え、終了後も観客はパフォーマ
ンスの余韻に浸っていた。

We were told that Bon Koizumi’s lecture, Lafcadio Hearn 
in the Present Day, was a wonderful chance to learn about the 
practical application of cultural resources and the worldview 
of Hearn. Another person told us that the calligraphy perfor-
mance, with its accompanying music, was a unique event 
unlike anything they had seen before. This new form of callig-
raphy culture, which combines traditional and modern 
Japanese elements, was described as being very enjoyable. 
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［日時］10月23日水 18:30（開場18:00）

［場所］日本クラブ（ニューヨーク）
［主催］日本クラブ、八雲会
［協賛］Alexander Florals（花材提供）
［参加費］一般15ドル、日本クラブ会員10ドル
［参加者数］約60名
［取材］よみタイム（ニューヨーク）、共同通信社ニューヨーク支局
（日本国内新聞多数掲載）

終了後レセプション（日本クラブ）

講演
「ラフカディオ・ハーンを現代に生かす」 （20分）

［講師］小泉凡（ラフカディオ・ハーン曾孫）
［通訳］今道友昭
［場所］5階 サクラルーム

墨書パフォーマンス
「逢魔―小泉八雲の精神と書が出会う」 （30分）

［パフォーマンス］七澤菜波（書家）、山本恭司（ギタリスト）
［場所］7階 ギャラリー

22 講演と墨書パフォーマンス



date: 
Wednesday, 23rd October, 2019, 6:30pm
venue: 
The Nippon Club, New York
organizers: 
The Nippon Club
The Hearn Society
sponsorship: 
Alexander Florals
admission: 
Guest $15 / Nippon Club Member $10
number of participants: Approx 60 people

Lecture “Lafcadio Hearn in the Present Day”
lecturer: 
Bon Koizumi (Lafcadio Hearn’s great-granson)
interpreter: 
Tomoaki Imamichi

Calligraphy Live Performance 
“Oma—The Twilight Hour—An Encounter 
between Hearn’s Spirit and Calligraphy”
performers: 
Nanami Nanasawa (Calligrapher)
Kyoji Yamamoto (Guitarist)
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小泉凡のレクチャ－を熱心に聴講する参加者たち

公演のチラシ



モーガン・ライブラリーの
ハーン・コレクション見学

［日時］10月22日火 19：00
［場所］モーガン・ライブラリー（ニューヨーク）
［解説］フィリップ・S・パルマー（モーガン・ライブラリー）
［主催］ジャパン・ソサエティ
［参加者数］約15名（ジャパン・ソサエティ会員ほか）

ラフカディオ・ハーンの直筆原稿、特に『日本雑記』と「耳な
し芳一」の完全原稿、書簡等貴重なハーン・コレクションを、
専門家の解説を交えながら見学。

その他の事業
Additional Events

Visit to the Hearn Collection 
at the Morgan Library and Museum

date: Tuesday, 24th October, 2019, 7:00pm
venue: The Morgan Library and Museum, New York
commentary: Philip S. Palmer (The Morgan Library and 
Museum)
organizer: Japan Society
number of participants: Approx 15 people

Visit, with commentary by a specialist, to the precious 
Hearn Collection, which includes Hearn’s original manu-
scripts, in particular, completed manuscripts of A Japanese 
Miscellany and Miminashi Hoichi, and letters.

24 その他の事業

日本から友人にあてたハーンの直筆書簡



ノーザン・ケンタッキー大学での
レクチャーとアニメ上映

［日時］10月26日土 14：00
［場所］ノーザン・ケンタッキー大学 

Math Education Psychology Center （ハイランド・ハイツ）
［コーディネーター・通訳］中村誠（ノーザン・ケンタッキー大学教授）
［内容］

小泉凡（小泉八雲記念館館長）「小泉八雲と怪談」
中島淑恵（富山大学教授）「富山大学ヘルン文庫と怪談コレ
クション」
アニメ上映「3分でわかる小泉八雲の怪談」（松江市提供）
［主催］八雲会
［参加者数］日本語履修生・日本語補習校生15名

シンシナティ
ハーンゆかりの地ウォーキングツアー

［日時］10月26日土 9：30-11:30
［場所］シンシナティ市内（シンシナティ・エンクワイアラー、聖ピーター
寺院、シンシナティ公共図書館ほか）

［ガイド］スティーブ・ケメ（アメリカ・ハーン・ソサエティ会長）
［主催］アメリカ・ハーン・ソサエティ
［参加者数］4名＋ジェイムズ・ハーン子孫10名

Lectures and Animation Screening 
at Northern Kentucky University

date: Saturday, 26th October, 2019, 2:00pm
venue: Northern Kentucky University (Math Education 
Psychology Center), Highland Heights

Walking Tour of Places Associated with Hearn

date: Saturday, 26th October, 2019, 9:30-11:30am
venue: Cincinnati
guide: Steve Kemme (Chairperson, Hearn Society USA)
organizer: Hearn Society USA
number of participants: 14 people

coordinator & translator: Makoto Nakamura 
(Professor, Northern Kentucky University)
lectures: 
Bon Koizumi (Director, Lafcadio Hearn Memorial 
Museum), “Lafcadio Hearn and Kwaidan”
Toshie Nakajima (Proessor, The University of Toyama), 
“The University of Toyama Hearn Library and kwaidan 
collection”
organizer: The Hearn Society
number of participants: 15 people
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ノーザン・ケンタッキー大学の中村誠先生と

シンシナティ公共図書館所蔵のコレクションについて説明するケメ氏



ハーン・ファミリーの集い

［日時］10月26日土 18:30
［場所］モンゴメリー・イン・ボートハウス（シンシナティ）
［参加者数］約28名（ジェイムズ・ハーンの直系の孫クレッグ氏夫妻
ほか）

小泉八雲朗読のしらべシンシナティ公演に合わせて、ハー
ンの弟ジェイムズの子孫たちが全米から集結。子孫のひとり
で、昨年10月に来松したスティーブ・ローレンツ氏の呼びかけ
で実現した。子孫たちは、自分の家系や家族について紹介
し合い、中でもラフカディオの曽孫とジェイムズの直系の孫ク
レッグ氏とその家族との出会いは感動的だった。

Hearn Family Gathering

date: Saturday, 26th October, 2019, 6:30pm
venue: Montgomery Inn The Boathouse, Cincinnati
number of participants: Approx 28 people

Steve Laurenz, a descendant of Hearn’s younger brother 
James, invited his relatives to Cincinnati, and hosted a 
reunion. They came from around the USA to assemble for 
the reading performance. Steve Laurenz had visited Matsue 
in October 2018.

The descendants introduced their family lineage and their 
own families. The meeting between Hearn’s great grandson 
and Craig, a direct grandson of James, and his family, was 
particularly moving. 
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シンシナティに集まったジェイムズ・ハーンの子孫たち

ジェイムズ・ハーン直系の子孫
クレッグ・ハーン氏と小泉凡



ニコールズ州立大学訪問と歓迎ディナー

［日時］10月28日月 16：30
［場所］ニコールズ州立大学（ティボドー）
［主催］ジョン・フォルス（ニコールズ州立大学）
［参加者数］20名（ジョン・フォルス夫妻、副学長夫妻、ドナ・フレッ
シュ・在ニューオーリンズ日本名誉領事夫妻、朗読パフォーマンス関

係者9名ほか）

ジョン・フォルス氏は、ニコールズ州立大学調理芸術学科
の看板教授で、ケイジャンとクレオールの文化と料理の第一
人者として世界中で尊敬されている。この日は、シェフ主催の
晩餐会に招待され、ハーンが1885年に出版した『La Cuisine 
Creole』というクレオール料理のレシピ本の中からシェフとその
学生が選んだ料理がふるまわれた。この会をコーディネートして
くれたのは、ニューオーリンズ日本名誉領事のドナ・フレッシュ氏。

Dinner at Nicholls State University

date: Monday, 28th October, 2019, 4:30pm
venue: Nicholls State University, Thibodaux
organizer: John Folse (Nicholls State University)
number of participants: 20 people

John Folse is the main face of the Culinary Institute of 
Nicholls State University. He is respected around the world 
as the leading authority on Cajun and Creole culture and 
cooking. We were invited to a dinner party held by the chef, 
and he and the students selected and prepared dishes from 
La Cuisine Creole, which was written by Hearn and pub-
lished in 1885. This event was coordinated by Donna Fraiche, 
the New Orleans Honorary Consul General of Japan.
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ジョン・フォルス・シェフと小泉夫妻



ニューヨーク島根県人会 歓迎昼食会

［日時］10月23日水 
［場所］レストランミフネ（ニューヨーク）
［参加者数］19名

ニューヨーク島根県人会（奥井俊彦会長）による歓迎昼食会
に招かれ、パフォーマンスの成功を約束。

ニコールズ州立大学訪問と歓迎ディナー

Welcome Lunch
Hosted by New York Shimane Kenjin-Kai

date: Wednesday, 23rd October, 2019
venue: Mifune, New York
number of participants: 19 people

Dinner at Nicholls State University

28 その他の事業／事業成果と今後の活動予定



本事業の実績と成果を、アメリカにおけるラフカディオ・ハー
ンの周知、彼の精神性への評価、それに伴う顕彰・研究活
動など、米国市民の意識向上への第一歩として位置付けた
い。すでにシンシナティでは、ハーンのレリーフ設置に向けて
地元団体が動き出すなど、ハーンゆかりの3都市において今
後ますます啓蒙活動を活発に行っていただけるよう、八雲会
としても交流を続けていきたい。
「小泉八雲朗読のしらべ」は、2020年に9公演が決定して
おり、そのうちの2公演はアメリカ凱旋公演として行う予定。佐
野史郎と山本恭司は、朗読パフォーマンスライブを継続する
ことにより、さらにハーンの世界観を伝え広めていくことに意欲
的である。また、曽孫の小泉凡は小泉八雲記念館の館長と
して、朗読パフォーマンスのナビゲーター役として、さまざまな
シーンでハーンのオープン・マインドの魅力を継続的に伝えて
いくことを期待する。
写真家のエバレット・ブラウンは、アメリカでの写真展がきっ

かけで、日本国内にも多くの共感者を生み、そのことが写真
集『日本の面影』（仮名）の出版へと発展（3月出版予定）。ニュー
オーリンズでの開催期間中は、日本のメディアにも注目され、
新聞、TVの報道番組やハーンの特別番組にも一部取り上
げられるなど、その影響は大きい。2020年は、イタリアとロシア
で展覧会が予定されている。
書家の七澤菜波は、国内数か所での個展とスウェーデン

でのパフォーマンスを予定しており、活躍の場をますます広げ
る予定。また、小泉八雲朗読パフォーマンスにおいても題字
や墨書のデザインなどハーン文学の世界の表現を継続して
いく予定。
オリンピック・イヤーとなる2020年は、ラフカディオ・ハーン生
誕170年来日130年の記念の年となることから、国内外で
ハーンに関する事業が多数展開されることが予想され、八雲
会を中心に世界のハーンファンへの発信を続けていきたいと
考える。また、ハーン・ファミリーとの親睦や、ハーン関係機関、
原稿や書簡の直筆資料をコレクションする機関などとの継続
的な交流を図り、今後の活動展開につながるよう計画してい
きたい。

事業成果と
今後の活動予定
Project Results and Future Activities
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2009 アテネ（ギリシャ）
［開催日］2009年10月13日―2010年6月30日
［場所］ギリシャ・アメリカン・カレッジ
［主催］ギリシャ・アメリカン・カレッジ
［URL］www.acgart.gr/ACG-EXHIBITS/PAST/

OPEN-MIND/OPEN-MIND.htm
「オープン・マインド・オブ・ラフカディオ・ハーン」（ハーンの開
かれた精神）は、アテネのギリシャ・アメリカン・カレッジにおいて、
世界で初のアートでハーンの精神を表現するコンテンポラリー
アート展として開催された。「オープン・マインド」は当時ギリ
シャ在住のタキス・エフスタシウ氏によって考案され、ハーン
の精神を一言で表す言葉だと共感を呼んだ。ギリシャのメ
ジャー紙がこの美術展を大きく取り上げたこともあり、オープニ
ングには500人以上の人が訪れ大きな話題となった。また野
田正明氏による同名のモニュメントがキャンパス内に設置さ
れた。

2010 松江（日本）
［開催日］2010年10月10日―11月14日
［場所］松江城天守閣、小泉八雲記念館、カラコロ工房
［主催］小泉八雲来日120年記念事業実行委員会
［共催］松江市、松江市教育委員会
［URL］hearn2010.yakumokai.org/exhibition

2010年は、小泉八雲来日120年・生誕160年という記念
の年にあたることから、新たに日本人と海外アーティストに参
加を呼びかけ、小泉八雲に捧げる同タイトルの美術展を松江
市の松江城天守閣等で開催した。あえて観光サイトを会場
に選んだことにより、期間中45,000人が訪れた。また築城
400年の歴史的建造物とコンテンポラリーアートの美しい調
和が感動と話題をよんだ。オープニングには多くの関係者が
訪れ、野田正明氏のモニュメントが宍道湖岸に設置された。

2011 ニューヨーク（アメリカ）
［開催日］2011年9月30日―10月14日
［場所］日本クラブ・日本ギャラリー
［主催］オープン・マインド・オブ・ラフカディオ・ハーン in ニュー
ヨーク 実行委員会、松江市
［共催］日本クラブ
［URL］yakumokai.org/4095
この美術展は、2011年にニューヨークで「オープン・マイン

ド・オブ・ラフカディオ・ハーン in ニューヨーク――初版本と造
形美術展」と題して巡回展として開催された。ニューヨークは、

1869年ハーン19歳の時、移民船に乗って海を渡り初めて上
陸したのがニューヨークだったこと、彼の著作の大半がニュー
ヨークで出版されたこと、日本クラブの創始者がハーンを敬
愛していた高嶺譲吉だったことが、その開催理由であり、美し
い装丁の初版本（Takis Efstathiou Collection）が、見る人に
感動を与えた。

2012 ニューオーリンズ（アメリカ）
［開催日］2012年10月18日―10月28日
［場所］テュレーン大学
［主催］オープン・マインド・オブ・ラフカディオ・ハーン in ニュー
オーリンズ 実行委員会、松江市
［共催］テュレーン大学アジアン・スタディーズ&ルイジアナ・リ
サーチ・コレクション
［URL］yakumokai.org/423

2012年、美術展「オープン・マインド・オブ・ラフカディオ・
ハーン in ニューオーリンズ――初版本と造形美術展」は松
江市とニューオーリンズ市は友好都市であることから、全米で
も屈指のハーン・コレクションを所蔵するテュレーン大学で開
催された。ニューオーリンズは、ハーンがジャーナリストとして
10年間を過ごした町であり、クレオール文化が花開くこの街
で彼のオープン・マインドは熟成され、また4冊の本を出版す
るなど作家としてのキャリアをスタートさせた。ハーンの曾孫小
泉凡氏の講演とオープニングには多くの人が参加し、オープ
ン・マインドへの共感を得た。

2014 ギリシャ 
［開催日］2014年7月3日―7日
［場所］レフカダ、アテネ、コルフ
［主催］ギリシャ小泉八雲没後110年記念事業実行委員会
［共催］レフカダ市、レフカダ・カルチャーセンター、在ギリシャ
日本国大使館
［URL］hearn2014.yakumokai.org/ja
ハーン没後110年にあたるこの年、「ハーンのオープン・マ

インド」への解釈を試みる国際シンポジウム「オープン・マイン
ド・オブ・ラフカディオ・ハーン――西洋から東洋へ」を、生誕
地レフカダで開催した。4か国9人のパネリストがさまざまな角
度から発表し、パネリスト・参加者の双方から絶賛される内
容となった。関連イベントとして、佐野史郎と山本恭司の朗読
パフォーマンス「望郷――失われることのない永遠の魂の故
郷」をレフカダとコルフの2か所で開催、清和文楽の「雪おん
な」を上演し、喝さいを浴びた。また、レフカダ・カルチャーセ

「オープン・マインド・オブ・ラフカディオ・ハーン」の経緯
History of “The Open Mind of Lafcado Hearn”
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ンター内に、ヨーロッパで初のハーン史料館がオープンして話
題を呼んだ。

2015 アイルランド 
［開催日］2015年10月7日―13日
［場所］ダブリン、ウォーターフォード、トラモア、ゴールウェイ、コ
ング
［主催］ダブリン・リトル・ミュージアム、山陰日本アイルランド協会、
小泉八雲庭園、ダブリンシティ大学 ほか
［共催］在アイルランド日本国大使館、松江市、ウォーターフォー
ド市、Galway 2020 ほか
［URL］hearn2015.sanin-japan-ireland.org/ja
この年の6月、ハーンが幼少期に大叔母に連れられたびた
び訪れたトラモアに、小泉八雲庭園がオープンした。これを
機に、ダブリン・リトル・ミュージアムは、タイトルとコンセプトを共
有してミュージアム独自の企画と小泉八雲記念館の協力で、ア

イルランドで初の里帰り展「オープン・マインド・オブ・パトリッ
ク・ラフカディオ・ハーン―帰郷」を実現した。また、小泉八雲
朗読パフォーマンスは、「稀人――彼方より訪れしもの」と題し
て、ダブリン、ウォーターフォード、ゴールウェイの3都市で公演
を行い、観客は佐野の語りと山本の音楽に魅了された。ダブ
リンシティ大学（DCU）では、「ハーンと日本」と題してレクチャー
と日本茶の体験を行ったほか、ゆかり地のトラモアやコング
では、町の人 に々よる歓迎会が行われハーンを通した新たな
交流が始まるきっかけとなった。

2019 アメリカ 
［開催日］2019年10月10日―2020年1月4日
［場所］ニューヨーク、シンシナティ、ニューオーリンズ
［主催］八雲会
［共催］松江市
［URL］hearn2019.yakumokai.org/ja

in Athens, Greece, 2009
date: 13th October, 2009–30th June, 2010
venue: ACG Art Gallery
organizer: The American College of Greece
url: www.acgart.gr/ACG-EXHIBITS/PAST/OPEN-
MIND/OPEN-MIND.htm

in Matsue, Japan, 2010
date: 10th October–14th November, 2010
venue: Marsue Castle, Lafcadio Hearn Memorial Museum 
and Karakoro Art Gallery
organizer: The Planning Committee for Events to 
Commemorate the 120th Anniversary of Koizumi Yakumo’s 
Arrival in Japan
co-organizers: Matsue City / Matsue City Board of 
Education
url: hearn2010.yakumokai.org/en/exhibition

in New York, USA, 2011
date: 30th October–14th November, 2011
venue: The Nippon Gallery, The Nippon Club
organizers: The Planning Committee for The Open 
Mind of Lafcadio Hearn in New York / Matsue City
co-organizer: The Nippon Club
url: yakumokai.org/3790

in New Orleans, USA, 2012
date: 18th–28th October, 2012
venue: Tulane University
organizers: The Planning Committee for The Open 
Mind of Lafcadio Hearn in New Orleans / Matsue City

co-organizer: Asian Studies Program & Louisiana 
Research Collection of Tulane University
url: yakumokai.org/5699

in Greece, 2014
date: 3rd–7th July, 2014
venue: Lefcada / Athens / Corfu
organizer: The Planning Committee for the Memorial 
Events in Greece to Commemorate the 110th Anniversary of 
Lafcadio Hearn’s Death
co-organizers: Lefkas Cultural Center / Municipality 
of Lefkada / Embassy of Japan in Greece / and others
url: hearn2014.yakumokai.org

in Ireland, 2015
date: 7th–13th October, 2015
venue: Dublin / Waterford / Tramore / Galway / Cong
organizers: The Little Museum of Dublin / Sanin 
Japan-Ireland Associations / The Lafcadio Hearn Gardens / 
Dublin City University / and others
co-organizers: Embassy of Japan in Ireland / Matsue 
City / Waterford City/ Galway 2020 / and others
url: hearn2015.sanin-japan-ireland.org

in the USA, 2019
date: 10th October, 2019–4th January, 2020
venue: New York / Cincinnati / New Orleans
organizer: The Hearn Society
co-organizer: Matsue City
url: hearn2019.yakumokai.org
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ラフカディオ・ハーン 年譜

1850-52
ギリシャ

1848年 
アイルランド人で英国陸軍軍医補の
チャールズ・ブッシュ・ハーンはギリシャの
キシラ島に派遣され、そこで地元の娘
ローザ・アントニア・カシマチと出会う。 

1849年 
チャールズとローザは恋に落ち結ばれ、
チャールズの転属先レフカダ島へ移る。
7月24日にローザは長男のロバートを出
産する。 

1850年 
パトリック・ラフカディオ・ハーンが6月27日
に生まれる。
この年の8月17日、兄のロバートが死亡。

1852-63
アイルランド

1852年
チャールズが西インド諸島に配属されて
いる時、2歳のラフカディオは彼の父方の
叔父と母に連れられダブリンに移る。 

1853年
家族は短い再会を果たし、初めて父と対
面する。 

1854年
チャールズはクリミア戦争に従軍するため
出発する。
ローザはギリシャに帰国し、第三子ジェー
ムズ・ダニエルを出産する。 

1857年
チャールズはローザと離婚し、アリシア・ゴ
スリン・クローフォードと結婚し、インドに赴
任する。
ローザもジョン・カヴァリーニと再婚し、二
人の息子の親権を放棄する。
弟ジェームズはダブリンに引き取られるが、
その後ラフカディオは二度と両親に会うこ
とはなく、大叔母サラ・ブレナンによって養
育される。 

Chronology of Lafcadio Hearn
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1890-1904
日本
Japan



1889-90
 ニューヨーク
New York

1861
フランス

1861年 
ラフカディオ11歳の頃、フランスのイヴトー
の教会学校に入学し、フランス語を学ん
だと言われている。

1863-69
イギリス

1863年 
ラフカディオ13歳の頃、英国ダーラムの郊
外アショーにある聖カスバード校に入学
する。

1866年　
友人との遊戯中に不慮の事故に遭い、左
目を失明する。

1867年　
サラ・ブレナンの経済的理由により、聖カ
スバード校の中退を余儀なくされる。 

1869   -77
アメリカ シンシナティ

1869年 
ロンドンまたはルアーブル（フランス）から移
民船に乗ってアメリカに渡る。 
アメリカに渡ったラフカディオは最初の数
年、シンシナティで貧窮生活を送る。
その年ヘンリー・ワトキンと出会う。 

1872年 
シンシナティ・エンクワイアラー紙に初めて
の記事が載る。 

1874年 
シンシナティ・エンクワイアラー社の正式な
社員となる。 

混血女性アリシア・フォリー（通称マティー）
と結婚する。
白人と黒人の結婚を禁止した当時の州
法に違反するとしてシンシナティ・エンクワ
イアラー社を解雇されシンシナティ・コマー
シャル社へ移る。

1877-87
アメリカ ニューオーリンズ

1877年 
マティーと別れてニューオーリンズに移る。 

1878年 
デイリー・シティー・アイテム社の正社員に
なる。 

1881年 
タイムズ・デモクラット社の文芸部長に迎
えられる。 
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1887-89
 マルティニーク
Martinique

1877-87
 ニューオーリンズ
New Orleans

1869-77
 シンシナティ
Cincinnati

1850-52
 ギリシャ

Greece

1852-63
 アイルランド

Ireland

1863-69
  イギリス
England

1861
  フランス
France



1882年 
12月12日コルフ島の精神病院で母ロー
ザが死亡。 

1887-89
西インド諸島 マルティニーク

1887年 
ハーパー社の寄稿家として西インド諸島
のマルティニーク島へ渡り、そこで約2年
過ごす。 

1889-90
アメリカ ニューヨーク

1889年 
ハーパー社に日本行きの企画を持ち込む。

1890-1904
日本

1890年 
ラフカディオは4月４日横浜に到着する。
ハーパー社との契約を解消し、バジル・
ホール・チェンバレンの仲介で島根県尋
常中学校の英語教師の職を得る。
『仏領西インドの2年間』が出版される。

1891年 
士族の娘、小泉セツと生活を共にするよ
うになる。
11月、熊本第五高等中学校の英語教
師として、セツを伴って熊本に赴任する。

1893年 
11月17日長男一雄（レオポルド・カズオ・
ハーン）が誕生する。 

1894年 
家族を伴い神戸に移り、神戸クロニクル
社の記者となる。
『知られぬ日本の面影』が出版される。 

1896年 
結婚帰化手続きが完了し、日本人小泉
八雲となる。
帝国大学文科大学講師として家族を伴
い東京に赴任する。 

1897年 
二男巖が誕生する。 

1898年 
『異国風物と回想』が出版される。

1899年 
三男清が誕生する。 
『霊の日本』が出版される。 

1900年 
『影』が出版される。 

1901年 
『日本雑記』が出版される。 

1902年 
『骨董』が出版される。 

1903年 
学生の留任運動にもかかわらず、帝国大
学を辞職し、後任として夏目漱石が着任
する。
長女壽々子が誕生する。 

1904年 
早稲田大学講師に就任する。
『怪談』が出版される。 

1904年 
9月26日東京の自宅にて心臓発作のた
め死亡。享年54歳。          
『日本――ひとつの試論』が出版される。 

1850—1852
Greece

1848
Charles Bush Hearn, an Irish surgeon in 
the British army, is sent to Greek island 
of Kythira, where he meets Rosa 
Cassimati.

1849
Charles and Rosa elope to the nearby 
island of Lefkada. 

1850
Patrick Lafcadio Hearn is born on 27 
June.

1852-63
Ireland

1852
Hearn travels to Dublin with his 
mother and uncle on the paternal side.

1854
Rosa returns to Greece and gives birth 
to her third child, James. Charles leaves 
for Cremia.

1857
Charles returns to Dublin and divorces 
Rosa. He marries Aricia Goslin 
Crawford and leaves for India; Rosa 

marries John Cavalini and is forced to 
give up custody of her two sons.
Hearn never sees his parents again.

1861
France

1861
It is said Hearn enrolls at a Cathoric 
School in Yvetot, France and studies 
French.
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1863-69
England

1863
Hearn attends Saint Cuthbert’s, a 
Roman Catholic College in Ushaw, 
England.

1866
Loses the sight in his left eye after a 
sporting accident.

1867
Leaves school due to his great-aunt 
Sarah’s financial problems.

1869-77
Cincinnati, USA

1869
He travels from London in England or 
Le Havre in France to New York, 
America in an immigration boat. Hearn 
spends the first several years in 
Cincinnati in extreme poverty. Meets 
Henry Watkin.

1872
Publishes his first article in the 
Cincinnati Enquirer.

1874
Becomes a regular member at the 
Enquirer.
Marries Alethea (Mattie) Foley, a 
Creole woman, miscegenation law gets 
him fired by the Enquirer, but he is 
hired by the Cincinnati Commercial.

1877-87
New Orleans, USA

1877
Separates from Mattie and leaves for 
New Orleans.

1878
Hearn becomes a regular staff member 
at Daily City Item. 

1879
Hearn opens a 5 cents restaurant “The 
Hard Times” (160 Dryades Street), but 
closes only after 20 days as his partner 
runs away with the takings.

1881
Becomes literary editor at the Times 
Democrat. 

1882
His mother Rosa dies on 12 December 
at the National Mental Asylum in 
Corfu, Greece.
Elizabeth Bisland joins the Times 
Democrat, interested in Hearn’s article. 
He starts to interact with a young 
doctor Rudolph Matas.

1885
New Orleans World Exposition is held 
and three books introducing New 
Orleans are published; Gombo Zebes, 
Historical Sketch Book and Guide to New 
Orleans, La Cuisine Creole

1887
Stays on Grand Isle and writes Chita. 
Some Chinese Ghosts

1887-89
Martinique, West Indies

1887
Hearn travels to Martinique, the West 
Indies to write for Harper’s, where he 
stays for two years. 

1889-90
New York, USA

1889
Hearn arranges to visit Japan to write 
articles for Harper’s. 

1890
Hearn leaves New York on 8 March for 
Japan.

1890-1904
Japan

1890
Hearn arrives in Yokohama on 4 April; 
cancels the contract with Harper’s; Basil 
Hall Chamberlain finds him a teaching 
job in a Matsue Middle School.

1891
Starts to live with Setsu Koizumi.
In November he moves to Kumamoto 

to teach English at Kumamoto Fifth 
High School.

1893
His first son Kazuo is born. 

1894
Moves with his family to Kobe to work 
for the Kobe Chronicle.
Glimpses of Unfamiliar Japan 

1896
Becomes a Japanese citizen and formally 
adopts the Japanese name “Koizumi 
Yakumo”; moves to Tokyo and becomes 
a professor of literature at Tokyo 
Imperial University.

1897
His second son, Iwao, is born.

1899
His third son Kiyoshi, is born.

1903
Tokyo University revokes Hearn’s 
foreigner’s salary. Hearn’s one
daughter, Suzuko, is born.

1904
Hearn assumes the post of lecture at 
Waseda University.
Kwaidan
Japan—An Interpretation
(age 54) Hearn dies of heart failure in 
Tokyo on 26 September. 
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