松江市 報道提供資料
令和４年９月 20 日
【件名】

第 56 回ヘルンをたたえる青少年スピーチコンテストの開催及び駐日アイルランド大使の来松について

【内容】
「ヘルンをたたえる青少年スピーチコンテスト」は、小泉八雲（ヘルン、ラフカディオ・ハーン）が文筆を通じて日本や松
江を世界に紹介した功績をたたえ、作品を英語で暗唱することによって、青少年の英語表現力や国際性を高めることを
目的に、1966 年に始まり、毎年八雲の命日（9 月 26 日前後）に開催しています。
今年度は 3 年ぶりに下記のとおり開催しますので、取材をお願いします。
１．開催日時
令和 4 年 9 月 25 日（日） 10：00～17：30

※詳細な日程は別紙プログラムをご確認ください。

２．会場
松江勤労者総合福祉センター「松江テルサ」 テルサホール
３．参加人数
ジュニアの部 17 校 25 名（内 8 校 11 名が県外から参加）
シニアの部

11 校 17 名（内 4 校 6 名が県外から参加）

４．駐日アイルランド大使の来松
①小泉八雲が縁で 1988 年から交流を続けているアイルランドのデミアン・コール駐日大使が、令和 4 年 8 月 22 日に着
任して初めて来松します（駐日アイルランド大使の訪松は令和２年 12 月ぶり）。
②同コンテストの表彰式に上定市長とともに出席し、アイルランド大使賞を授与します。
③小泉八雲記念館を訪問し、上定市長と小泉凡館長に面会します。
【上定市長と面会する日程】
9 月 25 日（日）13：15～13：30 小泉八雲記念館
【問い合わせ】
文化スポーツ部 文化振興課 担当：柏井・武田
電話 0852-55-5517

小泉清
《ヘルン像》
（小泉八雲記念館蔵）
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Matsue Terrsa

56回 ヘルンをたたえる

第

青少年スピーチコンテスト

9月25日［日］松江勤労者総合福祉センター 松江テルサ

2022年

共催：松江市・松江市教育委員会・八雲会
（JICE）
後援：アイルランド大使館・日本国際協力センター
・山陰日本アイルランド協会・新宿区・熊本市・焼津市・山陰中央新報社・朝日新聞松江総局・毎日新聞松江支局・
読売新聞松江支局・産経新聞社・日本経済新聞社松江支局・中国新聞社・新日本海新聞社・島根日日新聞社・共同通信社松江支局・時事通信社松江支局・
NHK 松江放送局・TSKさんいん中央テレビ・BSS 山陰放送・日本海テレビ・エフエム山陰・山陰ケーブルビジョン・小泉八雲記念館
協賛：松江ロータリークラブ・松江東ロータリークラブ・松江南ロータリークラブ・松江宍道湖ロータリークラブ・中村茶舗

英語で楽しむ小泉八雲（ヘルン、ラフカディオ・ハーン）の 世界へようこそ
「ヘルンをたたえる青少年スピーチコンテスト」は、

1人あたり3分以上5分以内の持ち時間は、青少年
つちか

小泉八雲（ヘルン、ラフカディオ・ハーン）が文筆を通じて日

にとっては、
日ごろ培った表現力を聴衆や審査員を前

本や松江を世界に紹介した功績をたたえ、作品を英

に試すとき。聴衆にとっては、
『知られぬ日本の面影』

語で暗唱することによって、青少年の英語表現力や国
際性を高めることを目的に、年に1回、八雲の命日9月
26日前後に松江で開催しています。1966年に始まり、
今年2022年で第56回を迎えました。

『怪談』に代表される八雲の作品のエッセンスを味わ
うひとときです。
夏から秋へと季節が移り変わる休日、小泉八雲の世
界でお楽しみください。

第1回（1966年）の模様（八雲会蔵）

スピーチ
コンテストの
あゆみ

1966 10.15 第 1 回 「へるんを讃える全山陰中学英語スピーチコンテスト」を開催
以後、毎年9月26日の命日の前後に開催
と改称
1986 9.28 第20回 「ヘルンをたたえる青少年スピーチコンテスト」
対象を20歳未満の青少年に拡大、全山陰という応募地域枠を撤廃
「アイルランド大使賞」新設

1990
1991
1998
2001
2003
2004

10.28 第24回

小泉八雲来日100年記念

9.29

第25回

9.27

第32回 「へるん賞」新設

9.23

第35回

9.23

第37回 「山陰日本アイルランド協会長賞」新設

9.18

第38回

2005 9.17 第39回

国際文化観光都市40周年記念
国際文化観光都市制定50周年記念
小泉八雲没後100年記念
「財団法人日本国際協力センター理事長賞」新設
（2018年〈第52回〉
より
「JICE 理事長賞」）

2010 9.26 第44回 小泉八雲来日120年記念
2017 9.24 第51回 日本・アイルランド外交関係樹立60周年記念
第54回
2020
新型コロナウイルス感染症拡大のため中止
第55回
2021

2

プログラム

時刻

会場

10:00―10:30

受付

1階 テルサホール

10:40―11:20

オリエンテーション

1階 テルサホール

11:30―14:30

スピーチ
コンテスト

ジュニアの部

4階 大会議室

シニアの部

1階 テルサホール

主催者挨拶

1階 テルサホール

（小 ･中学生）
（高校生）

審査
16:00―17:00

表彰式

来賓挨拶
来賓紹介
審査結果発表・入賞者表彰
講評
入賞者代表スピーチ
主催者お礼のことば
17:00―17:30

入賞者記念写真撮影

1階 テルサホール
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A Message for
the 56th Annual Lafcadio Hearn
Speech Contest in Matsue
from

H.E. Damien Cole

Ambassador of Ireland to Japan

第56回ヘルンをたたえる
青少年スピーチコンテストに寄せて
駐日アイルランド大使

デミアン・コール
からのメッセージ

25 September 2022

2022年9月25日

ongratulations to Mayor Uesada, the Matsue
Board of Education staff and the members of
the Hearn Society (Yakumo-Kai), on the 56th
Annual Lafcadio Hearn Speech Contest.
It is a pleasure to welcome back this important competition after a two-year hiatus. I am especially honoured to
attend this event in person as one of my earliest engagements since my arrival as Ambassador of Ireland to Japan,
and I look forward to meeting our many friends of Ireland
in Matsue.
Congratulations to all the young participants in the
event who have worked hard to reach this point of the contest. Winner or not, I hope that the experience of taking
part and enhancing your knowledge of these wonderful
texts by Lafcadio Hearn, will have been an enriching experience for you.
Hearn, who travelled the world and wrote about people
of various backgrounds and ethnicities, was a beacon for
international acceptance and understanding.
Ireland’s relationship with Japan has strengthened over
the years through mutual respect and love for Hearn—
the author and his work. Our Taoiseach (Prime Minister)
Mr Micheál Martin, acknowledged this special historical
link with Matsue during his visit to Japan last July.
Culture is an important pillar supporting our wide range
of bilateral links with Japan. We are constantly building
these ties together with our partners around Japan, including our close collaborators here at the Hearn Museum
in Matsue, Bon and Shoko Koizumi. I look forward to continuing the many fruitful exchanges with our good friends
in this city.
I would like to wish all the contestants and organisers
every success, today and into the future.

第56回ヘルンをたたえる青少年スピーチコンテストの開催

C

Damien Cole,
Ambassador of Ireland
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にあたりまして、上定市長、松江市教育委員会、八雲会の関
係者の皆様にお祝いを申し上げます。
この権威あるコンテストが3年ぶりに開催されることをうれし
く思います。このイベントへの参加が、私の駐日アイルランド大
使として着任後、初めての公務の一つとなることは、非常に光
栄であり、我々アイルランドの多くの友人達と、松江で会えるこ
とを楽しみにしています。
コンテストに向けて一生懸命努力を続けた参加者の皆様、
おめでとうございます。受賞者も受賞を逃した方も、ラフカディ
オ・ハーンの素晴らしい文章を読み込み、知識を深めた経験
が、あなたにとって豊かな経験になったことを願っています。
世界中を旅して、多様な背景や民族性を持つ人々につい
て執筆したハーンは、国際的な寛容性と共感の導き手となりま
した。
アイルランドと日本との関係は、著者であるハーンと彼の作
品に対する相互の敬意と敬愛を通じて、長きにわたり強化さ
れてきました。アイルランドのミホール・マーティン首相も、今
年7月に日本を訪問したことで、松江との特別で歴史的なつな
がりを知っています。
文化は、日本との多様な二国間関係を支える重要な柱で
す。 私たちは、いつも協力下さる小泉八雲記念館の小泉凡
氏と小泉祥子氏など、日本中のパートナーと常に信頼関係を築
いています。 松江の良き友人たちとの多くの実りある交流が
続いていくことを楽しみにしています。
このコンテストにご参加の皆様、そして主催者の皆様のご
多幸と成功を祈念いたします。
デミアン・コール
アイルランド大使

ごあいさつ

小泉 凡

吉田 耕三

出口 顯

Bon Koizumi

Kozo Yoshida

Akira Deguchi

小泉八雲曾孫
小泉八雲記念館館長
島根県立大学短期大学部名誉教授

一般財団法人日本国際協力センター
（JICE）
理事長

山陰日本アイルランド協会
会長

3年ぶりのスピーチ・コンテストに
私自身も胸が高鳴っています。
ところで、八雲が生きていたら、コロ

第56回「ヘルンをたたえる青少年

第56回「へるんをたたえる青少年

スピーチコンテスト」開催にあたり、心

スピーチコンテスト」の開催にあたり、

よりお喜び申し上げます。

参加者、主催者ならびに関係者の皆

コロナの感染対策をしながらの生

様にこころよりお喜び申し上げます。

自身、アメリカとマルティニークで2度、

活も3年目となりました。ヘルンは「地

ロシアのウクライナ侵攻やあいか

感染症に罹患し生死を彷徨う体験を

震と国民性」の中で、日本は定期的

わらずのコロナウィルスの感染拡大

したのです。生涯で6つの感染症を

に見舞われる天災に対して、類まれ

で閉塞感が世間に蔓延しています。

テーマとする記事や作品も残していま

な回復力、忍耐力をもって乗り越えて

中世であれば怨霊の祟のせいだとい

す。そこに八雲が描いたのは、非常

きたと述べています。ヘルンが書き示

われそれを鎮める調伏儀礼が行われ

時に人間が発揮する底抜けの勇気と

したように、コロナ禍の行動制限の中

ていたことでしょう。へるんの怪談「耳

やさしさでした。そして、コロナ禍の

で続けてこられた皆さんの努力はや

なし芳一」で芳一が語る
「平家物語」

2020年11月28日、南アフリカ共和

がて、ご自身の成長のみならず、アフ

も平家の怨霊の恨みつらみを鎮める

国のプレトリア大学主催で、八雲の

ターコロナの日本を支える大きな力に

語り物でした。
「怪談」にも単に人を

なっていくものと信じています。

こわがらせるというだけでなく、超自然

ナ禍をどうみたでしょう？ 実は、八雲

「オープンマインド」をテーマにしたウ

ちょうぶく

ェビナーが開催され、22か国170人

さて、ヘルンは、私たちが当たり前

の参加者で、
「生者と死者、東洋と西

のものとして見過ごしてきた日本人の

洋をつなぐ八雲のオープンマインドこ

慎ましさや日本文化に深い愛情と理

そ現代に必要なまなざし」であること

解を示し、世界に発信していました。

ス感染や災害 · 異常気象をまのあた

が発信されました。

JICEは、事業を通じて日本の魅力を

りにして心を痛めたとしたら、かれは

世界へ伝えていく役割を担っていま

どのような怪談を書いていたでしょう

語のスピーチが、分断された世界を

すが、ヘルンは100年以上も前に、

か。そのように想像力の翼を広げて

再びつなぐ第一歩となることを期待し

いかなる日本人よりはるかに深く日本

みることも大切ではないでしょうか。

ます。

の魅力を直観的に探り当て、発信し

みなさんのスピーチが現代の怨霊

参加者のみなさんのすばらしい英

ていたことに驚かされます。
ヘルンが愛した私たち日本の文化

的なものをなだめる力があったので
はないかと思います。
へるんが現代に生きていてウィル

を鎮め退散させる力を発揮することを
心から願っています。

や感性が、参加者の皆さんの発表を
通じて世界に広まっていくことを期待
しています。
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ジュニアの部（小 ･中学生）出場者

……発表順

氏名

学校名・学年

題名

出雲市立第三中学校 3年

The Story of O-Tei

ページ*

Ａグループ
1 松浦 一

Hitotsu Matsuura

5 川田 花織

Haori Kawada

3 野間 汐莉

Shiori Noma

4 大谷 亮将

Ryosuke Ohtani

5 清水 ひまり

Himari Shimizu

6 楓 淳道

Atsumichi Kaede

（島根県）

神戸市立東灘小学校 4年
（兵庫県）

知夫村立知夫小中学校中学部 1年
（島根県）

松江市立内中原小学校 5年
（島根県）

知夫村立知夫小中学校中学部 1年
（島根県）

駿台学園中学校 3年
（東京都）

23

お貞の話

A Boy Who Drew Cats

5

猫を描いた少年

Mujina

31

むじな

Urashima Taro

1

浦島太郎

Oshidori

19

おしどり

Mujina

31

むじな

B グループ

6

7 阿部 瀬理奈

Serina Abe

8 ヴァス 菖

Ayame Vath

9 斎藤 真結子

Mayuko Saito

10 門脇 凪花

Nana Kadowaki

11 髙伊 芽吹

Ibuki Takai

12 藤田 弥亜

Bea Fujita

英数学館中学校 3年
（広島県）

伯耆町立岸本中学校 2年
（鳥取県）

倉敷市立味野中学校 2年
（岡山県）

松江市立義務教育学校八束学園 9年
（島根県）

駿台学園中学校 3年
（東京都）

英数学館中学校 3年
（広島県）

Oshidori

19

おしどり

The Story of a Futon in Tottori

9

鳥取の布団の話

Yuki-Onna

39

雪女

Mujina

31

むじな

Ubazakura

27

乳母桜

The Story of Mimi-Nashi-Hoichi 43
耳なし芳一の話

（八雲会発行）
* 本コンテストの公式テキスト
『改訂 新 ･ 小泉八雲暗唱読本』
の掲載ページ

氏名

学校名・学年

題名

松江市立義務教育学校八束学園 9年

The Fountain of Youth

ページ*

C グループ
13 安藤 琴音

Kotone Ando

14 川上 蓮美

Hasumi Kawakami

15 丹下 友梨華

Yurika Tange

16 島内 愛來

Aira Shimauchi

17 恒松 あかり

Akari Tsunematsu

18 小原 愛

Mana Kohara

（島根県）

湯梨浜学園中学校 3年
（鳥取県）

15

若返りの泉

Mujina

31

むじな

島根大学教育学部附属義務教育学校 The Story of Mimi-Nashi-Hoichi 43
前期課程 5年（島根県）

耳なし芳一の話

浜田市立第一中学校 3年

The Fountain of Youth

（島根県）

江津市立江津中学校 3年
（島根県）

米子市立東山中学校 2年
（鳥取県）

15

若返りの泉

Mujina

31

むじな

A Boy Who Drew Cats

5

猫を描いた少年

D グループ
19 福間 龍太郎

Ryutaro Fukuma

20 岩田 侃大

Kanta Iwata

21 植田 こころ

Kokoro Ueda

22 佐藤 椛乃子

Kanoko Sato

23 又葉 公太郎

Kotaro Mataba

24 植村 翠

Midori Uemura

25 ラング 柚真

Yuuma Lange

島根大学教育学部附属義務教育学校 Oshidori
前期課程 5年（島根県）

おしどり

湯梨浜学園中学校 3年

Mujina

（鳥取県）

浜田市立第一中学校 3年
（島根県）

Yuki-Onna

お貞の話

浜田市立旭中学校 3年

A Boy Who Drew Cats

（大阪府）

39

雪女

後期課程 8年（島根県）

大阪女学院中学校 2年

31

むじな

島根大学教育学部附属義務教育学校 The Story of O-Tei

（島根県）

19

23

5

猫を描いた少年

Mujina

31

むじな

島根大学教育学部附属義務教育学校 The Story of Mimi-Nashi-Hoichi 43
後期課程 7年（島根県）

耳なし芳一の話
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シニアの部（高校生）出場者
氏名

……発表順

学校名・学年

題名

島根県立隠岐島前高等学校 1年

A Butterfly

ページ*

Ａグループ
1 吉田 百花

Momoka Yoshida

2 小澤 明里

Akari Ozawa

3 北野 明依

Mei Kitano

4 野村 颯花

Soyoka Nomura

5 斉木 柊哉

Toya Saiki

6 タカワファライ 桜良

Oura Takawafari

（島根県）

島根県立松江南高等学校 3年
（島根県）

鳥取城北高等学校 2年
（鳥取県）

松江市立皆美が丘女子高等学校 1年
（島根県）

島根県立松江南高等学校 2年
（島根県）

鳥取城北高等学校 2年
（鳥取県）

71

蝶

The Eater of Dreams

75

夢を食うもの

A Dead Secret

35

葬られた秘密

Yuki-Onna

39

雪女

Ubazakura

27

乳母桜

The Fountain of Youth

15

若返りの泉

Ｂグループ

8

7 相部 華帆

Kaho Aibe

8 山野 絵梨香

Erika Yamano

9 松本 奈々

Nana Matsumoto

10 渡部 美倖

Miyuki Watanabe

11 小木 菜月

Natsuki Kogi

12 高橋 美優

Miyu Takahashi

島根県立大田高等学校 2年
（島根県）

松徳学院高等学校 2年
（島根県）

島根県立大田高等学校 2年
（島根県）

駿台学園高等学校 1年
（東京都）

湯梨浜学園高等学校 1年
（鳥取県）

出雲西高等学校 3年
（島根県）

The Story of O-Kame

47

お亀の話

The Story of O-Tei

23

お貞の話

Yuki-Onna

39

雪女

A Butterfly

71

蝶

Yuki-Onna

39

雪女

The Fountain of Youth
若返りの泉

15

（八雲会発行）
* 本コンテストの公式テキスト
『改訂 新 ･ 小泉八雲暗唱読本』
の掲載ページ

氏名

学校名・学年

題名

駿台学園高等学校 2年

Mujina

ページ*

C グループ
13 内間 太志

Taishi Uchima

14 セクストン 実結

Miyu Sexton

15 岡部 真凛

Marin Okabe

16 石田 なみき

Namiki Ishida

17 中島 梨音

Rio Nakashima

（東京都）

出雲西高等学校 3年
（島根県）

鳥取県立米子東高等学校 2年
（鳥取県）

松江市立皆美が丘女子高等学校 1年
（島根県）

島根県立松江北高等学校 1年
（島根県）

31

むじな

Yuki-Onna

39

雪女

The Story of O-Tei

23

お貞の話

Yuki-Onna

39

雪女

A Boy Who Drew Cats

5

猫を描いた少年
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審査員

岩田 淳

審査委員長

島根大学医学部医学英語教育学講座教授

Jun Iwata

ジュニアの部

代表

江口 真理子
Mariko Eguchi

島根県立大学国際関係学部
国際コミュニケーションコース教授

アンソニー ケリー

松江市観光部国際観光課国際交流員

Anthony Kelly

マイケル 岡本

島根大学外国語教育センター講師

Michael Okamoto

二木 桂奈

（JICE）
一般財団法人日本国際協力センター
人事部人事・教育訓練課副課長

Keina Niki

シニアの部

代表

長岡 真吾
Shingo Nagaoka

福岡女子大学教授
多民族研究学会 (MESA) 副会長

リン マーフィー

島根大学医学部医学英語教育学講座助教

Lynne Murphy

スコットＲ. メンキン

島根大学法文学部言語文化学科教授

Scott Randall Menking

吉岡 孝二郎

（JICE）
一般財団法人日本国際協力センター
総務部総務・企画課副課長

Kojiro Yoshioka

賞

松江市長賞

賞状・楯・賞品

各部門1名

松江市教育委員会教育長賞

賞状・楯・賞品

各部門1名

八雲会長賞

賞状・楯・賞品

各部門1名

JICE 理事長賞

賞状・楯・賞品

各部門1名

山陰日本アイルランド協会長賞

賞状・楯・賞品

各部門1名

八雲会奨励賞

賞状・賞品

特別賞

へるん賞

賞状・楯

ジュニアの部1名（松江市長賞受賞者）

アイルランド大使賞

賞状・楯

シニアの部1名（松江市長賞受賞者）

若干名

各部の特別賞は、アイルランド大使館並びに歴代の八雲会長及び副会長の御寄贈によって設立されました。
両トロフィーは特別に製作されたオリジナルの作品ですので翌年5月末までに八雲会事務所または松江市文化
振興課まで返還をお願いいたします。トロフィーには歴代の受賞者と学校名を刻印して永久に保管いたします。
受賞者にはレプリカを記念としてお渡しいたします。
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八雲会

新宿区

小泉八雲の文学を研究し、その功績を顕
彰する目的をもって1915年（大正4年）、松江

東京都に23ある特別区の１つで、

市に誕生しました。1934年（昭和9年）に開

1947年（ 昭和22年 ）、旧四谷・牛

館した小泉八雲記念館の建設に尽くしまし

込・淀橋の3区が統合し発足しまし

た。現在の八雲会は1965年（昭和40年）に

た。東京23区のほぼ中央に位置し、

再発足し、会誌『へるん』の発刊など全国に

会誌『へるん』

小泉八雲記念公園（撮影：高嶋敏展）

人口は約35万人です。小泉八雲は、1904年（明治37年）
９月26日

八雲に関する情報発信や、本コンテストの

に東京府下豊多摩郡西大久保村（現在の新宿区西大久保）の自宅

主催などさまざまな顕彰事業を行っています。

で亡くなりました。終焉の地の跡（大久保小学校校門横）には「八雲

https://www.yakumokai.org/

旧居跡の碑」があり、その近くの「小泉八雲記念公園」には八雲
の胸像が建っています。

（アイルランド大使館）
アイルランド

https://www.city.shinjuku.lg.jp/

アイルランドは、ヨーロッパの西

熊本市

北端に位置する島国。面積は北海
道とほぼ同じで、人口は約480万人

九州のほぼ中央に位置し、市の

です。自然に恵まれた緑豊かな大

中心部には日本三大名城の一つと

地は、古代ケルト文化を色濃く残す
独特の伝統文化を持っています。

うたわれる熊本城がそびえたってい
八雲がダブリンで暮らした最初の家

ます。人口は約74万人です。小泉

小泉八雲熊本旧居

アイルランド人（当時は英国籍）
を父親にもつ小泉八雲は、1852年

八雲は、1891年（明治24年）11月に松江の中学校から熊本大学

（２歳）
から1863年（13歳）のあいだ大叔母のサラ・ブレナンと首都

の前身である第五高等中学校の英語教師として赴任し、1894年
（明治27年）10月までの３年間を熊本で過ごしました。最初の１年

ダブリンで暮らしました。
https://www.dfa.ie/irish-embassy/japan/

を過ごした「小泉八雲熊本旧居」が残されています。
https://www.city.kumamoto.jp/

一般財団法人日本国際協力センター
（JICE）
日本の国際協力の推進に貢献するこ
（昭和52年）
とを目的として、1977年
に設

焼津市
静岡県の中央部に位置し、北は

立された公益法人です。
「知をつなぐ。

遠く富士山、東は駿河湾を臨み、冬

世界をつなぐ。未来をつなぐ。
」
をキャッ

季の降雪もまれな温暖な気候です。

チフレーズとして、留学生受入支援、国際研修、国際交流など、開発

人口は約14万人です。小泉八雲

途上国の人材育成を支援する活動を多角的に展開しています。

は、1897年（明治30年）
８月に、初め

https://www.jice.org/

て焼津を訪れ、焼津の海が大いに気に入り、以後亡くなるまで６回

焼津小泉八雲記念館

もの夏を焼津で過ごしました。
「焼津小泉八雲記念館」では、焼津

山陰日本アイルランド協会

での八雲の足跡やゆかりの品を展示しています。
https://www.city.yaizu.lg.jp/

小泉八雲の『知られぬ日
本の面影』の出版から100

松江ロータリークラブ・松江東ロータリークラブ・
松江南ロータリークラブ・松江宍道湖ロータリークラブ

年目にあたる、1994年（平
成６年）
に駐日アイルランド大

使ジェームズ・シャーキー氏
の支援で成立した団体で

「人道的な奉仕を行いあらゆる職業において高度の道徳的水
アイルランド大統領を表敬訪問（2015年）

準を守る」
という理想を掲げて、会員同士の親睦を深め自己啓発

す。アイルランドの文化、ケルト文化への理解を広く一般に深め

を進めながら自分の職業を生かして世界や地域に奉仕していくこ

ることを目的に様々な活動を行っています。

とを目指している団体です。

https://www.sanin-japan-ireland.org/

https://www.rotary.org/

本コンテストに対し、次の団体様より御芳志を賜りました。厚く御礼申し上げます。
松江ロータリークラブ様・松江東ロータリークラブ様・松江南ロータリークラブ様・松江宍道湖ロータリークラブ様・中村茶舗様
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小泉八雲

（ラフカディオ・ハーン）

Lafcadio Hearn
1850—1904

小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）は、1850年6月27日ギリ
シャのレフカダ島で生まれました。
「ラフカディオ」は、この
島の名に由来します。父はアイルランド出身のイギリス軍の
軍医で、ギリシャ駐屯中にギリシャ人の母と出会いました。2
歳の頃、母と一緒にアイルランドに移りましたが、その後両
親は離婚し、大叔母に育てられました。
13歳でイングランドの神学校に進みますが、16歳の頃、
遊戯中の事故で左目を失明。さらに、養母だった大叔母が
破産したことから学校を退学せざるを得なくなりました。
19歳の頃、移民船に乗ってアメリカに渡り、苦労の末、シ
ンシナティとニューオーリンズで新聞記者として活躍します。
執筆活動を通して、アメリカで広く知られるようになりました。
39歳のとき日本行きを決意し、1890年4月日本の土を踏み
ます。
8月30日、島根県尋常中学校の英語教師として松江に赴
松江時代の小泉八雲（小泉家蔵）

任し、松江の美しい風物や素朴な人情を愛しました。旧松
江藩士の娘小泉セツと出会い結婚。塩見縄手の武家屋敷
（現在の小泉八雲旧居）
で約5か月間暮らしました。

1891年11月、熊本第五高等中学校に移り、その後、神
戸クロニクル社の勤務を経て、1896年9月から帝国大学
（現在の東京大学）講師として、英文学を教えました。その講

義は、若い学生の心をとらえて人気がありました。
1904年9月26日、心臓発作で54年の生涯を閉じました。
日本についての10数冊の著作は、失われつつある日本の
美や心を広く海外に紹介した名作です。
小泉八雲旧居（撮影：高嶋敏展）

小泉八雲記念館は、八雲の遺品や遺稿を収め、その人
と文業を伝えるため1934年に設立されました。2016年に
リニューアルオープンし、八雲の生涯や世界観を広く発信
するだけでなく、研究・教育施設としての役割を果たしてい
ます。

「ヘルン」
の
由来

小泉八雲（ラフカ ディオ・ハ ーン ）が 島
根県尋常中学校へ赴任した際の文書に
「Hearn」を「ヘルン」
と表記されたのが広
まり、本人もそのように呼ばれることを気に
入ったことから定着しました。

小泉八雲記念館
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