
Preface  

The Lafcadio Hearn Library was presented 

to the Toyama High School by Madam Haruko 

Baba in celebration of the opening of the 

institution in the spring of the thirteenth year of 

Taisho (1924). It was this same lady who, with her 

generous disposition, made a magnificent donation 

of yen 1.500.000, nominally as legal representative 

of her son Mr. Masaharu Baba, a minor, for the 

establishment of the School.  

The Library consists, needless to say, of the 

collection originally made by Lafcadio Hearn, 

otherwise Yakumo Koizumi, with some slight 

addition acquired by the family after his death. 

Of the former, those books marked with asterisks in 

this catalogue belong to his New Orleans days. As 

to the latter, it consists chiefly of those posthumous 

publications of his works presented by the 

publishers, with the important exception of two 

manuscript volumes of "Japan : an Attempt at 

Interpretation," the last production from his 

fruitful pen, a crystallization, of his life-long study 

of this Land of the Rising Sun. Hearn was in the 

habit of making two clean copies, whenever a work 

of his was finished, on torinoko paper specially 

ordered from the famous Haibara's, Nihonbashi, 

Tokyo. One of these he sent to the press, keeping 

the other himself in case of loss in the mails. The 

manuscript in question is one that thus passed 

through the press.  

 

 

序文  （翻訳 高成玲子氏による） 

ヘルン文庫は大正13（1924）年春、

本校の開校を祝して馬場はる子女史に

よって富山高等学校に寄贈されたもの

である。ご子息馬場正治氏の親権者と

して、篤志をもって本校設立のために

150 万円の高額の寄付をされたのも同

じ女史であった。 

 

 

 文庫は、申すまでもなく小泉八雲こと

ラフカディオ・ハーンがもともと所蔵して

いた書籍類に、没後に家族が入手した

若干の本が加えられて成り立っている。

前者については、この目録でアスタリス

クを付されているものがニューオリンズ時

代に入手されたものである。後者につい

ては、ハーンの没後に出版され、出版

社から寄贈されたものが主である。重要

な例外は、多作な彼の最後の作品であ

り、生涯かけたこの日出る国の研究の、

いわば結晶である『日本― 一つの解

明』の 2 冊分の手書き原稿である。ハ

ーンは、一つの作品が完成すると、二

組の清書原稿を作成する習慣があり、

東京、日本橋のあの名高い榛原に特

別注文した「鳥の子」紙に書いていた。

その手書き原稿の一部は出版社へ送

り、もう一部は郵便物が失われたときの

用心にとっておいたのである。問題の手

書き原稿は、そうやって出版社を通って

きたものである。 

対訳で読む 

南日恒太郎による ヘルン文庫の由来 

  旧制富山高等学校ヘルン文庫目録より 

CATALOGUE of The Lafcadio Hearn Library in The Toyama High School  
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『日本― 一つの解明』 （神國日本）のハーン自筆原稿 

 欧米人の日本理解に大きな役割を果たした。 



The number of volumes altogether amounts to 

2435, of which 1352 are English, 719 French, and 

364 Japanese and Chinese books. These last were, 

no doubt, occasiona1ly dipped into by Hearn 

himself, but were chiefly used by his faithful 

helpmate, who thereby supplied her husband with 

nuclei for many of his marvellous stories.  

 

It was soon after the great seismic disaster in 

and around the city of Tokyo four years ago that 

Madame Hearn began to be seriously concerned 

about the Library, then still in her possession. It 

might, at any moment, share the fate of so many 

unfortunate private libraries in the devastated 

districts. What she earnestly prayed for, was that it 

might be transferred somewhere within easy 

distance of her home, to some one of the 

universities in the metropolis, where it should be 

kept safe against all forms of danger. lndeed, she 

took means to make her wishes known, but in the 

confused state of things still prevailing at the time, 

no definite response came from the expected 

quarters, or, if it came at all, it was in the 

unwelcome form of haggling over the price. 

 書籍数は合せて 2435 冊、そのうち

1352冊が英語図書、719冊がフラン

ス語図書、364 冊が和漢書である。こ

れらの和漢書は時折ハーン自身も覗く

ことはあったであろうが、主に彼の忠実

なる伴侶によって使用されたものであ

り、それによって彼女は夫に数々の見

事な物語の核を提供したのである。 

ハーン夫人が当時まだ手元にあっ

た文庫のことを本気で心配し始められ

たのは、４年前のこと、東京市内および

その周辺が大震災に見舞われた直後

のことであった。この文庫もいつ何時、

被災地の他の多くの個人所蔵の書籍

類と同じ目にあうか知れなかった。ハ

ーン夫人が切に願われたのは、家から

そんなに遠くない距離にある、都内の

どこかの大学にでも移せないかという

ことであった。そういう場所ならあらゆる

危険から守られるであろうからである。

夫人は実際にこのお考えを知らせるよう

な手段をとられたのであったが、なにぶ

んにも当時はどこもかしこも未だ混乱し

た状態であったので、期待した相手か

ら明確な回答を得られないか、或いは

回答があっても、難色を示して値下げを

求めるようなものであった。 
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･haggle /hˈægl/  値切る 

 

 

 

 

ハーン夫人 小泉セツ 

妻と子の相続権を守るため

ハーンは日本人に帰化した 

当時の小泉家のハーン蔵書  関東大震災の惨状  大火災が発生し東京が火の海となった。 



It was exactly at this juncture that I incidentally 

heard from Mr. R. Tanabe about the affair. Only a 

few days before, I had consented to accept the 

position I now occupy, and I hailed the news as 

something providential. I made an offer through 

him, on behalf of the School, for the Library at the 

price asked, paying down the earnest required. 

Madame Hearn could not at first reconcile herself to 

the idea of sending the precious mementoes of her 

beloved husband into a remote country district which 

had had no connection whatever with him in his 

lifetime. But she finally consented, reflecting that I 

was a brother of the intermediary who had been a 

favourite pupil of his, and that the School in question, 

though not a university, had as its origin the 

commemoration of a most auspicious marriage in the 

Imperial Family for which her husband had always 

entertained such profound veneration.  

On arriving at my post, being rather at a loss where 

to look for a voluntary offer of the necessary fund, I 

consulted with Governor Ito, who suggested that, all 

things considered, it would be improper not to 

disclose the matter to Madame Baba first of all, as she 

was practically the founder of the School. I took his 

advice, with the happy result that she at once offered 

of her own free accord to make the purchase in behalf 

of the School, not in lieu of her son as on the former 

occasion, but out of her own purse. It may be noted 

here in passing that she was afterwards awarded by 

the Government the Dark Blue Ribbon Decoration 

for the act.  

The books, carefully packed in fourteen cases 

through the good offices of Mr. Nakatsuchi, 

proprietor of the Hokuseido, arrived in Toyama safe 

and sound in December of the same year. As the 

School had as yet no building of its own, the Library 

was deposited for a long time in one of the godowns 

attached to the Prefectural Office and was formally 

transferred as School property the next spring, but it 

was only in the spring of last year that the School was 

enabled to receive the Library in its entirety, the 

ferro-concrete book depository not having been 

私が田部隆次氏からたまたまこの話を

聞いたのは、まさにこのようなときだった。

そのほんの数日前、私は現在のこの職責

を受け入れることに同意したばかりで、そ

のニュースを何か天佑のような気持ちで

受け止めたのである。私は本校の代表と

して、示された値で文庫をお譲り願いたい

と田部を通じて申し入れ、求められた手

付け金を支払った。ハーン夫人は最初の

うちは、存命中に何の関係もなかった僻

地に大切な夫の遺品を送るという考えを

受け入れかねておられた。しかし、私が仲

介者の兄弟であり、しかも彼がハーンの

愛弟子の一人であったこと、また、問題

の学校は大学ではないものの、亡き夫が

常に深い敬愛の念を抱いていた皇室の

めでたきご婚儀の祝賀に由来することを

考慮して、最終的に同意されたのであっ

た。 

私は職場に戻ると、必要な資金の無

償提供をどこへ求めたものかやや途方に

くれて、伊東知事に相談した。知事は、あ

らゆる事情を考慮すると、何よりも先ず本

校の実質的創立者である馬場女史にそ

のことをお話ししないのは不適当であろう

と申された。ご忠告を入れて馬場女史に

申し上げたところ、直ちに快諾され、本校

創設のときのようにご子息の代理としてで

はなく、女史ご自身が学校のために購入

されるという嬉しい結果となったのである。

ついでながら、このことにより女史は後日

政府より紺綬褒章を下賜せられたことをこ

こに記しておきたい。 

 

蔵書は北星堂主人中土氏のご尽力に

より14の箱に注意深く詰められ、同年12

月無事に富山に到着した。まだ学校自

体の建物がなかったので、文庫は長い

間県庁内の倉庫に保管され、翌春正式

に学校の財産として移管になったが、本

校が文庫全体を受け取ることが出来たの

は、昨年の春、鉄筋コンクリート製書庫が

･田辺隆次 南日恒太郎

の実弟。恒太郎は、文部

省に旧制富山高等学校

の設立申請のため上京

していた。 
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･providential/prὰvədénʃə l/ 

  神の、神意による 

 

 

 

 

･favourite (英国英語)米国 

で favorite 

 

 

･commemoration 

  /kəmèməréɪʃən/ 

  祝賀，記念 

･veneration 尊敬 崇拝 

 

 

 

 

 

・馬場女史 馬場はる 東

岩瀬の豪商。旧制富山高等

学校設立のため県に百万

円を寄付。ヘルン文庫の購

入費１万５千円も寄付。 

 

･in lieu  of…  …の代

わりに. 

 

 

 

 

･北星堂 洋書専門店。創

業者の中土義敬は富山

市出身。 

 

 

･鉄筋コンクリート製書庫 

 名建築家 山口蚊象の

設計による。 

北星堂 中土義敬 ハーン蔵書運び出し 

←ヘルン文庫 

コンクリートの耐火室

の周囲を明るい閲覧

室が囲むモダンな構

造となっていた。 
馬場はる 女史 



 completed till then.  

Since its installation in the School, much has 

had to be done in preparation for the actual 

opening of the Library, besides repairing those 

volumes which were badly worn. In this 

connection it may be noted that those in black 

cloth with typewritten titles belong to this group.  

But, repaired or not, every one of them is 

stamped with one･or another of the original 

owner's seals, all of which, moreover, indicate 

that his name should be pronounced《ĥerən》, not

《һə:n》as some would still have us believe. 

Indeed, the venerable widow states that it was on 

account of the similarity of sound between heron 

and Hearn as pronounced by himself, that he 

adopted the former as his family crest when he 

was naturalized as a Japanese subject. The crest 

may be seen on the cover of this catalogue.  

 

And now the long-wished-for treasury is 

open at last. May lt forever serve as a Pierian 

spring, alike to professors and to students !  

In conclusion, I would express my sincere 

thanks to Madame Hearn for her kind consent, to 

Madame Baba for her priceless gift, and to all 

those in the School who were in any way 

connected with the arrangement of the Library 

and the compilation of the catalogue, especially to 

Professors Takata and Hiraoka, the former for his 

painstaking labour in reclassifying the whole 

Library in general and the English books in 

particular, the latter for the same with regard to 

the French. And last but not least, I must make 

special mention of Mr. Miura, proprietor of the 

Yuhodo, who was so generous as to undertake 

willingly the printing of the following pages, 

notwithstanding that his hands were full, and that 

at approximately half the usual charges.  

 

November 3rd, the 2nd year of Showa (1927).  

Tsunetaro Nannichi,    

Director of the Toyama High School. 

 

完成してからのことであった。 

学校に書庫が設置されてより実際の開館

準備のために、損傷の激しい書籍類の修理

のほかにもしなければならないことがたくさん

あった。ちなみに黒布地に表題がタイプされ

ている書籍がこのとき修理されたものであるこ

とにご注意いただきたい。 

しかし修理の如何に関わらず、すべての

本に元の所有者の所蔵を表す印が押され

ており、それらの印がさらに示しているのは、

彼の名前が、一部の人が今なお我々に信

じさせたいと思っているような≪һə:n≫では

なくて、≪ĥеrən≫と発音されなければなら

ないということである。事実、ハーンが帰化し

て日本国民となったとき家紋として鷺の紋章

を選んだのは、Hearn と heron が、彼自

身が発音していたごとく、似た音声であった

からであるとご令室は述べておられる。その

家紋はこの目録の表紙でご覧になることが

できる。 

さて、長らく待望の宝庫がついに開かれ

た。願わくばこの文庫が、教師及び学生両

方にとって、ピエリアの泉たらんことを！ 

最後に、ハーン夫人が寛大にもご承諾く

ださったことに、馬場女史が計り知れない寄

贈をしてくださったことに、また、何らかの方法

で文庫の整理と目録の編集に関わった学

内のすべての人々に、特に文庫全体、中で

も英語書籍の再分類という骨の折れる仕事

に携わられた高田教授、またフランス語書

籍に関して同様の仕事をされた平岡教授に

心からの感謝を表したい。そして終わりに特

に、手一杯の仕事があるにも関わらず、寛

大にも通常の約半値で次ページ以下の印

刷を喜んでお引き受けくださった有朋堂主人

三浦氏のお名前を挙げなければならない。 

 

昭和２（1927）年11月３日 

南日恒太郎    

        （旧制）富山高等学校校長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ピエリアの泉 ギリシャ

神話では、その泉の水は

知識と霊感をもたらすとさ

れた。 

 

 

 

 

 

 

･高田教授 

 Basic Englishを日本

に紹介した高田力 

 

旧制富山高等学校 

（現 馬場記念公園） 


