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特別展「奇なるものへの挑戦　明治大正／異端の科学」について　参考文献リスト
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l岐阜県博物館

要 旨

平成26年度特別展「奇なるものへの挑戦　明治大止／異端の科学」（2014年7月4［～8月31口）について，展覧会

の概要と企画準備にあたって参照した文献および新聞記事リスト，それらによって作成した年表を示す．

近現代のオカルトブームという社会現象を取り上げた、情亥展では，さまざまなトピックを可能な限り幅広く取り　しげ，

幸い，多くの反響を得たが，広範なテーマを盛り込んだため，展覧会場のスペースや図録の紙幅など，物理的制約で割愛

せざるを得なかったトピックも少なくなかった．本稿は，そのうち照会も多かった参考文献リストと年表をここに掲載し，

大方の便’出こ資すことを意図するものである．

1　はじめに

、向成26年度夏期の岐阜県博物館特別展「奇なるもの

への挑戦　明治大正／異端の科学」（2014年7月4日

～8月31日）では，近現代のオカルトブームを取り　上

げた．2000年代以書出こは際物扱いだった妖怪関係の展示

は，近年，博物館では夏の定番メニューとなっており，

ここ数年では，美術館でも大規模展覧会が開催され，怪

奇現象の科ノ、揮勺仕組みを読み解く科ノ学館の関連展示も散

見されるようになった．とはいえ，これらの対象は近世

以前に限定され，明治以降の動向が示されることはほと

んどない．、璃宮特別展は，その意味で，ほぼ初の試みと

なった．

このため，開場前から一部で評判となり，会期中もブ

ログ・ツイッタ一等で数多く取り上げられ，当該分野へ

の関心の深さと，情報への飢餓感が印象に残った．この

反響の大きさは，担当者としては非常にうれしかった．と

いうのも，前述のように前例の類似展がほぼ皆無のため，

また，博物館展示としては王道とはいいがたいテーマの

ため，開催準備に非常に苦戦したからである．中でも，

資料の所在情報等の，具体的な展示を組み立てるための

最初の情報収集にはてこずらされた．開場後，図録の売

り上げが好調だったのも，類似企画が見当たらないため，

珍しい情報ツールとしての受容だったと思われる．図録
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には，簡単な文献リストと年表を掲げたが，一般啓蒙用

の読み物という刊行物の性質上，また物理的制約により

多くを割愛せざるを得なかった．

ここに，展覧会企画準備時に参照した参考文献と，そ

れらによって作成した年表を掲示し，大方の関心に応え

たいと思う．

2　展覧会の内容

当該展はひとことで慨挿するのが難しいため，チラシ

には下記のようなキーワードを多数掲載し，全体の雰囲

気を感じ取ってもらうことを意図した．

新しき科学　怪談　神降ろし　観念力　感応術　気合術

記憶術　危険術　狐態きIl裂け女　健康法　交霊・降霊

こっくりさん・テーブルターニング　催眠術　白動書記

修養　神経衰弱・神経病・ヒステリー　神智半　神通力

神秘主義　心二哩写　心霊学　静坐法　精神　精神　区営

精神療法　任命主義　千里眼・天眼通　超科掌　ツチノコ

電気　念写　脳髄　煩悶青年・煩悶の時　変態心地　見

世物小屋・お化け屋敷　メスメリズム・動物磁気　憂鬱

立身出世　霊界通信　レイキ　霊子　霊術　語動（50剖偵）

企画者としては，「オカルト現象」ではなく「オカル

トブーム」という近現代の社会現象・時代風潮を取り　上

げることを目的とした．そもそもの発想は，当該分野の

歴史に岐阜県出身者・関係者が多くが発揚することによ
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る．岐阜県つながりだけでこのテーマにおける近現代史

をひと通りたどることができるのである．表を参照いた

だきたい．

表1　展示構成

コーナー　　i　ァーマ 

1奇なるものへの好奇心　1－1こっくりさん　　　　　　　神智学，スピ）チュアリズム 

1－2「妖怪博士」井上円了　「妖怪学」 

2催眠術ブーム　　　　　　2－1催眠球　　　　　　　　精神研究会，紐育理学会 

2－2ハウツー本　　　　　　　　メスメリズム 

3東京帝国大学と心理学　　3－1心理学の黎明　　　　　実験心理学，「変態心理学」 

3－2心理学者・福来友吉　　　柳宗悦の卒業論文 

4千里眼ブーム　　　　　　4－1千里眼 

4－2千里眼事件　　　　　　　千里眼実験 

5九州帝国大学と精神医学　5－1九州帝国大学の精神病棟精神医学，ゴンボダネ 

5－2Iiドグラ・マグテi草稿　　探偵小説 

6中村古快と　正変態心理」　　森田革平 

7その後の福来博士　　　　7－1変態心理研究の大家　　心霊学 

7－2教育者と心霊研究家　　　東北心霊科学研究会 

7－3野原櫻州の念写実験 

8霊術ブーム　　　　　　　8－1気合術（危険術）　　　修験と治療 

8－2元祖・桑原俊郎　　　　　霊術 

松橋吉之助 

8－3カリスマ・田中寺平 

久米民十郎　　　　　　　　佐藤久二，霊媒画 

片桐龍子 

中国の催眠術ブーム 

8－4その他の霊術家（県内）　西邑霊光，星天学 

8－5臼井蛮勇の霊気 

8－6日本心霊学会　　　　　　渡遠藤交 

9健康法　　　　　　　　　9－1岡田式静坐法　　　　　岡田虎二郎 

9－2その他の健康法　　　　　二木式・藤田式・川合式等 

10熊崎健翁の姓名単　　　　　　　　　　　　　　　　五聖闇，ゝ心道 

読書コーナー 

11寄なるものの行方　　　11－1口裂け女 

11－2つちのこ 

12奇なるものを楽しむ　　12－1見世物小屋　　　　　安田興行 

12－2お化け屋敷 体験コーナー　　パネル（動物磁気とは心理学とは心理学の出現） 

〈サポーター活動）　　　　「生首」再現 

「明治のこっぐ）さん」再現 

「霊子板」レプリカ 

「複式催眠球」レプリカ（岐阜工業高校自動車部） 

その他（サポーター活動）　　オリジナルキャラクター 

缶バッチプレゼント 

PR映像番組　　　　　　　動画「催眠球」「念写」（岐阜工業高校報道放送部）怪談ブー 

※割愛したテーマ　　　　　ム，神経衰弱・ヒスチノー，心霊写真，近代仏教，報徳思想， 

学校の怪談，香具師 

また，準備期間中に『ドグラ・マグラ』草稿の発見が

あり－，それが目玉展示の実現につながったり，会期前後

を通じて世間を騒がせたSTAP細胞事件など，展覧会の内

容にリンクする社会的関心の高まりなどもあり，振り返っ

て，タイミング（運？）の良さを実感している．

3　展覧会の成果

コンセプト優先企画であったため，具体的な展示物の

収集が最難関であった．すなわち，展覧会の成果は出品

日録そのものといえるのだが，前述の『ドグラ・マグラ』

初期草稿のほか，久米民十郎の霊媒画，野原櫻州と念写

実験の関係，松橋吉之助旧蔵桑原俊郎資料等が準備中に

続々と発見された．また，出展によって新たにわかった

こともあった．大衆芸を研究している社会掌者2から，見
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世物芸のヴィジュアル例として作用・出陳した絵葉書に

写っている人物が，江間式心身鍛練法・江間式気合術の

江問俊一であることが，霊術研究の宗教羊老母）指摘で判

明した．これは，高度に専「甘細分化された既存の！、綱目傾

城からはずれたテーマ選択により，否応なく横i痢′i勺・宰

際的展示偶成になった展覧会だからこその成果だったと

思う．スペシャリストばかりのこんにちび）羊外で，ジェ

ネラリストたらざるを得ない字芸員（そのため′学者世界

では異端）の視点だからこそ発見のきっかけを提供で

きたのではなかろうか．いい意味での総化的痕示のラッ

キーなヒットとなった．

4　おわりに

とはいえ，近現代史の未踏のこの分野を具体的な資料

で紹介するには，まだまだ取り　上げることができなかっ

たテーマが多い．実をいうと，テーマとして取り　上げた

けれども，所蔵者に「オカルト」云々の際物扱いを忌避

して協力を拒否されたこともあった．展覧会の中核部分

のテーマ設定やタイトルからして致し方ない反応だった

と思う．今後，テーマと議論の深化を待ちたい．

一四日本新聞2014年1月811な．ど

2鵜飼正樹氏．

十吉永進一氏．
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表2　参考文献（書籍）

書名 �'��"�出版者 偬�YD��所収論文（備考） �)逸"�

無意識という物語 �ｩoiﾄ�ﾔb�名古屋大学出版会 �#��B� ��

霊術家の黄金時代 �I�ｨﾔx鶯�ビインク・ネット・プレス �#��B���

現代オカルトの根源　霊性進化論の光と闇 ��Y68�(ｫ��筑摩書房 �#��2� 

東北アジア研究センター報告8 身体的実践としてのシャマ二ズム 亳Xﾘy{9�X峇�東北大学東北アジア研究セ ンター �#��2� 

妖怪学の祖　井上円了 亳Y&顰ﾙ��������角川学芸出版 �#��2� 

怪異・妖怪文化の伝統と創造　ウチとソトの視点から 俛�ﾝｹ?ｩgｹ[h峇�ﾊHｸh5ｨ985��ｲ�国際日本文化研究センター �#��2�（第45回国際日本文化研究センター国際研究集会報告要 旨集） ��

本の万華鏡第13回　千里眼事件とその時代 俛�zxﾙ�檠�ﾘ��ｭ��国立国会図書館 �#��2�http：／／www．nd上go．jp／kaieido／entry／13／ 

東海の異才・奇人列伝 傅ﾈ鉑[i�h���風媒社 �#��2�∴∴∴∴一∴ 

脳病院をめぐる人びと 仗�:�u2�彩流社 �#��2�

超心理学　封印された超常現象の科学 ��莓迄ｫ)�ﾂ�紀伊国屋書店 �#��"�電気のふしぎ バラ色だった科学の未来 ��

現代台湾鬼請　海を渡った「学校の怪言則 ��:�{I[ﾙ�ﾂ�青弓社 �#��"�

ご家庭にあった本　古本で見る昭和の生活 �ｨﾞ浦�躋�筑摩書房 �#��"�

日本の精神医療史　明治から昭和初期まで 仞��ﾈ��u��青弓社 �#��"�

図説　異端の宗教書 亶i¥H鄕譴�新人物往来社 �#��"� ���68械�蓼蕗�Hﾔr�ﾛ(�盈��裵�ｶx侭��｢�自oiﾄ�ﾔb�Uﾉ'�Eb�

幕末明治見世物事典 ���68ｮﾈﾔ��吉川弘文館 �#��"�

ぼくらの昭和オカルト大百科 70年代オカルトブーム再考 傀侈佶(爾�大空出版 �#��"�

岡田虎二郎先生生誕140年記念 静坐創始者岡田虎二郎 野村純一著作集7世間話と怪異 �68ﾋI�8ﾛ���nﾉ�ｨ�8爾�田原静坐会 清文堂出版 �#��"�ｹ��"�「口裂け女」の生成と展開 現代の妖怪“口裂け女”事情 “口裂け女”の消息 都市型妖怪「口裂け女」 “革新派妖怪”口裂け女 なぜ三人姉妹の末っ子に 話のカギ握る末っ子 

文学の極意凪怪談である　文豪怪談の世界 �8ﾈ椹Wb�筑摩書房 �#��"� 

幻想文学講義「幻想文学」インタビュー集成 �8ﾈ椹Wb�国書刊行会 �#��"�闇なる明治を求めて 現代英国心霊模様 

世界の心霊写真 カメラがとらえた幽霊たち，その歴史と真偽 �8�8ｸ4X4(98�X4X4(8ｨ92�洋泉社 �#��"� 

オカルト　現れるモノ，隠れるモノ，見たいモノ ���$)nr�角川書店 �#��"�#��"� 

妖怪手品の時代 曝���)�x���青弓社 � 

霊園から見た近代日本 俟�]96��弦書房 �#���� 

越境する漱石文学 俥(ﾋ8葈��ﾂ�思文閣出版 �#����精神病者をどう描くか　チェーホフ，中村古峡と漱石 

方法としての心理学史　心理学を語り直す �5H6x4X5�6ﾘ8B�新曜社 �#���� 

新アジア仏教史14　日本　4　近代国家と仏教 冓im閏iOﾈ贅�佼成出版社 �#����オカルティズムと仏教 

熊崎健翁関係資料 �:�皐ﾉ)e��ﾂ�東京学芸大学藤井健忘研究室 �#����（共同研究報告書） 

バラエティ化する宗教 ����目弓 �#���� 

闇のファンタジー �ｩoiﾄ�ﾔi�ﾂ�青弓社 �#����「全国精神療法京大番附」霊術家たちの最後の輝き 闇はすぐそこにある諸星大二郎をめぐって 

江戸幻獣博物誌　妖怪と未確認動物のほざまで ��:�{I[ﾒ�青弓社 �#���� 

古本探究　3 傅ﾉ68ﾏYu��論創社 �#����#����水野葉舟と「心霊問題叢書」 
心霊研究と出版社 浅野和三郎と大本教の出版 大本教批判者としての中村古峡 

妖怪学講義 亳Y&顰ﾙ���講談社 

妖怪文化の伝統と創造 絵巻・草紙からマンガラノへまで 傅ﾈ鉑��Tb�せりか書房 �#����i ��

治療の場所と精神医療史 仆Igｹk��日本評論社 �#���� ��

遠野物語と怪談の時代 �8ﾈ椹Wb�角Iii学芸出版 �#���� 

恵那市を知るまいかまちづくり歴史講座 田中寺平其の二 亶ｸﾞ委Yu��武並コミュニティーセンター �#����（講演会配布資料） �ｩoiﾄ�ﾔb�

遠野物語と21世紀　近代日本への挑戦 ��闔Hﾖｹ7��ﾂ�三弥井書店 �#����心霊データベニスとしてのi‾遠野物語ii神秘主義の視点から 

幕末明治　百物語 �ｩoiﾄ�ﾔi�ﾂ�国書刊行会 �#���� ��

魔界と妖界の日本史 ��98yW�裵�現代書館 �#���� ��

日本の民俗10　都市の生活 �>�68嬋�ﾉ�ﾂ�吉川弘文館 �#����昭和大衆芸能史の一断面　人間ポンプを追って �ﾈ飆�8��

坐る力 俤i:�ﾔb�文蒙春秋 �#���� ��

漱石先生への暗示 俚(�盈��裵�名古屋大学出版会 �#���� ��

怪談異謂　怨念の近代 �$ｨﾏｸｮ��水声社 �#���� 

江戸・都市の中の冥界 �>�:��9W��法政大学出版局 �#����見世物　歌舞伎の源流 

オカルトの惑星1980年代，もう一つの世界地図 亳y68譎u��青弓社 �#���� 

テレビと宗教　オウム以後を問い直す ��闔HﾊH贅�中央公論新社 �#���� ��ﾂ�

女は変身する �ｩoiﾄ�ﾔi�ﾂ�青弓社 �#����その後の太霊道　日本霊道会と機関誌「霊界」をめぐって �ｩoiﾄ�ﾔb�

ツチノコの民俗学　妖怪から未確認動物へ ��:�{I[ﾒ�青弓社 �#���� ��

怪奇と幻想への回路　怪談からJホラーへ �>��(耳��森話社 �#���� ��

東大オタク学講座 �ｩ696ﾈ譎Wb�講談社 �#���� ��
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書名 �)飲��出版者 偬�YD��所収論文（備考） �)逸"�

代表的日本人 俤i:�ﾔb�筑摩書房 �#����岡田虎二郎の静坐力 ��

オオカミ少女はいなかった 心理学の神話をめぐる冒険 凭冦委Y�驟��新曜社 �#���� ��

生誕150年「不思議博士・井上円了」 �(inﾈｾizy(h匯�ﾘ��ｭ��中野区立中央図書館 �#����（企画展示　地域の著作者紹介・第5回　図録） ��

日本化け物史講座 侏I68���楽工社 �#���� ��

日本「霊能者」列伝 兔ｨﾟｹ_98y](�YB�宝島社 �#���� ��

近代スピ）チュアリズムの歴史 心霊研究から起心理学へ 倅�乖慰r�講談社 �#���� ��

恵那市を知ろまいか定期歴史講座 近代裏面史を彩った恵那出身のフィクサー 飯野吉三郎と田中寺平 亶ｸﾞ委Yu��岩村公民館 �#����（講演会配布資料） ��

科学とオカルト �')69�ITb�講談社 �#��r� ��

霊はどこにいるのか �ｩoiﾄ�ﾔi�ﾂ�青弓社 �#��r� ��

映画の恐怖 �ｩoiﾄ�ﾔi�ﾂ�青弓社 �#��r�「天命学院講習録」最後の気合術師・濱口熊嶽の教え �ｩoiﾄ�ﾔb�

近代日本心霊文学セレクション　霊を読む �ｩoiﾄ�ﾔi�ﾂ�蒼丘書林 �#��r� ��

フランス〈心霊科学〉考　宗教と科学のフロンティア �隘�+ﾈ��人文書院 �#��r� ��

現代幽霊論　妖怪・幽霊・地縛霊 ��Y8y�H裵�岩田書院 �#��r�－ ��

旅芸人のいた風景　遍歴・流浪・渡世 �ｸ蕗��ﾏR�文蜜春秋 �#��r� ��

憑依と近代のポリティクス 湊:���dﾘﾏR�青弓社 �#��r�近代日本における葱俵の系譜とポノテイクス 明治期日本の知識人と神智学 葱俵が精神病にされるとき人格変換・宗教弾圧・精神鑑定 ��ﾉ�ｩdﾘﾏR�ｶx侭��｢�[ｩ:ｨ鄕���

紙芝居と〈不気味なもの〉たちの近代 匐偸b�青弓社 �#��r� ��

スピノチュアリティの興隆 �8x�)���岩波書店 �#��r� ��ﾂ�

江戸の妖怪事件簿 �69(i���集英社 �#��r� ��

中原悌二郎と岡田虎二郎 自然の理法・悌二郎をめぐる作家達 �68ﾋH�9H饂渥��田原市博物館 �#��r�（図録） ��

明治時代の人生相談 伜)69dﾘｴ��日本文芸社 �#��r�（狐憑き催眠術，記憶術） ��

心理学を変えた40の研究 心理学の“常識’’はこうして生まれた �8ﾘ5x88�ｸ�U(�X7ｨ6(4��ピアソン・エデュケーション �#��r�催眠術をかけられたかのように行動する ��

オカルトの帝国1970年代の日本を読む �ｩoiﾄ�ﾔb�青弓社 �#��b� ��

感覚の近代 �-咽y�ﾂ�名古屋大学出版会 �#��b�山とシネマと　〈故郷を失った文学〉とスグノーンの中の冥界 ��

妖怪は増殖する �ｩoiﾄ�ﾔi�ﾂ�青弓社 �#��b� ��

日本人の妖怪観の変遷に関する研究 近世後期の「妖怪娯楽」を中′高二 俘�末�ｹ�ﾒ�総合研究大学院大学 �#��b�（学位論文） ��

日本人の冥界観 傅ﾈ鉑��Tb�せりか書房 �#��b�ケータイする冥界怪異請の現在 ツチノコ論序説妖怪・幻獣・未確認生物 明治期の新聞にみる怪異記事の動向と諸相 俘(圷ﾔ�ｲ�嫌:�{I[ﾒ�9)gｸﾘｸ�ﾂ�

幻想文学，近代の魔界へ 俘)m域ｩ�X峇�青弓社 �#��b�「怪談」と語りの近代 儁���ｶ�Eb�

開拓の村展示建造物からみた明治・大正期の生活文 ��北海道開拓の村 �#��b�北海道移住と伝統のかたち　秋田県を母村とする秋山家と 俛T末���

化史 劔松橋家を例に 

江戸の妖怪革命 俘�末�ｹ�ﾒ�河出書房新社 �#��R� ��

〈変態）の時代 ��ｹnﾉ��ﾂ�講談社 �#��R� ��

心理学の新しいかたち2　心理学史の新しいかたち 俚):�$(ﾜb�誠信書房 �#��R� ��

〈霊〉の探究　近代スビノチュアリズムと宗教学 �,8�亅�[b�春秋社 �#��R� ��

千里眼事件　科学とオカルトの明治日本 �+x�)oY�b�平凡社 �#��R� ��

日本の博覧会　舌下勅コレクション（別冊太陽133） �9(ﾋHﾏhﾕ��平凡社 �#��R� ��

日本幻獣図説 �9)gｸﾘｸ�ﾂ�河出書房新社 �#��R� ��

明治ものの流行事典 �9)gｸﾘｸ�ﾂ�柏書房 �#��R�記憶術／コッグノさん／催眠術／千里眼 ��

「学校の怪談」はささやく �ｩoiﾄ�ﾔi�ﾂ�青弓社 �#��R� ��

心霊写真は語る �ｩoiﾄ�ﾔb�青弓社 �#��B� ��ﾂ�

心理主義時代における宗教と心理療法の内在的関係 に関する宗教哲学的考察 舒)69[h裵� �#��B�（科研費報告書） ��

透視も念写も事実である　福来友吉と千里眼事件 倬ｹ�){B�草思社 �#��B� ��

日本人の身・心・霊　近代民間精神療法叢書8 亳x侭��｢�クレス出版 �#��B�解説　民間精神療法の時代 ��

街道の日本史29　名古屋・岐阜と中山道 傴ﾉ69Eiy��ﾂ�吉川弘文館 �#��B�宗教と民衆運動 �8�(�����

日本の幻獣　未確認生物出現録 薄迄ﾞ育2��9j�7�8X�ｸ5x4�8��川崎市市民ミュージアム �#��B�－ ��

新編中原中也全集　5　日記・書簡　解題篇 ��X圷精[ﾙ�ﾂ�角Iii書店 �#��2�「療養日誌」解題／「千葉寺雑記」解題 ��

日本妖怪学大全 傅ﾈ鉑��Tb�小学館 �#��2�1920年代，〈心霊〉は増殖する　　i 化物屋敷再考 「私，きれい？」女性週刊誌に見られる「口裂け女」 �ｩoiﾄ�ﾔb�ｻI-ﾉ��nr�7ﾘ485�8ｸ�X7H7ﾈ5��ｲ�

流れを読む心理学史　世界と日本の心理学 �5H6x4X5�988I�ﾂ�有斐閣 �#��2�i ��

流れを読む心理学史：世界と日本の心理学 �5H6x4X5�988I�ﾂ�有斐閣 �#��2� ��

中国のこっくりさん　扶鸞信仰と華人社会 倡X棹�8���大修館書店 �#��2� ��

〈癒す知〉の系譜　科学と宗教のはざま �8x�)���吉川弘文館 �#��2� ��

ディスプレイ100年の旅　乃村工費社100年史 倆�讖](蟶��乃村工蜜社 �#��2� ��

柳宗悦　時代と思想 �(hﾊ��騫ﾒ�東京大学出版会 �#��2� ��

うわさの遠近法 傴ﾈ�(ｭ��筑摩書房 �#��2�超能力の発見千里眼事件 妖怪学と失念術 ��

運動＋（反）成長　身体医文化論2 兀�:�ﾕ�ｩ�ﾂ�慶応義塾大学出版会 �#��2�漱石と神経衰弱と退化と ��YwIdﾂ�

見世物はおもしろい �9(ﾋHﾏhﾕ��平凡社 �#��2� ��
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特別根「奇なるものへの挑戦　明治大正／異端の科写」について　参考文献リストと年表

所収論文（備考）

三遊亭円朝の怪談に隠された“王権と幽霊’’の物語

怪獣はなぜ日本を襲うのか？

スビ）チュアリティを生きる　新しい絆を求めて

岩波講座近代日本の文化史5

編成されるナショナリスム

つながりの中の癒し　セラビ一文化の展開

ツチノコの正体

妖怪あつめ

1920年代の科学と幻想

日本における心理学の受容と展開

日本における怪異・怪談及び妖怪文化に関する総合的研究

井上円了　妖怪学全集　6

変態心理iiと中村古峡　大正文化への新規角

日本のアヴァンギャルド芸術　〈マウォ）とその時代

宗教心理の探究

癒しと救い　アジアの宗教的伝統に学／！、

偏見というまなざし　近代日本の感性

地方発　明治妖怪ニュース

湯本豪一

吉田司雄他

小松和彦

井上円了

＿＿　　」　　＿　－＿

－工芸篤志

逆立ちしたフランケンシュタイン　科学仕掛けの神秘主義

見世物稼業　安田里美一代記

実験心理学の誕生と展開

「健康」の日本史

心霊写真

怪異の民俗学　2　妖怪

記憶する民俗社会

鎮魂行法論　近代神道世界の霊魂論と身体論

日本怪奇幻想紀行　4　芸能・見世物録

見世物小屋の文化誌

宗教と生活

近代中国のシヤーマニスムと道教

童話学がわかる（アエラムック　47）

癒しを生きた人々　近代知のオルタナティフ

鴎外のオカルト，漱石の科学

西洋の夢幻能　イ工イツとパウンド

自然と文化　59　見世物

神々宿りし都市　世俗都市の宗教社会学

明治妖怪新聞

宗教オカルト時代の心理学

「漱石」がわかる（アエラムック　41）

第86回常設展示　占いあれこれ

怪物科学者の時代

図説　幕末明治流行事典

スキャンダルの科学史

記憶術のススメ　近代日本と立身出世

幻視する近代空間

決定版　快楽亭ブラック伝

岩波講座文化人類学10　神話とメティア

霊感少女論

うわさと俗信　民俗学の手帖から

津城寛文書

鵜飼正樹他

lii大学出版部　　　　！2001

島社

出書房新社

文書院

秋社

朋舎

宿書房

岩波書店

勉誠出版

朝日新聞社

専修大学出版局

国会図書館

湯本豪一

帖斗学胡乱i

井津

村邦光

小島貞二

小松和彦他

く近藤雅樹
！∴∴∴＿　　　一一一－

江戸東京の怪談文化の成立と変遷19世紀を中心二日黄山泰子

催眠術の日本近代　　　　　　　　　　　　　　　l一柳廣孝

通史　日本の心理学
‾‾‾‾‾‾‾‾「而吾

輩善事三重三幸萱
健康法と癒しの社会史

＿＿＿＿＿＿　＿＿＿＿＿　　　　　　　　　L田中聡

新・霊術家の饗宴

怖い話の本（別冊宝島　268）

目立国会図書館

朝日新聞社

日本の霊的思想の過去と現在　カルト的場の命運

見世物一座で働く　大貫興行社の〈絆〉

日常性　異常性の文化と科学　脳病・変態・猟奇をめぐって

大本霊学と日蓮主義　近代日本の「公共宗教をめざすもの」

霊界からの声

怪異伝承の収集とカード化の過程

解説　井上円了の妖怪学の歴史的意義

解説　井上円了の妖怪学とそれ以後

解説　井上円了と妖怪学の誕生

タミの夢〉とモダニスム　久米民＋郎とエスラ・パウンド

生について

lii村邦光

津城寛文

真鍋昌賢

板倉聖宣
小松和彦

L三重箪三

十二‾

南新痛打‾諏両町二元

近代的視線と身体の発見
明治末，超感覚を定位する　催眠術・千里眼・科学
ヒスチノー　メディアのなかの病

二二萌毒素三三
子ともと妖怪　学校のトイレ空間と怪異現象

1999

巨頭‾佐久商）

悟
i一柳廣孝

†2000日1990初版）

コ車重中二震‾三言
「

「亜整蓄寧寧享ヒ
一一十一一一一一一一一車重医萱草開塾去

＿＿＿L l　＿＿＿－＿＿＿＿＿＿＿＿＿　＿＿＿＿＿＿＿「鼠 」のリアリスム

申経衰弱とは何だったか

「　：二二二

日999

l1999

「科学の時代」とスピ）チュアリスム

https“／／rnavlndigoIP／kaieido／tmp／86．pdf

記憶術／コックリさん／催眠術／千里眼

千里眼事件 山川健次郎

二十器一一一一

二幸董二三
i高知新聞社

北大路書房

名古屋大学出版会

放送出版協会

997

函0

997

：＼杢 視と念写　明治末期の千里眼新聞報道に見る「神話」

の生まれる場所　科学とスピ）チュアリスムの狭間で

I

1

－1　　　－　－

1橋爪紳也
十一　一一一一一
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南本　有紀

書名 �)飲��出版者 偬�YK��所収論文（備考） �)逸"�

大正期新興美術運動の研究 佻ﾈ�6�y一��スカイドア ��涛R� ��

癒しと和解　現代におけるCAREの諸相 ��h夊�Ti�ﾂ�ハーベスト社 ��涛R� ��

現代民話考7　学校ほか 傴ﾉ$ｨ-ﾘ.h���立風書房 ��涛R�（1987第1刷） ��

性の猟奇モダン　日本変態研究往来 做�68蒴Oﾂ�青弓社 ��涛B� ��

万国心霊古写真集 大心霊科学時代の遺産1860－1930 亳Y')�8ﾔr�南方堂 ��涛B� ��

日本奇書・偽書・異端書大鑑（別冊歴史読本　43（19－14）） 俚):�N��新人物往来社 ��涛B� ��

乱歩の時代　昭和エロ・グロ・ナンセンス（別冊太陽　88） 俘(ｻIvﾙ?��平凡社 ��涛B�魔術・心霊学・霊術 �ｩoiﾄ�ﾔb�

化物屋敷 仆I-ﾉ��nr�中央公論社 ��涛B� ��

＜こっくりさん＞とく千里眼＞ �ｩoiﾄ�ﾔb�講談社 ��涛B� ��

体験　ニッポン新宗教の体験談フォークロア �8ｨ6�88�ｸ6��X4�985��ｸ5ﾈ92�現代書館 ��涛B� ��

「宗教と科学」基礎文献・外国篇 �ﾘﾘyK冰��ﾂ�岩波書店 ��涛2�起心理的事象の共時的基礎 �488��X7h8ﾘ587B�

学校の怪談　口承文芸の展開と諸相 ��ﾘﾏY4��ミネルヴァ書房 ��涛2� ��

科学時代の神々 �ﾘﾘyK冰��ﾂ�岩波書店 �����)ｨ�ｩeﾒ�神智学の系譜 俘(ｻHｭ��

スーパーサイエンス 異形の科学を拓いたサイエンティストたち �I�ｨﾔx鶯�新人物1主来社 ��涛"� ��

近代化と宗教ブーム 佶y¥x���YTﾂ�?ｩgｹ[h嶌ﾊHｸh��同朋舎 ��涛�� ��

日本の名随筆　95　噂 佩9:�k��b�作品社 ��涛��比婆山伝綺 〈ロ裂け女〉異聞 噂の構造 倬ｸ�(�8謦�ﾖｩZ8ﾊｨ���ﾎ9:�k��b�

臨床心理学大系7　心理療法1 傅ﾈﾙ�闇ｸﾎ��ﾂ�金子書房 ��涛�� ��

明治の迷宮都市　東京・大阪の遊楽空間 仆I-ﾉ��nr�平凡社 ��涛��都市と見世物小屋の近代 ��ﾂ�

迷路のなかの快楽ii �� �� ��

うわさの本（別冊宝島92） ��闔I�I?��宝島社 ��塔��都市伝説としての信仰治療 少女民俗学詩論 D．P．Eは達磨の時間複製技術時代の心霊写真！？ 「うわさ話」の思想史 �$�8x鴿�����b�

神の罠　浅野和三郎，近代知性の悲劇 傴ﾉgｸﾉ(爾�新潮社 ��塔�� 亦���

日本のオカルティズム　妖異風俗 �)YH皦ﾇi�ﾂ�雄山閣出版 ��塔��心霊術・読心術・催眠術 ����

毒づ怪紳士録 俎)i8ﾔr�平凡社 ��塔��変態研究家，大本教に噛みつく（中村古峡） ，霊媒ハンターの悲しみ（長田幹彦） ��

黒岩涙香　探偵小説の元祖 ��:��u��三一書房 ��塔�� ��

神界のフィールドワーク 乘�698ﾉ?��青弓社 ��塔r�霊草と霊術近代におけるその発端と展開 大正維新と霊的シンクレテイズム神智学受容の－波紋 ��

科学と非科学のあいだ �ｨﾞ(���ﾂ�木鐸社 ��塔r�心霊研究と物理学 スプーン曲げとテレパシー超常科学は科学たりうるか 俘)68ｴ��8躋�ｻIgｸｴ)Tb�

ニューサイエンス　科学と神秘主義 �-�hﾏy�ﾂ�新日本出版社 ��塔r� 

昔話・伝説小事典 冢ﾉ�ｨ�8自�ﾂ�みずうみ書房 ��塔r�学校の世間話／ロ裂け女 

かわりだねの科学者たち 儉)�������仮設社 ��塔r�妖怪博士・井上円了と妖怪学の展開 亦�

オカルト・ムーヴメント 仗��8788�7�6(6絢h橙�創林社 ��塔b� ��R�����

月の裏側の念写の数理的検討 宇宙船による新月面図との照合 佩9:�決ｴ��日本心霊科学協会 ��塔b�（1985初版） 白�

鬼の玉手箱　民俗社会との交感 傅ﾈ鉑��Tb�青玄社 ��塔b�「口裂け女」の意味論 ��

明治医事往来 凛y�ﾈ諸?��新潮社 ��塔b�摩痛・肩こり ��

起心理学者福来友吉の生涯 �(i�)�ﾘﾍ��大陸書房 ��塔b�パウンドと久米民十郎の交友 乂�68讖��

工ズラ・パウンド研究 兀�69zI�驟��ﾂ��ﾋ9Fyz�b�山口書店 ��塔b�

迷彩の道標　評伝日本の精神医療 儂OVA出版 ��塔R� ��

歴史読本臨時増刊　世界驚異の占い・霊術・魔術 冢ﾉ�ｩW����新人物往来社 ��塔R� ��

口頭伝承の比較研究1 免侭68��(峇�弘文社 ��塔B�話の行方「口裂け女」その他 冢ﾉ�ｨ�8爾��?�oiﾄ�ﾔb�

千里眼千鶴子 佰X圸k��文塞春秋 ��塔2�千里眼事件の裏面史 

妖怪博士・円了と妖怪学の展開 儉)�������国書刊行会 ��塔2�（新編妖怪叢書別冊）　　　　　　　　　　　　i ��

心霊と神秘世界　研究解説編 侏ｹ�9~ﾈｧxﾊHｸh橙�心交社 ��塔"�（1971初版） ��

新霊交思想の研究 �69(i�y�8鈐�共栄書房 ��塔����

日本人と近代科学 �6饐9�9u��岩波書店 ��都b���ﾂ�

70万時間の旅　2 倆�讖](蟶効醜橙�乃村工蒙社 ��都R�《日本伝説お化け大会〉両国国技館 ��

心霊現象の科学 傅ﾈﾄhﾍYEh��芙蓉書房 ��都B� 

現代心理学の群像　人とその業績 侘8棹ﾗ8ｶ��協同出版 ��都B���

近代文学研究叢書　39 傴ｩ������Xｧr�ｽ��9[hｧxﾊHｸh��昭和女子大学近代文化研 究所 ��都B�高橋五郎 兌ﾘ鯖d�峇�

座談会大正文学史 冩i69���)�ﾂ�岩波書店 ��田R�大正期の思想と文学　阿部次郎・倉田百三・和辻哲郎など ��

定本柳田国男集　9 冩i68ﾙ�&｢�筑摩書房 ��田"�池袋の石打と飛騨の牛芳種 ��

現代の哲学及哲学者 冢ﾉ�ｨﾄyL��京文社 ���#��福来友吉氏の哲学（心理学的生命論） ��
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特別展「奇なるものへの挑戦　明治大正／異端の科学」について　参考文献リストと年表

表3　参考文献（雑誌）

、著者 僖霾��タイトル 佝hﾝｨ頸�

石井研士 �#��8�ﾃ���機械の中の幽霊（＜特集＞科学・技術と宗教） 做�ｻ8ﾊHｸcベ�ﾃ(�5��3�8�ﾃ3#r�

東雅夫 �#��8�ﾃ���山また山を越え過ぎて　明治怪談文学史における能楽の影響をめぐって 冲����

野村英登 �#��8�ﾃ�2�井上円了における催眠術と瞑想法 ��X4x5(�x7H488ﾘ5ﾈ7X48�hﾊHｸh��¥ｨﾟｳw��#��ﾃ3��

栗田英彦 �#��8�ﾃ���国際日本文化研究センター所蔵静坐社資料　解説と目録 �?ｩgｸﾊHｸcCr�

佐々木治雄 �#��8�ﾃ���1910年代における呼吸健康法の流行と体育界の反応「呼吸運動」に関する記述の分 析より 几I$ｨｴ冽c3H�ﾃ"�

小泉晋－ �#��(�ﾃ���福来友吉の催眠研究に関する文献調査 俐9k�ｧxﾊHｸcSH�ﾃ���(�5���)?�蔔����

2012－07 豫�X-ﾈ+�,8*ﾘ.�8ﾈ7ﾈ�ｸ6y�h+ﾘ,�*�+ﾘ+�,Y&闔h,ﾈｨ��ｸ嶌/��ﾘ.��X686�6ﾘ5(ｺI��ﾙ��i=驂xﾊx屬�ナント経済月報，PP18－21 
北山村 

林淳，吉永進一，大谷栄一 �#��(�ﾃ�R�国際日本文化研究センター第41回国際研究集会「近代と仏教」に参加して 仗��9Zxｻ3���7���#��ﾃ�3R�

三井寛文 �#��(�ﾃ�2�文化現象としての疑似科学考察 ��ﾙj�h峙3X�5����ﾃ#��

横山泰子 �#��(�ﾃ�2�秘術の公開　江戸時代の手品本に見られるまじないにつし：て 俛�zy��讖j��ﾙH饂渥侈Hｸi_�ﾙ����sB�

河合勝 滝上由紀 �#��(�ﾃ���日本古典奇術「目付絵」について �I&ﾘﾕﾙ>ﾉ%ｨｯｩ�Xｧxｴ冽h��C��

長野美香 �#��(�ﾃ���近代日本における修養　内村鑑三の「修養」論から（主題別討議報告修養という思想） 處�ﾘｧyD饑�c��5��s��ﾃ���

吉永進一 �#��(�ﾃ���講演近代仏教史における鈴木大拙（特集鈴木大拙の思想） 做�ｻ94隗xﾊHｸc#��5�����ﾃ#2�

常光徹 �#����ﾃ�2�予言をする妖怪（怪談特集） ��ｩ$ｨｽ��#�x�5���X�ﾃ#"�

平野直子 �#����ﾃ�2�代替療法とノスクのコミュニケーション　ホメオパシーに関するメディア報道を事例として �5ﾈ5h4�8ﾘ5x4ｨ8ｸ�X7��ｸ7��ｸ5�#��5��38�ﾃS��

笹Iii吉晴 �#����ﾃ�"�ゼロ年代末ラー／怪談を中′高二（特集エンターテインメント最前線） ��X�[hｧxﾊHｸc#����ﾃ��5��#��ﾃ#B�

野口哲典 �#����ﾃ�"�サイエンスコラム（第4回）ツチノコがいる確率は？ �7Hｾ�,ﾉ�(､SCH�ﾃ(�5��S��ﾃSB�

小泉凡 �#����ﾃ���怪談の資源的活用をめざして「松江ゴーストツアー」の事例から（特集スローツーリズム の胎動） 亢xｪy(hﾙ��ﾘﾊC�X�ﾃ(�5����ﾃ��

横山泰子 �#����ﾃ�"�乱歩が魅せる妖怪手品 囘��ﾙ�Xｧx抦ｾ�鯖��x�5����X�ﾃ�#B�

吉永進一 �#����ﾃ���近代日本における神智学思想の歴史（＜特集＞スビノチュアリティ） 做�ｻ8ﾊHｸcォ�ﾃ(�5��Ss��ﾃc���

岩井洋 �#����ﾃ�r�L・ハーンにおける怪談の意味　時代精神の系譜から（特集エコクリティシズム） ��Y�ｩ,ｩ�ﾓh�ﾃ��5���ヨ�ﾃ�唐�

下村育世 石Iii佳子 �#����ﾃ�r�ゝ心道の教祖熊崎健翁の人生史　その思想形成と活動の変遷 �ｨｻH��檍怦ｧs(�ﾃ3��

症夫 �#����ﾃ�b�怪言炎趣味で繋がった佐々木喜善，柳田国男，水野葉舟il名作－i誕生と，それぞれの〈遠野物 語〉（特集100年の遠野物語） 册ﾙ����ﾃh�5��C��ﾃCB�

中嶋隆蔵 �#����ﾃ�R�江戸時代における「静坐」論 ���=��ﾈｽ��9[hｧxｭ�#��5�����ﾃCr�

吉永進一 �#����ﾃ�2�近代人の「霊魂」論（＜特集＞魂のありか） ��ﾉ�ﾈ怦ｧx,h6ｨ8X�ｸ5H484x985�,ﾈ�饑�頤#��5��(�ﾃR�

吉永進一 �#����ﾃ�2�大正期大本教の宗教的場　出口王仁三郎，浅野和三郎，宗教的遍歴者たち 兀�-�鮎hﾘ)9��ｩnXｧxﾕｨｴ冽cCX�5��c��ﾃ���

和崎光太郎 �#����ﾃ�2�世紀転換期における＜修養＞の変容 仆8支讓7H4��ｸ8�8�X�5��#��ﾃ3b�

渡辺勝義 �#����ﾃ�2�日本精神文化の根底にあるもの9「霊享の道」 �+xﾞ�4X4h5�8ﾈ8H5i�Xｧxﾋｹ�8��檍ｧyYHｴ冽c��ﾃ��

相川宏 �#����ﾃ���修養から霊術へ　霊的身体の興亡（2） �?ｩgｹ�Xｧxﾇﾈ��ｧyYHｴ冽cS(�7��#X自%ﾂ�

甘露純規 �#����ﾃ���）江戸の記憶術と忘却術　高水先生i物覚秘伝日と建部綾足‾古今物わすれii �(hｹ��Xｧy�ﾘ��ｭ乂xｴ冽c3��5��38�ﾃs��

鈴木由加里 �#����ﾃ���アンリ・ベルクソンと井上円了 �H�8鈴{�5ｨ985��ｹD饑����5��Sx�ﾃs��

浜野志保 �#����ﾃ���カレンベルクの写真ダウジング �6疋U､U$��螟U$�6疋S8�3���(�ﾃ���

平野直子 �#����ﾃ���「近代」というカテゴ）における「普遍」と「個別」手当て療法「レイキ」の80年史を事例と ���朱69�Xｧy�Xｧx��[hｧxﾊHｸh怦ｴ冽i�c�ZｨﾟｳSh�2�

して ���Cx�ﾃc��

吉永進一 �#����ﾃ���近代日本における神智学思想の歴史 做�ｻ8ﾊHｸc3cX�5��3sX�ﾃ3迭�

菊地章太 �#����ﾃ�"�UFOと円了妖怪学 �,�*ｨ.ｨ��?ｩgｹzﾉ�ﾉ|ﾘｧx檍頤#��ﾃh�5��CC8�ﾃCCb�

野村英登 �#����ﾃ�"�：‾i新青年」iと修養法の近代化　静坐から体育へ ���(,h勒��7��c8�ﾃ�"�

2009－12 ��ﾈｭHﾗ9:陷逢x����5ﾘ�譏���c(��ﾈｭHﾗ9:陷逢x��5ﾘ�譏,h*�ｸ*�餮��8�9<���H.�*H-��建築雑誌124（1597），P40 
とつの建築設計資料集成） 

中根研一 �#����ﾃ���中国「怪獣文化」の研究　現代メディアの中で増殖する異形の動物たち 冉ｸ､8ｧx���Xｧxｧx�����C��5�ﾆﾈ�8�8ｿ8�����������������������

辛酸なめ子 �#����ﾃ���霊道紀行（17）お化け屋敷の恐怖 冏ｸ,ﾉ{y�ﾃ�X�ﾃ��5��滴�ﾃ途�

堤邦彦 �#����ﾃ���日本の怪異謂　仏教と江戸怪談（特集アジアの怪奇請） �4�5x4�uhｧs�#X�5��CH��2�
一柳廣孝 �#����ﾃ�2�心霊としての「幽霊」近代日本における「霊」言説の変容をめぐって（特集古典（学／知 ／教育）（2）） 兒夷ｨﾊHｸc��5���(�ﾃ���

戸田弘子 �#����ﾃ�2�「加持祈祷」という身体〈治療〉の近代　中村古快の「精神療法」再考 兌h嶌��N�Uﾓ��

福井義一 �#����ﾃ�2�文献紹介催眠古書探訪（その4）福来友吉が残したもの催眠研究編［「催眠の心理学的 研究一日催眠心理学全問i変態心理学講義要領口 凩X��ﾜ9k�ｧs���5��c8�ﾃcb�

五十殿利治 �#����ﾃ�"�久米民＋郎と「霊媒画」について新出資料の照会を中心こして（下） 儖ﾈ��暮:韆ｨﾊHｸh檍6ｨ8Y?�唏���

五十殿利治 �#����ﾃ���久米民十郎と「霊媒画」につし立新出資料の照会を中心こして（上） 儖ﾈ��暮:韆ｨﾊHｸh檍6ｨ8X�ｸ5��
一柳廣孝 �#����ﾃ�"�オカルテイスト，芥lii龍之介． 冲����5���h�ﾃ#��

伊藤龍平 �#����ﾃ���ネソト怪言灯くねくね」考一世間話の伝承に？Ltて二＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ��(ｭI�(ﾊHｸc���5���ﾃ3��

伊藤龍平 �#����ﾃ���未確認動物の民俗学へ旧言渡奇勝録′＿の異獣たち（特集UMA（未確認動物）のいる 科学史（2007年度シンポジウム報告）） ��iZ逢x讓ﾊHｸc���5��3x�ﾃCr�

小泉晋一 �#����ﾃ���日本の催眠研究の草創期　福来友吉の催眠研究を中心に（特集催眠と臨床応用） 凩X���9yﾘｧs��ﾃX�5��cc��ﾃcs2�

井上順孝 �#����ﾃ���大学生の意識調査から　占い・オカルトブームと若者（特集夏休み企画だまされるな学生） 俛�j��hｨォ�5��#h�ﾃ#��

吉永進一 �#����ﾃ�b�太霊と国家　太霊道における国家観の意味 ��ﾉ�ﾈ怦ｧs�xﾔ���3X�ﾃS��

足立洋一郎 �#����ﾃ�2�地方改良運動における報徳運動 偸��H讓ｧs�38�5����ﾃ#2�

寺石悦章 �#����ﾃ�2�現代日本におけるレイキ　レイキはどのように紹介されているか 俶ﾉ?ｨ�9�Xｧy�ﾘﾘy�ﾘﾟHｧyYI��x�ﾃ���(�5��ﾈﾅﾄﾂ�

飯倉義之 �#����ﾃ���口承文芸研究からの現代批評都市伝説は陰謀する2000年代後半の「都市伝説」 ブーム・走り書き 佰ｸ�9[ij位Hｸc3��5���s(�ﾃ�sR�

伊藤雄大 �#����ﾃ���忘れたことを思いだす19世紀の犯罪捜査と心霊術のコンタクトゾーン 儖ﾈ��怦ﾊHｸc)���8������ｺ�����%ﾈ�ﾃ�cB�

村井則夫 �#����ﾃ���記憶術と方法　弁論術の終焉と近代的思考の誕生（特集言語と教育） ��ｩ����5���Ch�ﾃ��"�

山根知子 �#����ﾃ���宮沢トシの学びと賢治　日本女子大学校時代の教師，福来友吉・阿部次郎を通して 亶ｹ�(ﾊｸ��ﾊHｸf�跚V�����5���CH�ﾃ�c��

志賀市子 �#��x�ﾃ�"�民国期上海における催眠術の流行 �?ｩgｸｭH自�ﾘｧx檠_�����(,h勒b�

住吉玲弥 �#��x�ﾃ�"�都市伝承への視角　トイレの花子さん孜 儖i;��Xｧy?ｩgｹ[hｧy���8�5����X�ﾃ�#2�
三浦正雄 �#��x�ﾃ�"�神経病としての怪談　日本近現代怪談文学史（1） 俥仂ｨｧx���Xｧxｴ冽i�ﾈｭHｧyYI]�x�5��#SX�ﾃ)h����������

津城寛文 �#��x�ﾃ���死者の幻影一民俗信仰と心霊研究の間 冖韭���;�ﾉD�x檍ｴ冽cCH�5����(�ﾃ#�2�

長山蒲生 �#��x�ﾃ�������明治サイエンス事件帳 比┿&ﾘ.�/�ｧ�+X-��讓,儘I=��8��8�ﾃ�b�
一柳廣孝 �#��x�ﾃ���怪談の時代（特集怪談）（総之巻） 俛�[hｧx����煇,hｻ8ﾝ�,ﾈﾊHｸcS(6｣��e���h�ﾃ#2�

大島建彦 �#��x�ﾃ���民間伝承に残る怪談（特集怪談）（戚之巻） 俛�[hｧx����煇,hｻ8ﾝ�,ﾈﾊHｸcS(�ﾃ���5����h�ﾃ������8�����

末固着己 �#��x�ﾃ���明治期の恐怖小説（特集怪談）（文学之巻） 俛�[hｧx����煇,hｻ8ﾝ�,ﾈﾊHｸcS(6ｨ���9z#C�ｩeﾘ���

村上健司 �#��x�ﾃ���妖怪はいかにして生まれてきたのか現代人がイメージする妖怪の誕生（特集怪談）（感之巻） 俛�[iJ8����煇,hｻ8ﾝ�,ﾈﾊHｸcS(�ﾃ���5����H�ﾃ�#��

平岡厚 �#��x�ﾃ���現代の日本におけるオカルト・疑似科学の動向 �.�*H-�,h,(,ﾉ�(､X-c���7��CH�ﾃCr�

吉永進一 �#��x�ﾃ���精神の力　民間精神療法の思想 ��ﾉ�ﾈ怦ｧs�h�ﾃ��5����ﾃ#��

西村好子 �#��x�ﾃ�r�漱石とオカルト初期翻訳「催眠術」（EmestHart，M．D．）を巡って（特集明治初期の 翻訳・翻案文学もうーつの近代文学の源） 俛�[i���3������H�ﾃ#2�

宇野田綾子 �#��x�ﾃ�R�コック）さん関連資料　井上円了コレクションより 冕��7ﾘ985�8ｨ�ｳC��ﾃ"�

東入口憂 �#��x�ﾃ�2�二人の幽霊，二つめの怪談，怪談の行方　三遊亭円朝日竺談牡丹燈籠川を読む �I&ﾘ�;��Xｧxﾙ�ﾎｨﾙ�[c3��5��cx�ﾃ�2�
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南本　有紀

著者 僖霾��タイトル 佝hﾝｨ頸�

小林康正 �#��x�ﾃ���姓名学の誕生　大衆新聞の登場と読むことの想像力を中心に 仍�79[hｻ9�Xｧy�ﾉ:�yYHﾊHｸi_�ﾙ����
一柳廣孝 �#��h�ﾃ���霊術を売る　日本心霊学会の言説戦略をめぐって（特集現代社会における霊魂） 儂Hｧ)?ｩgｹ[h嶌ﾊHｸc���5����ﾃ#b�
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永瀬唯 ��塔��ﾃ�2�心霊の肖像写真　写真装置と心霊術（写真の誕生　写真は人間をどう変えたか？＜特集＞） �8h8ｨ484｣#��ﾃ8�5����8�ﾃ�迭�

西山茂 ��塔��ﾃ�2�霊術系新宗教の台頭と2つの「近代化」 俛�ｧx���Xｧy?ｩgｹ[h嶌ﾊHｸh�ｴ冽cc��8��%Xﾉi.h�8���ﾂ�

田中暁 ��塔��ﾃ���トーマス・マンのオカルト体験 侏靜ｩ[h嶌ﾊHｸc�H�9T9eﾓ��ﾃ3C��

飯沢耕太郎 ��塔x�ﾃ���隠されたものの写真史（スーパ二才テキーオカルトと抽象） 儖ﾈ��詹)�ベ�5����?�,H���������������������������������������

大滝啓裕 ��塔x�ﾃ���オカルティズムの伝統と抽象絵画の夜明け（スーパー・ネイチャーオカルトと抽象） 儖ﾈ��詹)�ベ�5��3h�ﾃS��

根本順吉 ��塔x�ﾃ�2�科学者をめぐる事件ノートー3－山川健次郎　千里眼事件 �逢y*�?｣Cx�ﾃ8�5��c��ﾃs2�

栗原彬，丸山照雄，柴田四郎 ��塔h�ﾃ���若もの・宗教と現代社会　オカルト的なものへの憧れは，なぜ �4x5(6ﾘ7�5�6scH�S3X�5����(�ﾃ����

1986－88 �,(+�,ﾈ+�%I.9&3��ﾃ3R�西美濃わが街104－139 

井上順孝 ��塔X�ﾃ�"�さらばオカルト・ブーム �8ﾈｹ��Xｧx��ｻ8ｧyD饑�¥ｨﾟｳ(�5���(�ﾃ�2�

河上一雄 ��塔X�ﾃ���飛騨における民俗宗教研究への序説－ゴンポ 儖)�ｸ讓ｧsh�5��S��ﾃSb�

岡谷公二 ��塔H�ﾃ���「妖怪談義」の周辺（妖怪学入門＜特集＞） �8h8ｨ484｣�h�ﾃ��5��c��ﾃs2�

小田晋 ��塔H�ﾃ���幽霊と精神病理学（妖怪学入門＜特集＞） �8h8ｨ484｣�h�ﾃ��5���S��ﾃ�cB�

内藤正敏 ��塔H�ﾃ���怪火と科学　不知火の場合（妖怪学入門＜特集＞） �8h8ｨ484｣�h�ﾃ��5����(�ﾃ��2�

竹本忠雄 ��塔H�ﾃ���ニューサイエンスと東洋　木口グラフィックな結びつき 侏ｹ�8輅�｣�(�ﾃ��

細野由美 ��塔8�ﾃ���ゴンボダネ事例 ��ﾙj�h嶌��b�

網野由美 ��塔��ﾃ�2�憑きものに関する一考察　飛騨のコンボダネをめぐって ��ﾙj�h嶌��2�

田原総一朗他 ��都��ﾃ���なぜ風説i’口裂け女’’が走ったか楽しんだ子ともたち，抑えた大人たち（あなたと超感覚の 世界＜特集＞） 佇隱xｻ8支,ﾉ�ォ�ﾃ��5��3(�ﾃCR�

深作光貞 ��都��ﾃ���常に消えない日本人のアミニズ云‾‾‾－i□裂け女iiが駆け回った裏で〈あなたと超感覚の世 界＜特集＞） 佇隱xｻ8支,ﾉ�ォ�ﾃ�����#H�ﾃ3��

右手拓郎 ��都��ﾃ���「口裂け女」と詩の退却現象（詩時評） ��i?ｩgｹ[hｧs3H�ﾃ��5��塗�ﾃ�%X�����������

1979－05 �?ｩgｸ,�*(+ﾙ�(､X耳,ﾈｴﾈ奢��徂�亢ﾈ奢,ﾈ8�4ｨ6ｨ5�8��9<���H�｢�科学朝日39－5，PP43－45 

野中涼 ��都��ﾃ�2�静坐の創作方法 儂Hｧ)[hｧyD韋��R�

（桑谷正道） ����都h�ﾃ���のづち考史滴余話（1）～（60） 儖)�ｸ��#��ﾃX�ﾃ#b�

山田和夫 ��都H�ﾃ���「オカルト」映画のブームについて「エクソシスト」などを中′高二（映画時評） 兌h峪Uﾙ��S��5���3h�ﾃ�3��

吉田光邦 ��都H�ﾃ���オカルトとアール・ヌーボー（工芸史雑筆－19－） �?ｩgｹOﾈ��ﾔ杏ﾃC3(�5��ch�ﾃs2�

河村望 ��都H�ﾃ���科学と呪術　最近のオ訪両、て（現代社会と科学（特集）） 兌h峪Uﾙ��Sx�8����S(�ﾃc��

宮原将平 ��都H�ﾃ���悲合理主義と科学の立場　オカルトの流行に関連して（現代社会と科学（特集）） 兌h峪Uﾙ��Sx�5��C8�ﾃS��

井上俊 ��都H�ﾃ�r�オカルト・ブーム考 �5yeﾓ�ヘ����ﾃ���

大下美和子他 ��都H�ﾃ�b�ii四次元世界iiからのメッセージ（現代オカルト考（特集）） �*｣����5��3#H�ﾃ33��

藤田昌司 ��都H�ﾃ�R�オカルト大流行　合理主義の袋小路を破るか？ 乂xﾕｩ�ﾘ��ｭ�(ﾉg��c8�ﾃcR�

大谷宗司 ��都H�ﾃ�2�福来友吉博士の透視・念写研究 冉���Xｧxﾕｨｴ冽c#��

松村憲一 ��都8�ﾃ�"�近代日本の教化政策と「修養」概念　蓮沼門三の「修養団」活動 倆�檍怦ｧy:(ｸc���ﾃ�����ﾃ#b�

王丸勇 ��都8�ﾃ���史上人物のカルテ幻の大蛇とツチノコ（病跡学漫語－13－）　　　　　　　　　l 凩X��怦ｧs��ﾃ���5���C滴�ﾃ�C澱�

森啓次郎 ��都8�ﾃ���山奥の渓流ぞいのカヤ原にツチノコ（ナゾの動物はいる！？（枯葉）） �逢y*�?｣38�ﾃ���5��3��ﾃC��

森長英三郎 ��都8�ﾃ�2�飯野喜三郎恐喝事件　青山隠田の怪行者（史談裁判二第4集一6－） 囘�ｧx5ｨ7�6��ｳ#���5��滴�ﾃ澱�

利達清夫 ��都8�ﾃ�2�念写夫人　丸亀千里眼実験顛末 ��3#h�ﾃ8�5����#R�

薄田司 ��都��ﾃ���ある記憶術家の心理 俾��##h�ﾃ���5��sh�ﾃs��

辻村明 ��都��ﾃ�r�現代の祭りとお化け屋敷（EXPOi70人間と文明（特集）） 儖ﾈ��詹)�33��5��S(�ﾃS��

羽鳥一笑 ��都��ﾃ�R�川端康成と心霊学 俛�ﾎｨ,hﾙ�[hｧsCx�ﾃX�5��#h�ﾃS2�

鷹津義彦 ��田��ﾃ���新興宗教の季節　近代化の仮面 �?ｩgｹ[hｧs���ﾃ��

葛谷利春 ��田x�ﾃ���三、んばだね考（1）～（5） 儖)�ｸ���#(6､ﾈ���������

成瀬正勝 ��田��ﾃ���白樺派文学の背景としての柳宗悦の論文 俛�ﾎｨ,hﾙ�[hｧx��3x�ﾃ��

代情山彦 ��鉄��ﾃ���のつち 儖)�ｸ��#H�5��X�ﾈｧﾘ�����

小林幹 ��鉄x�ﾃ���のつち（郷姐） 儖)�ｸ����3'���x�ﾃ���

清水新郎 ��鉄x�ﾃ���小林先生の「のつち」について 儖)�ｸ���8�5��#h�ﾃ#r�

堤三郎 ��鉄x�ﾃ���こっくりさま 儖)�ｸ���(�5���

堤三助 ��鉄x�ﾃ���ごんばだね 儖)�ｸ���(�5��#��ﾃ3��

富田令禾 ��鉄x�ﾃ���思いつくままに「のつち」のこと 儖)�ｸ���8�5�#b�

編集部 ��鉄x�ﾃ���「のづち」について 儖)�ｸ���H�5�#b�

河野与一 ��鉄h�ﾃ�R�記憶術の話 ��ﾘ�����

福田I恒存 ��鉄(�ﾃ�"�幽霊訪問記　隆霊術を斬る 兌hﾇﾈ��3��ﾃ�x�5���sH�ﾃ����

結城梓山 ��鉄��ﾃ���大神・狐凝・牛芳種 �+X.x-ﾈ.H-ﾓ��5�����ﾃ#2�

伊藤逸平 ��鉄��ﾃ���幽霊写真叢談 佰X柯ﾈ隱s���ﾃH�5��#祷�ﾃ3���

伊藤金次郎 ��鼎��ﾃ�R�怪行者飯野喜三郎 �6�ｴﾃ8�ﾃH�5�����ﾃ�r�

水島紀男 ���3X�ﾃ���江戸時代に於ける美濃の見世物興行 儖ﾉEｨﾙ�ｻﾙ7俶ｩ&C��ﾃh�5��(�ﾃ��

福井薩男 ���#h�ﾃ�R�科学より見たる所謂心霊術 乂x�ﾊHｸcX�ﾃX�5��#店�ﾃ3�2�

鷲瓶子 ���#(�ﾃ���喜田博士の牛芳種観に就て 儖)�ｸ讖&Cx�ﾃx�5���(�ﾃ�B�

中山太郎 ���#��ﾃ���牛芳種私見 儖)�ｸ讖&Ch�ﾃ(�ﾃ2�

福来友吉 ����X�ﾃ���郷土の記憶図（飛騨の印象（福来友吉他）） 儖)�ｸ讖&C(�ﾃ��5����ﾃ�r�
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特別展「奇なるものへの挑戦　明治大正／典端の科掌」について　参考文献リストと年表

表4　関連新聞記事

連載 倩il｢�時期 

郷土の誇り　精神界の惑星　熊崎健翁氏（1） 弍)Xﾉuｸｪr�19370926 

郷土の誇り　精神界の惑星　熊崎健翁氏（2） 弍)Xﾉuｸｪr�19370927 

郷土の誇り　精神界の惑星　熊崎健翁氏（3） 弍)Xﾉuｸｪr�19370928 

郷土の誇り　精神界の惑星　熊崎健翁氏（4） 弍)Xﾉuｸｪr�19370930 

当室魚、町に侵入 �*�?ｩ*亂r�19780511 

顕彰碑　恵那市故喜多広行さんの慰霊碑 �(i?ｩuｸｪr�19870824 

300年／i甲桃太郎神社再建　加子母村　地区民が争財募り �(i?ｩ*亂r�19900825 

飯野吉三郎 �*�?ｩ*亂r�19440204 

無欲霊験あらたか風変りな柳津の竜神さま 弍)Xﾉuｸｪr�19520108 

民間信仰と迷信揖斐部下に「壷坂霊験記」現代版信仰で眼病 弍)Xﾉuｸｫ���19521214 

亀谷臥石俗世捨て仙人生活 弍)Xﾉuｸｫ���19540724 

死田にも実りの秋たたり恐れず耕す岐阜市 弍)Xﾉuｸｫ���19541009 

美濃の幽霊吉岡勲氏 弍)Xﾉ*亅���19550711 

山の怪談つれづれ後藤芳雄 弍)Xﾉ*亅���19560727 

幽霊と色ごと渡辺蕗雪 弍)Xﾉuｸｫ���19570829 

怪物体多数の目撃者ダイダイ色の光一瞬 弍)Xﾉ*亂r�19571111 

月曜随想幽霊と犯罪石木忠雄 弍)Xﾉ*亅���19580804 

奇術中村克己 弍)Xﾉ*亅���19581211 

乗鞍仙人故板殿正太郎さんの碑建立 弍)Xﾉ*亅���19620603 

長良川に怪物オットセイの迷子？ �*�?ｩ*亂r�19650711 

ふるさと夜話里帰りの怪獣 �(i?ｩ*倡���19720816 

奥美濃の秘境で幻のツチノコ捜し �*�?ｩ*亂r�19730517 

ツチノコは石がさを登る美濃市の目撃者 弍)Xﾉ*亅���19730807 

ツチノコまた出た高富町で評判 弍)Xﾉ*亅���19730819 

ツチノコ見た可児町の高野さん �(i?ｩ*亅���19730915 

幻の動物ツチノコ古事記にも登場 弍)Xﾉ*亅�ﾂ�19730926 

幻の動物ツチノコ学問的データなし 弍)Xﾉ*亅���19730927 

福来記念館「超能力」モテモテ時代人気集 冑�?ｩ*亅���19740423 

各地で幽霊さわざオカルトブームの余韻か �*�?ｩ*亂r�19751019 

ツチノコかヘビか可児町神崎山古墳での話 �(i?ｩ*亂r�19760623 

またツチノコ騒動美山町 弍)Xﾉ*亂r�19760920 

幻のヘビツチノコ見た美濃市の主婦想像 �(i?ｩ*亅���19760925 

板殿忠治板殿仙人の子孫 弍)Xﾉ*倡2�19780103 

鳥類やはりトラツグミ多治見新興住宅の怪音丹 弍)Xﾉ*亅���19780513 

爬虫類ツチノコ探し回る研究会美山町 �(i?ｩ*亅���19780706 

岐阜で生まれたロ裂け女騒ぎやっと下火へ 弍)Xﾉuｸｫ���19790615 

濃飛文学100話81ツチノコ騒動 弍)Xﾉ*亂r�19790829 

「白鳥春秋」にロ裂け女など講載 弍)Xﾉ*亂r�19790913 

顕彰碑恵那市田中寺平顕彰碑30周年記念式典 �(i?ｩ*亂r�19810412 

岐阜市の夫婦ツチノコ目撃か �(i?ｩ*亅���19810826 

武儀町乳岩神社の整備終わる �(i?ｩ*亅���19850214 

テレビ朝日テレビ「飛騨高山に女の幽霊を見た」高 �(i?ｩ*亅����19850518 

幻のヘビツチノコ探偵団結成ミニコミ誌西 �*�?ｩ*亅���19860101 

「西美濃わが街」集まれつちのこ東偵団（タ 冑�?ｩ*亅���19860506 

加子母相づちのこの木工製品売り出す �(i?ｩ*亂r�19861109 

木曽三川治水100周年記念事業ぎふ河童まつり 弍)Xﾉ*亂r�19870717 

岐阜のヘビ伝説長倉三郎さんに聞くただ） 弍)Xﾉuｸｪr�19880101 

伝説の奇岩鼠石上宝村の村道沿いに引っ越 弍)Xﾉ*亂r�19880104 

土屋斉河童連邦共和国名誉顧問 弍)Xﾉuｸｫ���19881122 

ツチノコ捜し東白川村が懸賞金100万円 冑�?ｩ*亅�ﾂ�19890115 

東白川村ツチノコ・グッズはパンとケソキ �*�?ｩ*亅���19890212 

映画・ビデオ映画「大霊界」で名演技の板取、洞戸村民 弍)Xﾉ*亅���19890215 

洞戸村に大霊界瞑想の館丹波哲朗さん建設 冑�?ｩ*亅���19890302 

ツチノコ探し約170人が申し込み �*�?ｩ*亅���19890411 

夜叉ケ池で村おこし伝説道中祭 冑�?ｩ*亂r�19890429 

ツチノコ捜しで山里大フィーバー全国から2 冑�?ｩ*亅���19890504 

加子母村ツチノコ下駄で村おこし 弍)Xﾉ*倡���19890827 

映画・ビデオ最後のゴジラ・キット怪獣造井鋸南岐阜市の 弍)Xﾉuｸｪr�19891219 

村からのリポート3束副ii村ツチノコ探し �(i?ｩ*亂r�19900104 

長良川かっば村設置を川沿いの関係者に機 �(i?ｩ*亂r�19900114 

加子母村で300年ぶり桃太郎神社再建 �(i?ｩ*亂r�19900328 

東白川村ツチノコを探そう5月5日に多彩な �*�?ｩ*亅���19900428 

東白川村に100人ツチノコ探し �*�?ｩ*亅���19900506 

みの河童村の発会式河童連邦共和国 �(i?ｩ*��v��19900613 

河童まつりで無病息災祈る岐阜護国神社河 弍)Xﾉ*亅���19900729 

可児市鬼ケ島よみがえる桃太郎伝説用地 �*�?ｩ*亅���19900904 

全国ツチノコ目撃者サミット23日蛭川村で �*�?ｩ*亂r�19900908 

遊歩人92東白川村の村おこしツチノコ 冑�?ｩ*亂r�19901012 

瑞浪市瑞浪陶磁資料館で陶製河童展 �(i?ｩ*亂r�19910606 

岐阜では20、21日河童サミット22のかっぱ 冑�?ｩ*亂r�19910717 

緒方千徳霊能者 弍)Xﾉ*亂r�19910720 

高山市勤労青少年ホームで超能力講座開設 �*�?ｩ*亂r�19920423 

東白Iii村聖なるツチノコ捕獲作戦本腰（えん �*�?ｩ*亂r�19920502 

土屋斉河童連邦共和国大統領（夏とわたし） �*�?ｩ*亂r�19920822 

岐阜市でみの河童村3人に文化勲章 �*�?ｩ*亅���19920901 

恵那市にえな河童村が開村 �*�?ｩ*亅���19930319 

東白川村につちのこ館オープン 冑�?ｩ*亅���19930426 

東白川村でツチノコ捜索大作戦 弍)Xﾉ*亅���19930501 

恵那市えな河童村の創立村民総会開く �<yHI*亅���19930726 

東白l帖寸でつちのこ捕獲ローラー作戦 弍)Xﾉ*��v��19940504 

大垣市みの河童村で村民総会 �<yHI*亂r�19940826 

ぎふの仲間たち河童会上石津町 弍)Xﾉuｸｪr�19941001 

連載 倩h����l｢�倬隸｢�

美濃河童新作展・陶器大垣共立銀行本店で �(i?ｩ*亅��� ��涛C��#R�

みの河童村の支村が大阪に誕生 弍)Xﾉ*亅��� ��涛S�33��

堀野慎吾・岐阜市方県小教師i！憎戌社夜のプ 弍)Xﾉ*亅��� ��涛S�s�B�

浅野彬小学校で怖い話が大ブーム1日 弍)Xﾉ*亅�� ��涛S�s���

みの河童村の支村が大阪に誕生大垣市で水 �*�?ｩ*亅��� ��涛S��#2�

白Iii町の廃校で映画「学校の怪談2」のロケ �(i?ｩuｸｫ�� ��涛c�C�"�

東白川村で「つ圭のこ捜索大作戦」 弍)Xﾉ*�?｢� ��涛c�S�2�

下呂町にお化け屋敷登場東宝映画「学校の 冑�?ｩ*亅��� ��涛c�c#b�

下呂町の合掌村ハイテクお化け屋敷登場 �*�?ｩ*亅��� ��涛c�s�B�

白川町で「学校の怪談2」試写会 弍)Xﾉ*亅����涛c�s�B�

「学校の怪談2」ロケ地の白川町であず校 �*�?ｩ*�� ��涛c�s�b�

下呂町・合掌村にお化け屋敷「学校の怪談2 弍)Xﾉ*�� ��涛c�s���

下呂町・下呂温泉の合掌村 �<yHI*亂r���涛c���B�

お化け屋敷が大今夏の入場者数7万人を突破 

恵那市・笠置山のピラミッド形ペテログラフ 弍)Xﾉ*亂r���涛c��#��

来日した米学者フランケジョセフ氏、調査 

岩村町の偉人・飯野吉三郎のはかま姿の写真 �(i?ｩ*�� ��涛s�3���

岩村町出身の飯野吉三郎揮ごうの書染めた 弍)Xﾉ*�� ��涛s�3#b�

下呂町で映画「学校の怪談3」ロケ児童や交 �<yHI*�� ��涛s�33��

下呂町下呂小学校で学校の怪談3の映画ロケ 弍)Xﾉ*亅�� ��涛s�C�2�

東白川村つちのこ捜索大作戦今年の賞金は 弍)Xﾉ*亅�� ��涛s�S�b�

下呂町ロケが行われた学校の怪談3全国に �<yHI*亅����涛s�c���

映画「学校の怪談3」ロケ先の下呂町で上映 弍)Xﾉ*亅����涛s�s�b�

岐阜市の岐阜護国神社で河童まつり園児が 弍)Xﾉ*亅����涛s�s�r�

「学校の怪談・3」自作を歩ぐ金子修介 �(i?ｨ5�� ��涛s�s���

日本土鈴館で河童の人形展 儷9mｩ*����涛s��#B�

岐阜市で「みの河童村」の村民総会開催 �(i?ｩ*亅����涛s��#r�

大垣市で平成9年度総会 

「河童連邦共和国」中部4県下合同懇親会、 弍)Xﾉ*亅����涛s��3��

昭和54年口裂け女古里お、の20世紀「庶民の目」からたどる 弍)Xﾉ*亅�����涛��3�"�

塩屋智和・茂和（高山市）兄弟がコンビュー �*�?ｩ*亅�����涛��C���

多治見市で陶製のカッパを展示した「河童 �(i?ｩ*亅�����涛��S�r�

加子母村の「なめくじ伝説」を三年通し狂言 �(i?ｩ*亅�����涛��c#2�

下呂温泉で河童連邦共和国の「河童サミット 弍)Xﾉ*亅�����涛������

ララノコの里・東白川村が、田舎暮らし希望 �(i?ｩuｸｫ�����涛���#r�

夫珪市で「河童連邦共和国」・みの河童村の 弍)Xﾉ*亅�����涛���3��

平成元年ツチノコ騒動 弍)Xﾉ*亅�ﾂ���涛����B�

萩原町の北中学校の進路講話で、下呂町の中下呂町で給食 �(i?ｩ*��y?｢���涛������

会社を経営しながら、映画「学 

八百津町の伊佐治さんがヘビツチノコそ �(i�)��?��h�?ｩ*�� ��涛����"�

瑞浪市のミュージアム中仙道で河童の焼物を 冓 �#����S���

上宝村の平湯温泉観光協会は白猿伝説を基に �(i?ｩ*�� �#����S���

丹生Iii村で「両面宿儲」の巨大像を作る計画アフi）力産「ブビン �(i?ｩ*亅�� �#����s���

ガ」という木を使い「円 

坂下町出身の怪奇漫画作家伊藤潤二原作の 弍)Xﾉ*亅�� �#��������

怪奇漫画家・伊藤潤二 弍)Xﾉ*�� �#�����#��

大垣市で「みの河童村」第10回村民総会、文 弍)Xﾉ*�� �#�����3��

富加町町営住宅で幽霊騒動 冑�?ｩ*�� �#�����3��

丹生Iii村で「両面宿難」モニュメント除幕式 �(i?ｩ*�� �#������R�

富加町町営住宅の「怪現象」で町と入居者が自治会が許可なく �<yHI*��i」 ll i」 �#����#�B�#����#���

町有地に建立した慰霊碑を 

12幽霊騒ぎは風とともに…（富加町の町 冑�?ｩ*亅��

岐阜市の喜jTi小学校で怪獣「ゴジラ」が核廃 �(i?ｩ*倡���#����##2�

東白川村・ツチノコ村おこし12年明日の話をしよう �<yHI*亅����#������2�

下呂町でツチノコ騒動、抜け殻見つかる 弍)Xﾉ*亅��｢��#����c���

美濃加茂市で一時「ツチノコ」騒ぎとなった �(i?ｩ*亅����#����s���

東白川村の「つちのこ」・神田卓朗（岐阜女おれろ岐阜学入門 弍)Xﾉuｸｫ����#��#�C#r�

神岡町の町民有志が散策道「がおろの道」で 弍)Xﾉ*亅����#��#��#R�

神岡町の散策道「がおろの道」の開通記念イ �(i?ｩ*亂r��#��#��#��

「がおろの道」周辺でホタルを育てようとNP神岡・町づくりネソトワーク �(i?ｩ*亅����#��3�S�2�

「花の会」ががおろの道沿いの湿地帯に「鈴 �(i?ｩ*亅����#��3�s���

東白川村でつちのこフェスタグラフィック中濃 弍)Xﾉ*亅����#��C�S���

飛騨市神岡町「がおろの道」完成祝い多彩な日曜ほっとグラフ 弍)Xﾉ*俟"��#��C��#��

岩村町の偉人・飯野喜三郎を再評価27日慰霊祭で顕彰 弍)Xﾉ*�?｢��#��S�S#R�#��s�3���

生まれはGiFUl「口裂け女」なぜ岐阜発 弍)Xﾉ*亅���

っちのこフェスタ‾2007東白川村で総勢500人 弍)Xﾉ*亅����#��s�S�B�

垂井町青年クラブの35周年記念事業「河童 弍)Xﾉ*亅��i �#��s�S#��

笠松町民に親しまれた火の見櫓「怪獣の塔」 弍)Xﾉ*亅��i」 り �#��������

流行の「パワースポット」伊奈波神社，本で 弍)Xﾉ*亅���#����C�2�

福来友吉心理学研の資料館「福来記念・山本 弍)Xﾉ*亂r��#����C#��

つちのこフェスタ2010　東白川村 弍)Xﾉ*亂r��#����S�B�

ツチノコ探し20年　東白川村や新潟，今も脈 弍)Xﾉuｸｫ����#����c�R�

「大日本精神団」を組織，恵那市岩村町出身 弍)Xﾉ*亅����#�����#��

郡上市和良「宮地親和会」パワースポットで 弍)Xﾉ*亅�����#��������

伊奈波神社「パワースポット」景気総合学習ぎふ科 �(i?ｩ*亅����#�����#2�

ツチノコ見つけるぞ　東白Iii村で今年も大捜 弍)Xﾉ*亅����#����S�B�

高山出身の心理学者　福来友吉 弍)Xﾉ*亅����#����S�R�

本巣市議会一般質問　パワースポット選定 弍)Xﾉ*亅����#����c#"�#��#�3���#��#�C#��

憂国，貧しい者の立場に　故郷に郵便局や駅誘致，「太霊道」創 弍)Xﾉ*亂r�

始の霊術宗　田中寺平 

ツチノコは神の化身？「神道の村」信仰の 弍)Xﾉ*亅���
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表5　年表

西暦　　和暦　　　月日 倬hﾘ����i?ｩgｸﾙ�､�,ﾈ馼ﾘ��

1763　宝暦13　7月21日 俚(棹ﾊyY�u倡8,ﾉ'(,Y{H*ｩmｨﾈ(+8.ｨ.����Xﾖ(��n刎(�h�｢�

1765　明和2　　10月25日 ��ｩlﾘﾙ��X�(,Yxｸ�"�

18世紀末～19世紀 ��h7H8�985�,Y:饂一Xｴ8ﾜ9k���|8��*ｩ�Yzﾈﾗ2�

1781安永10 �+伜)�陂ﾘ�Xﾚ��ﾉU8ｵ8��"�

天明1　　8月 ��Y�Hｭﾘ�仭y64末�8ﾈｭﾘ�ｨ,ﾈ嫌$(夐W馮�>�Z8,X憖;h*ｩ]�ﾈ+8.｢�

る（「耳嚢」） 

1791寛政3　5月4日 　　　5月末 偃�ｻx�兀�Hﾊx�ｩ�YVﾈ垪,��X劦x陋｢�

因幡（鳥取県）に雷龍落下 

1794　寛政6 �ｨﾎ9�hｨ8,ﾈﾘ�ｾ�H*ｨ憖;b�

1801享和15月10日 　　　6月1日 �+�,ﾈﾚ��8ﾇﾈ�(ｾ9?ｨ�9z(-ixｸ�(*ｩx陋｢�

水戸の東浜で河童が網にかかる 

7月21日 ��,8,ﾈﾌ8皐ﾌｸ,凅ｸ�(*ｩx陋｢�

1802　享和2 凅I�ﾉ.x,X憖;h*ｩY�齎,偃�/���.x.ｨ.����Xｮ�&ｸ�ﾙ�]iyx�h�｢�

琵琶湖竹生島に雷獣が落下 

1805　文化2　　5月6日 �ｩ(hﾙ�_ｩ�iZ8�兩ｩ�i,8�ｨ,�ｸｹｸ*ｨ�ﾋｲ�

1806　文化3　　6月 僥H�)�I^H,凅ｸ�(*ｩx陋｢�

1823　文政6　　8月17日 �'ｩ&鞏t末�4�,弌h�(*ｩx陋｢�

1840　天保11　6月 仭��;冩i�)�ｨ,X憖;h*ｩ]�ﾈ+8.ｨ.��

1838　天保9 �5iyﾘｻ9zxｻ2�

1848　嘉永1 ��h4�8�8ｨ4ｨ,X7H4�6(4�5�h踵hX,ﾈ7ﾈ8ｸ5��ｸ4ｸ48麌馼ﾈ���6�485��

ヴィル事件）＝近代スビ）チュアリズム元年 

※マルクス，エンゲル封「共産党宣言し」） 

19世紀後半 ��h�)¥H,X6X�ｸ7X8ｸ�X5��ｸ6ｨ984�*ｩzﾈﾗ2�

1854安政1 1855安政2 ��h+�,ﾈ+�.ｸ�84�8�8ｨ4ｨ,�3��iﾉ�ﾈ,ﾈﾗ驃ﾈ��芥ﾔH�(�87X�ｸ8�,ﾒ�

ヨーロッパへ波及 

金光教立教 

1860年代 ��h�)¥H,Y�9~ﾈ���*ｩzﾈﾗ2�

1859　安政6 ��h5��ｸ4X4(96��X顗,ﾈｴ靈迄�ﾒ�

1861文久2 ��h4�8�8ｨ4ｨ,X4X4(8ｨ4�8��T��X7ﾘ8�8��ｸ*ｩ�9~ﾈ���7�ﾇ&唯�

Photographyを掘る（1862発表），世界初の心霊写真 

1868　慶応4／明治1 ���yZｩz9}��

1870年代 ��h8��ｸ8ﾘ6(7�,X.�ﾗ驃ﾈ��*ｩzﾈﾗ2�

1870　明治3　　8－11月 儼9m鵜ｹ|ﾈ,Y4�.ｨ+X+ﾙ��yZｩz8�僭�Zyｬｨ煇�｢�

1871　明治4 �+�,ﾈ+�.ｸ*�.x8�5�8�8ｨ5�8�*ｩ?ｩgｹ6�FB�

1872明治5 　　　9月15日 ��h484ﾘ8ｨ5�,Th�T��X6�6�5ﾈ98*ｩ�9~ﾈ���/�ﾄ�.��

修験道廃止令 

1873　明治6　1月15日 �)ｽ韈8��ﾍ�i9偉�ｨ*�h鉅,ﾈﾈ��仆9YH��c(ﾘi$(�｢�

1874明治7 　　　6月7日 �9�yJﾙWｨ�8ｽ��8�8ｧx���ﾉvﾘ�8ｧx�ｨ/�ﾜﾉw��

禁厭祈祷を以て医薬を妨くる者取締の件（教部省通達第 
22号） 

1875　明治8　　6月7日 佛8�8ﾅ9JｩJi*ﾈ�ij��鮎ｨ.h.盈�,ﾉ�h*h.弌b�

1876　明治9　　3月14日 侏9�Xﾔ�*ﾈ,Y.磯�,傅ﾉ��*ｨﾗ�.��8ﾌ�$ｸ,ﾈ覃ｼh*����Y8ﾈｹ隍y?ﾂ�

新聞」） 

明治10年代 ��Vﾈ,ﾈ蕀69nﾘ�ﾈ*ｨ�Yt円ﾈ,ﾈ����h/��(.��8ﾙ�蝌�,ﾉ�9~ﾈ��

真か（1878・1879・1880説あり） 

明治10－20年代 �)¥H*�.xﾜ9k���*ｩt�?ﾈ+8.ｨ.��8�8ｧx��|8ﾗ8郊,h+X,H�8,ﾈ+���

世物芸として 

1877明治10 　　7月14日 　　9月14日 ���*(ｽh鉉}��

不破郡大石村：サツマイモから粟の木生える（東京曙新聞） 

房州天津（千葉県鴨Iii市）沖合で漁師が可童を目撃（「かな 

よみ」9／19） 

1878明治11 　11月28日 估igｹ,��H,ﾉ[ｨ齎*ｨ�Yt円ﾈ,ﾈ����h/�ﾄ�.��8ﾙ�蝌�,ﾉ�9~ﾈ��

真か 

球磨郡原田村で老人が可童と相撲を取る（「熊本新聞」） 

1879明治12 　3月4日 　7月31日 俾�棹�X蓼皐鮑,��ﾉ>ﾉ�ﾙ���c刋����ﾘ���(ｴﾉD��/�ﾉｩzr�

近江国長浜門前町古道具商で河童の皿を販売（「読売新 

聞」） 

山口県下長門国豊浦に異獣が落下（「郵便報知新聞」） 

1880　明治13 們�y為8�(*ｨﾆ)=�)x靼y;�/�､ｨ*ﾘ�傴ｩ��3�D��8,卞�;��｢�

1882　明治15 估igｸ,ﾉdﾈ��e�*ｩt円ﾈ,ﾈ���/�ﾄ�.��

※イギリスで心霊研究協会Socletyfor　Psychical 

Research設立 

このころから記念碑建立が流行 

1882　明治15　10月11日 仍�79Wｹ�兩X,Y5hｾ~$����Y�ﾈｹ��i[x�h�｢�

1883　明治16　12月 ��IeHｬﾘﾗ9_ｹW9k韜hﾈ��9�IeHｬﾘ��ﾗ9_ｹW9k�,ﾉzﾈﾗ8ﾎｨ,��

（1887亡失認定） 

1883明治162月9日 　8月23日 　9月12日 10月3日 11月13日 兩ｸﾊxﾅ8��)�ｨ�h殃k(,偬�+ﾙ��>�,ﾈ��*ｩ^ｨ/�膵+x�冰云i_�&ﾒ�

新聞） 

羽栗郡直通村：雨を呼ぶ「雨石」（絵入朝野新聞） 

高山：白狐の黄で猟師たちが同士討ち（絵入朝野新聞） 

岩代国伊達郡長岡村の大沼で怪物退治（「開花新聞」） 

大野郡三輪枯相撲興行に山が怒って陰火飛ぶ（郵便報知 

新聞） 

1884明治17 　3月16日 　4月21日 　夏 �ｩ68,��9zH+X+ﾘ4�8�8ｨ4ｩ�H醜,�.h,�,H6X�ｸ7X8ｸ�X5��ｸ6ｨ984��

（コック）さん）が伝わる（1883，1885とも） 

大野郡丹生Iii村夢のお告げで古銭の壷が出る（東京絵入 

新聞） 

林実利が那智滝で入定 

井上円了が妖怪学研究に着手，東京大学に「不思議研究 
会」を開設 

西暦　　和暦　　　月日 倬hﾘ����i?ｩgｸﾙ�､�,ﾈ馼ﾘ��

1884　明治17　7月24日 �8xﾚｨﾊy8xﾚｨﾅ8��棠�ｨ垪ﾘx,Xﾘ�ｹｸ�ﾋｸ���X�(���i[x�h�｢�

1885明治18 4月11日 8月27日 11月21日 冕Xﾞﾈﾋ9Jｨ�Xｮ�iW8輊ｶ86ﾘﾊHｸh�h,X484ﾘ8ｨ5��9~ﾈﾊHｸhｻ8檍/��

紹介 

lii田龍吉？が催眠術の公開実験 

※アメリカに心霊研究協会設立 

このころこっくりさん流行が始まる 

このころから馬島東伯が催眠術を治療に用いる 

播磨国飾束（しきとう）郡長柄村で天狗の爪を掘り出す（「伊 

勢新聞」） 

北海道札幌で河童が捕まる（「絵入自由新聞」） 

新潟県下越後国中魚沼郡寺院小僧が天狗の使いと称する 

（「絵入自由新聞」） 

1886明治191月24日 　　夏 �8ﾈｹ��Xｧx�YW8輊ｶ8ﾊHｸh檍�h��H�8鈴{��ｩ�c���檍ﾘx�����

1919年） 

コックリさん（降霊術）が流行（～1887） 

このころから宗教演説会（とくに仏教演説会）が興行化，政談 

演説会の影響 

明治20年代 �)¥H*�.xﾜ9k����Xﾏ�~ﾈ��*ｩ�i&ﾘ�,h+X,It�?ﾈ+8.ｨ�8�Y�9~ﾈ�h,b�

いう語が定着 

記憶術が流行 

催眠術ブーム（第1次） 

夏期講習会が流行，キリスト教関係から一般へ波及 

このころ飛騨で天狗騒動（さらわれる） 

1887　明治20 �H�8鈴{倚ｹ5i�ｸｧx��駢��9yﾘｧv末�,X�Y�9yﾙ|9d��h��樞�

井上円了がこっくりさん占いの原理（自己催眠誘導）を解明 

医学博士・大沢謙二が催眠術を導入 

※コナン・ドイルがスピノチュアリズムを知る 

このころ，宮地水位ii異境備忘録言編集し直す 

1888明治21 　2月1日 11月18日 侏9|ytX鴿�*ｩ8ﾈｹ�.俛��Xｧx,Y����謁ﾘｧx/�ﾗXｶ��

医科大学で四ッ谷薬種屋秘蔵の人魚を分析（「東京絵入新 

聞」） 

浅草公園池之端の杏物縦覧所（見世物小屋）広告に鬼の 

首と腕（「東京朝日新聞」） 

1889　明治22 �'ﾘﾎ8ﾙ�od末ﾈ�兀�ｨﾊyod末倡8�ｨ,X憖;h*ｩjﾙo(/�6�*h.����Yn��ｲ�

奇談　全」） 

平井全三らが神智学協会会長オルコットを日本に招請 

※ブラヴァッキ∴i霊智学解説川TheKeytoTheosophy 

1890年代 �+�,�*ﾘ.�+8/�*ｩzﾈﾗ2�

1890明治235月28日 　　　7月29日 亰8,ﾈ��,i�(*ｨﾊ��)Z�,����Y8ﾈｹ�*�?ｩ�i[x�h�｢�

備後国戎山中の寺院から鬼の石棺が出土（「福井新聞」） 

漢方医・馬島東伯が催眠術病院を開設 

この年から井上円了が全国で講演7113回（～1919） 

1891明治24 �H�8鈴{�*ｩvH殄ｧx檍/��ﾙzr�

1892明治25 　5月 仗�:��8蕀?ｩh(��,hﾜ9k���鳴�

出口なおが大本教間数（神がが）） 

東京帝国大学精神病学教室で催眠術・電気治療を実習 

浜口熊嶽が美川行者について那智山で修行 

夏目漱石が十哲学会雑誌iiiにアーネスト・工イプラハム・ハート 

「催眠術といかさま」翻訳を掲載 

1893明治26 　6月8・9日 11月18日 侏9|ytX鴿�*ｩ8ﾈｹ�.俛��Xｧx,Y�9yﾘｧx�Y|�ﾘｧx�Y�yﾘｧy�b�
一講座を担当 

平井全三が世界宗教会議（シカゴ）に参加，その後，アメリカ 

各地で仏教講演・心霊科学実験に参加 

このころ飛騨でごんばだね騒動 

「東京日日新聞」（のち毎日新聞）にイギリスの幽霊写真記 

事，いわゆる念写 

大阪の見世物師が青森県八戸郡に（「東奥日報」） 

1894明治27 　7月25日 　9月 �?�ｷｹ��;�,ﾉ�i&��X揵68ﾋH,兩�;�?�ｷｹ���*ｩ�靄ｨ+8.ｨ.��

蛭Iii村に安弘見報徳社が設立される 

軍人・中村環，小野福平が催眠術の医療効果を宣伝 

日清戦争（～1895） 

浜口熊嶽師・美川行者が入定，熊嶽は那智山を出て和歌山へ 

1895明治28 　　　夏 �?ｩ�I�ﾙ�����ンH�ﾃ店�ｨﾎ8�9�H*�.x,ﾉ?ｩgｹz�x*ｩzﾈﾗ2�

浴濠が流行，滝ブーム 

1896　明治29 �484ﾘ6ﾘ5��ﾉx靜ｨ徂�Y�闔H7X8�6(4��弌Xｧ�.�7X8�6(4��ｨ*ｨﾜ9k����

興行 この年から浜口熊嶽が気合術で全国を巡業 

1897　明治30 俘)8y[ﾘ蕀�*ｨﾜ9k�馼ﾈ�/�����

濱口熊嶽の気合術が無資格医療で訴えられるが宗教行為 
とみなされ放免 

古屋鉄石が大日本催眠術協会（のち精神研究会）を設立 

明治30－40年代 ��X�9wｸ�h7X�ｸ8��

1898明治31 　　　3月～ ��(ｻ陜EYvH殃D��8ｴﾆ末亦�

出口王仁三郎が高熊山修行，稲荷講社本部（静岡県清水） 
で鎮魂帰神法を学び霊学会を設立 

1899　明治32 仆9�8�ﾏｸ,�*�,ﾈ𠘑��,X�ﾏｸ唔�ﾘ蕀�*ｩ�Ygｸｻ9?ﾉ�ﾘ�9�9k��

霊学会を設立 

松村介石冊多義録ii，ベストセラーに 

青森で幽霊の写真が掘られる 

福来友吉が東京帝国大学卒業，同心理学教室に勤務 

桑原俊郎が静岡師範学校漢文教師に 

濱口熊嶽が違法治療行為で訴えられるが，気合術の実験で 
実効を認められる 
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西暦　　和暦　　　月日 傚�ﾘ����i?ｩgｸﾙ�､�,ﾈ馼ﾘ��

1899明治32 　　11月 �(i�ｨﾌ9k�.x*ｩZxｻ9�I6ｹ:�X檍��,ﾈ+��iZxｻ96ｹ:�X檍�ｨ/�ﾈｹ�ﾂ�

大阪区裁判所で浜口熊蒜の違警罪第一審公判 

1900年代 俐9k���*｣)7盈ｨ,ﾈ7X�ｸ8��8�LX�Y,ｩ�ﾘｻ8支*ｩgXｻｲ�

1900明治33 12月12日 �������(ｬHﾎﾉd�/��y.��

小野福平が大日本催眠術奨励会（のち大日本催眠学会）を 
こ′し一〇－ 言又－LL 

長南年恵が神戸地方裁判所で神水を満たし無罪放免 

1901明治34 　5月22日 　9月12日 ���ｸﾄiHｸ*ｩ8ﾈｹ�,Xﾋ�:�/�跖-�.��

20年前，海軍将校がセイロンから「怪物の木乃伊（みいら）」 

を持ち帰る（「二六新聞」） 

桑原俊郎が催眠術を始める 

明治30年代後半～大正時代 �?ｩgｸｦY&�,Y~ﾉEﾈ�(*ｩG偬��

1902　明治35 �:��ﾈ�*ｩ8ﾈｹ��胃ﾙ(h,綿�Xﾜ9k���齪ﾝﾙ�ﾈ/�Jﾘﾊ��8ﾜ9k���,仆ｲ�

味を持つ 

実利教会に実利行者碑を建立，31講社（うち22が坂下付 
近）と41人が喜捨 

山口三之助が帝国催眠学会を設立 

福来友吉i「心理学精義」上最初の著書 

1903明治36 4月 5月22日 11月19日 �+�,ﾉD闌為��8ﾜ9k���7X�ｸ8�*ｩ{)�r�

桑原俊郎が精神研究会を設立，冊青神霊動第一編　催眠 
術」刊行 

平井金三・松村介石らが心霊的現象研究会（心象会）で活動 

竹内楠三も一学理応用　催眠彷自在．11がベストセラーに，催眠 

術ブーム 

元良勇次郎が東京帝国大学文科大学に心理学実験場を 
設置 

柳田国男・田山花袋が帝国文庫『近世奇談全集1月（博文 
館）編集校訂 

呉秀三らが神経学会設立，東京帝国大学で神経学会総会， 
福来友吉「催眠の心理学的研究」発表 

藤村操が日光・華厳滝で投身自殺，遺書「巌頭之感」で自殺 

者が追随 

田中寺平が明治天皇に対露強硬策上奏を試み，郷里へ送還 

このころ催眠術の本格的な流行 

1904明治37 1月21日 傴ﾈｻHｶyEh�*ｨﾄｸﾋH�)�nX岑,�?ﾈ.��

催眠術取締令 

宮地水位没，神送りで異変あり 

法理研究会が福来友吉・塚原伝の催眠術実験 

1905明治38 　2月 　3月 　4月 　6月 兩�;����,ﾈ+�(h匯_�;���ｨ*ｩ�ﾙzr�

田中寺平が恵那山で神がかる 

法理研究会と十日医会が催眠術について共同研究を開始， 

月例研究会（～5月） 

警視庁で催眠術に関する講演 

天－一座がアメリカから帰朝 

福来友吉i「催眠心理学概論ril 

9月 兀�液hｶv��X淙�9�9yﾘｧxｻ8怦���f亦�

9月 �5h�ﾈ耳ﾜ�*ｨｴ�*佰h��8詹V丶X,�Xｻ��

9月～ �?ｩ��ﾙ�������H�C(�ﾃ�X�C��ｨﾎ8�9_�;�7X�ｸ8��

11月26日 �?�ｷｹ��;�hﾎ8ﾍﾈ�D鞏X�Y?�ｷｹ��;�Xﾍﾈ�D雍ﾉD���

1906　明治39 兀�液hｶx*ｨ�Xﾜ9k���,ﾉ�9yﾘｧy4侈Hｸh�h,Y[hｧyH韆ﾘﾘh�u��

1月 3月 5月 6月 �+8.ｨ�8�Y¥��I�9yﾘｧx����ﾙ�9yﾘｧx�ｨ�h/�ﾗXｶ��

松本亦太郎が京都帝国大学文科大学に心理学講座を創設 

桑原俊郎没 

中村古峡・森田草平が巣鴨病院・呉秀三が精神病学教室 
に通う 

中村古快が東京帝国大学で福来友吉・催眠心理学を聴講 

E．S．ステイヴィンスンがブラヴァッキー「霊智学解説1を翻訳 

出版 

岡田虎二郎が上京，静坐を提唱 

藤田霊斉が精神学会を設立 

田中寺平が名古屋で大日本帝国青年会を設立 

福来友吉（催眠心理学，「） 

田中寺平が児玉源太郎陸軍大将に蒙古探検隊組織を勧め 
られる 

児玉大将急逝により田中寺平の蒙古探検が頓挫 

テ肩 8月 兀�液hｶx*ｩ8ﾈｹ�.俛��Xｧx,��Xﾜ9k�,ﾉ�9yﾘｧy4侈Hｸh�h/�/��

出同大文科講師を嘱託 

上海で会稽山人（陶成章筆名）i「催眠術講義」旧」行 

福来友吉が文学博士の学位を授与される 

明治40年代 �)¥H,ﾈｽ��85�788ｨ6�8X4�8ｨ5�8�*ｩ?ｩgｸ-iFxｷ��

1907明治40 　　2月11日 　　7月 傴ﾈｻHｶyEh��x輅D�����V���|8ｷ傚Id���ﾋIyﾙ�ﾂ�

雷獣見世物広告（「都新聞」） 

福来友吉旧心理学講義iii 

1908明治41 1月10日 　5月12日 　3月 �:�69~ﾈﾝf緬�9�xｺﾘﾉ(,ﾉN佇ﾘ��,ﾈ+�8�,侈8�2�

田中寺平が東京で大日本帝国青年会を再興 

福来友吉が東京大学助教授に就任 

催眠取締令（警察犯処罰令第2条19号） 

井口丑二が蛭Iii村・安弘見報徳社新年会で講演 

平井金三（東京外国語学校）の「心霊的現象研究会」第1 

回会合 

森田革平と平塚明子（らいてう）心中未遂事件 

7月 兀�液hｶx*ｨﾎI�I�y-��,�.h.�:x雕��ﾋ��

西暦　　和暦　　　月日 ��靼����i?ｩgｸﾙ�､�,ﾈ棈ﾘ��

1908明治418月 10月 」1月 12月 傴ﾉgｹi)�驟�*ｨｹ�79.俛��Xｧx,��9yﾘｧx��ﾋ��/�､ｩ�ﾒ�

戊申詔書が発布され，地方改良運動が始まる 

天理教が認可される 

田中寺平が逮捕，留置される（～1909年6月） 

1909明治42 1－5月 偬�ﾕﾙ]ｸ��Xﾊﾈ�ｨ�XﾋIyﾘ咎w���ﾗ�����h,�,x,Y�9~ﾈ���/���樞�

会葬客ら横浜在住の中国人らが中国心霊研究会（のち東 
京留日中国心霊研究会）を設立 

心理学通俗講話会を設立，元良勇次郎・松本亦太郎・祐乗 

友吉が顧問 

このころ，井上円了が無尽蔵「妖怪棚」「珍奇棚」で妖怪資 

料を展示 

森田草平「煤煙」を東京朝日新聞に連載 

1910年代 弌i&ｸ*ｩzﾈﾗ8�4��ﾘ��~ﾈｧx*ｩ{)�r�

1910明治43 　主星＿＿ 　4月 冩i68ﾙ�&ｨ*ｩ6���,ﾉZｩ}�/�JﾙUﾂ�

二木謙三叩乎吸健康法iJl 

蛭川村が内務省から第1回「模範村」表彰される 

福来友吉・今村新吉が熊本で御船千鶴子の透視実験 

舌百‾ 6月10日 9月14・17日 9月 9－10月 冩i68ﾙ�&ｨ�f�9nﾉZ夷､ﾆ亦�

田中寺平が太霊道を完成 

福来友吉が山川健次郎ら立ち合いで御船千鶴子の千里眼 

（透視）・念写実験，「念写」と名付ける 

田中寺平『太霊道真典iT脱稿，太霊道最初の教典 

柳宗悦u∴新しさ科学』で心霊学を紹介（白樺） 

11月6日 兀�液hｶx*ｨ�)�ﾈﾉ(鴿�.yzx+�x*(,Y+yOh肢��,ﾉD�ｨ���

験，不正が疑われる（千里眼事件～1911） 

12月26日 �+yOh肢��*ｩD�ｨ,��ﾈﾏr�

1911明治44 �'ﾉ>�>ﾘ蓼�x��ﾋ�?ｨﾝﾙ:饂緯9k���*ﾖ迄�����H�ｨ*ｩ(hﾙ�,Ygﾉo8ｪxﾗ2�

中国人留学生らが神戸で華僑催眠術研究社（のち中国精 
神研究会）を結成 

肥田春充ii実験・簡易強健術』 

新渡戸稲造日参養」旧」行，U講談倶楽部i愴i凧 

この年，岡田式静坐会は都内に百数十か所，会員2万人 

1月8日 �+yOh肢��,ﾉD�ｨ��ﾋ��9W8訷ﾝｸ,ﾈ+ﾘ-�(h鈔�

1月12日 1月13日 �+yOh肢��,ﾉD�ｨﾜH��ﾋ��

長尾郁子の念写再実験，妨害のため中断 

1月19日 2月 7月 佩I�I�y-��*ｨ齪膤�

長尾郁子が病死 

田中寺平が東京で東京霊理学会を設立 

奇計 �69(h鮖[ﾘ*ｩ��Xｧikﾘ����ﾈ������)D�(ﾈ��ｩ��8,ﾉ(hﾙ��Y*��

鮮・満州・蒙古行（～1913） 

9月 12月7－8日 �ｩ68ﾍY?��*､薄ﾈ��ｼiEi?ｩgｴ���+��X圸68��8ﾛ���i��ﾝ｢�

高木敏雄が東京朝日新聞紙上で全国各地の伝説収集を呼 びかける 

この頃，全国各地で千里眼能力者が出現（千里眼ブーム） 

1912明治45／ 　大正1 　1月 儘ｹ69�Kｨ�Y7y|ﾙ����

初の専門誌Il心理研究Il発刊 

2月25日 4月 7月～12月 �>�k��*ｨ4ﾈ8ｨ5�6xｻ8�YZxｻ8�Y��;�,ﾈ蓼ｻ8檠:�/���邊�

岡田虎二郎」i岡田式静坐法ili単行本化 

中村古峡「殻」を東京朝日新聞に連載 

11月22日 1913大正2 1月28日 �8ﾈ懐[hﾗ9mｨｮ��iEi69(h鮖[ﾖ迄���Y���Yi��韲�ｼh���｢�

このころから，健康法（岡田式静坐法，二木式複式呼吸法な 

ど）がブーム 

このころ田中寺平が太霊道を創始 

福来友吉が高橋貞子の念写実験 

福来友吉u透視と念写ii 

福来友吉が東京大学を休職（1915辞職＝自然退職） 

古屋鉄石が全国精神治療協会（のち東洋心理協会）を設立 

三百‾‾‾‾‾ 3月2日 �69(h鮖[ﾘ*ｨｴ�ﾙ��8琶(円ﾈｧy{�/��ﾙ'R�

高橋貞子の念写実験 

4月 �(i�ｨﾌ8ｺﾈ�xｦｹ�ﾂ�

4月27日 俘(ｻI.X��,ﾉD�ｨ��ﾋ��

5月10日 俘(ｻI.X��,ﾉD�ｨ��ﾋ��

了肩6日 �69(h鮖[ﾘ*ｩ8ﾉvﾙ�9yﾘｺh檠�c(����ﾋ�ｷ����檍,Y=����

亘 10月28日 末ｦ��h揵���X,Y<���Y(i�ｨﾌ8ｺﾈ��)�丿ｸ�?���,H�b�

福来友吉東京帝大休職が報道される（高朝報，東京日々新聞） 

12月～ �69(h鮖[ﾘ*ｨｦY&�/��ｼb�

1914大正3 　古層 　も月 儘ｹ69�Kｦ做8��彦��

※第一次世界大戦（～1918） 

三田弥－「幽霊写真」が関西教育博覧会（岡山・中国民報 

社）で展示 

田中寺平が京都に宇宙霊学執務所を設置 

9月 兀�液hｶv��YD�ｨ,i:x雕�f��

1915　大正4　　2月26日 �Hﾏｸ秘?�*ｨ��ﾔ�兩�;��,Y���ｻ9�騷x,ﾈ��

3月 �69(h鮖[ﾘ*ｨ�ｶ8��ｶ8醜,凛xﾏ9^(+X,Ix����

9月9日 �Hﾏｸ秘?�*ｩVvﾆ漠�ｨ,�ｨ��

丁て涌 �(i�ｨﾌ8ｺﾈ*ｩ�ｨ�9$8ﾍﾉ�,俐9k���/�ｧx-B�

1916　大正5 兀�液hｶy?ｩ�9~ﾈ,ﾈﾋｸ�ｶ末��
／変態心玉里廿心理研究五誌上を中心に念写問題が再燃 

すき百 �69(h鮖[ﾘ*ｩ�Xﾞ8,�i(円ﾈｧy{驀X鳧ｻ8��/��ﾙ'R�

て百‾‾ �69(h鮖[ﾘ*ｩ8ﾈｹ靼ﾙ*ﾈ,��驃ﾉ;冏ｸ��/��ﾙzx�9�i[xﾔﾈﾙ�/�跖-�.��
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南本　有紀

西暦　　和暦　　　月日 倬hﾘ����i?ｩgｸﾙ�､�,ﾈ馼ﾘ��

1916大正57月 10月 10月16日 12月 12月9日 們�y為8�#38��ｯX�9_>)闖988,仂ｨ･��XﾌｹN�/�_)Eｲ�

浅野和三郎「余が信仰の径路と大本教」（ii人文」大正5年 

10月号） 

三田光一が大垣市で先進修業講演・心霊実験大会，月の裏 

側を念写 

高橋五郎が大本教に入信，綾部へ移転 

夏目漱石没 

1917大正6 　4月16日 　5日： ��8､8,Y~ﾈｧx檍*ｩJﾙ�ｲ�

中国精神研究会が上海支部設立 

福采が生命学会を設立 

※コナン・ドイルがスピノチュアリズム普及講演旅行を開始 

※ロシア革命 

中村古快が」、説を断念，変態心理・精神医学研究専念を決意 

中村古快が日本精神医学会を設立 

言古 兀�液hｶy��,Y(i�ｨﾌ8ｺﾈ,ﾈﾜ9k����9��69�9F�.x*ｨ�����

百百‾‾ �(i�ｨﾌ8ｺﾈ�Y��69�9F�*ｩ+ynﾈﾊx�9�ｩdｸ,X蕀68,ﾉD�ｨ/�ﾊ�.��

10月 �?ｩgｹ����8ｧx檍顏ｬﾉ¥��I�9yﾘｸﾈ�hﾗ8������#iD���ﾈ��｢�

11月 ���69�9F�*ｩ�驃ﾉ;�,ﾈﾗX�檍/�*鞅R�

このころ大本教が大正維新論を展開 

1918大正7 　4月21～ 　28日 11月6日 12月6日 �5�7�4899Yx坙zﾈﾗ2�

東京皆目中国心霊研究会が上海事務所を設立，のち本部に 

（1921） 

三田光一が岐阜市で念写実験 

日本精神医学会第1回変態心理学講習会 

出口なおが昇天 

東京麹町の太霊道本部が焼失 

1919大正8 1月 4月 7月25日 10月 从ﾉgｹ�9yﾘｧx艀顏���仍�78�ｩJﾘｪr�

福来友吉が高野山で修行 

精神病法施行 

江間俊一（江開式心身鍛練法）・松本道別（人体放射能療 

法）・田中寺平〈太霊道）が霊界倶楽部を組織 

中村古快が御岳教・大本教鎮魂帰神法の鑑定を依頼される 

片桐龍子が岐阜裁縫女学校（のち岐阜女子高等技芸学 
校）を設立 

田中寺平と大本教の浅野和三郎らが会見 

友清歓裏目鎮魂帰神の原理及び応用11 

11月 �(i�ｨﾌ8ｺﾆ末兔��I�9yﾘ,ﾈﾊHｸf免ﾂ�

このころから，機器療法・手技療法が普及 

1920大正9 　4月30日～ 　7月31日 盲百二 　9月22日～ 兢�ｼｹ{H��*ｩ(��ﾙWy;��/��ﾙzr�

内務省が大本教取締を全国に指令 

岡田虎二郎急逝 

「霊媒派画家」久米民十郎が帝国ホテルで個展を開催（～5 

月1日） 

田中寺平が恵那郡武並村に太霊道恵那総本院を設立・移転 

中村古快が大本教批判 

久米民＋郎が佐藤久二と渡米，その後単身渡英（～1921 

年8月1日） 

このころ，森田正馬が森田療法を創始 

1921大正10 1月 2月 2月12日 5月 5月 9月～ 12月27日 �6�4868防柯�X4ｨ8ｨ*��ｩH韆ﾘ�h�������ｩ?ｩgｸ,Xﾏh､｢�

水野葉舟らが日本心霊現象研究会を結成 

福来友吉が真言宗立宣真高等女学校長に（～1926） 

友清歓真iii霊学筆蹄」」 

雑誌i「精神統一rji創刊号 

久米民十郎がニューヨークで個展 

第一次大本事件 

田中寺平が真霊顕現（神託）を行う 

神国教会堂が完成 

神国教が本部・北海道・東京・石Iii・静岡・長崎で霊術講習 

会を開催（～1924） 

太霊道総本院（霊雲間）が炎上 

1922大正11 　4旦 　夏「＿＿＿ ��驃ﾉ;�Hｯｨ�9~ﾉ�Xｧx/�､ｨﾜ2�

浅野和三郎が心霊科学研究会を発足 

臼井薯男が霊気療法を会得，臼井霊気療法学会を設立 

日本心霊学会が機関誌1日本心霊」を月3回刊行 

1923大正12 　6月 俔ﾙF駝����?ｩgｹvH殃¥�ｸ讓�X��(h､��X�｢�

後藤新平が太霊道総本院を訪問，郵便局・鉄道駅を誘致 

東北帝国大学に心理学実験室ができる 

神岡鉱業所に鞍馬山天狗の小便を名乗る老人があり，大火 
予言や治病を行った 

浅野和三郎が大本教を離れ，心霊科学研究会（のち日本心 
霊科学協会）を設立 

9月1日 亊i8ﾉ�Y�ｸﾝ��8ｷi¥Ij��ｹ�*ｨ��Vﾈ,YNﾘﾝ��

1924　大正13 �?ｩgｹ�Xｧx,倩Hｧx�,ﾉ�9yﾘｧx��ﾋ��*ｨ,X*ｸ.��

浜口熊嶽が大阪に天命学院を設置（のち東京移転） 

鈴木大拙とベアトリスが神智学東京ロッジを設立 

1925大正14 　2月 凩�(倬��*ｨ��鯖()&ｨ.h.円ﾈｴ8/�6��+8.ｨ蹣Lﾘ,h,�.��

片桐龍子が岐阜実科高等女学校を設立 

太霊追給本院の最雷に国鉄駅が開設される 

臼井蛮男が霊気道場を中野区に新築 

7月11日 ��9nﾉ��蕀�*ｨ胸YH/�ｸ�.��

西暦　　和暦　　　月日 倬hﾘ����i?ｩgｸﾙ�､�,ﾈ馼ﾘ��

昭和初期 ��Y[h嶌�h*ｩzﾈﾗ8ﾎｨ,��

1926大正15／ 昭和1 　言古‾ 　8月～ 兀�液hｶx*ｨﾘ)nﾈ�)�Xｧxｻ8�,������鼎��｢�

太霊追給本院最害に国鉄・武並駅が開業 

日本心理学会が言動開始（1927設立），機関誌日心理学研 究用発刊 

臼井蛮男が広島県福山で客死 

田中寺平が長崎で亜細亜民族大会に出席，その後，講演巡 業 

1927昭和2 1月～ 11月 12月 ��ﾈ���*ｩ�ﾈ�ﾉ(ﾔ馘�/��韆��

日本l［｝霊学会が人文書院に改名 

福来友吉『観念は生物なりiil 

田中寺平顕彰稗を建立 

田中寺平が福岡で太霊道霊子術実験会を開催 

片桐龍子が雑誌「御国の華」を創刊 

田中寺平が満州鉄道クラブ・旅順中学校で講演 

1928昭和3 1月 3月 9月 12月14日 倅�Hﾖ)Eh�X,H,ﾈ-�.y|8���h*ｨ7�5�6x5ｨ8��ｲ�

福来友吉が大日本I［｝霊研究所（のち敬神崇祖協会→むす 
び協会）を設立 

永鳥真雄『手相の神秘ii以降，実業之日本社「i（‾‾）（つの神秘」 

シリーズ（～1932）がヒット，占いブームに 

清水英範が大日本精神医学会，横井無隣が日本心痛師会 
を設立 

霊界廓活同志会つ破邪顕正　霊術と霊術家」i二松堂書店 

大日本心霊研究所（のち福来心理学研究所）を開設，福来 

友吉が所長に 

田中寺平が台湾日日新聞本社で講演 

福来友吉が第3回国際スピ）チュアリスト会議（ロンドン）で 

念写研究を発表 

田中寺平が名古屋で講演中に倒れる 

1929昭和4 1月17日 �(i�ｨﾌ8盜*ｩ�ywH,�(i�ｨﾌ8ｺﾉ|9wｸ�/�､ｩ�ﾒ�

福来友吉日精神統一の心理： 

この年，臼井霊気療法学会の会員7000人，支部60ヶ所 

田中寺平が名古屋で客死 

1930　昭和5　11月29日 處8��ﾗ8酵?�ｭh5�8ｸ靖/xｴｹ�X�佗郁ｹ*�}��cC8ﾘh�ｨ�8決ﾎ8�9~ﾂ�

術が衰退 

1931　昭和6 ��I�X��Lﾘ.x*ｩ�Y?ｩgｹ|8��踪檍/��ﾙzr�

6月24日 倅�68ﾏX耳*ｨﾈ�,ﾉz��ID�ｨ��ﾋ��

1932昭和7 　6月23日 兢�ｼｹ{H��*ｩ(��ﾙWy;���僵(檍醜,�.h.�%ｨｯｨﾗXﾜ��Xﾙ�揶ｧr�

園を開設 

小lii惟精らが日本治療師会（のち全国療術協同組合）を設立 

土井晩翠長女照子が演する 

12月 兀�液hｶt末��9~ﾈ,i����(､V末��

1933　昭和8 ��h484ﾘ8ｨ5��X6ﾈ5偉�,ﾈ6ﾈ6(5h�ｸ���*ｩ_�;�+8.ｨ.��

9月9日 �7�IM9��+y&ｨ��耳*ｩgh+x.��

11月12日 倅�68ﾏX耳*ｨｯ)Xﾈ�8ﾏh檠;�,YD�ｨ,ﾈﾏh､ｨ��ﾋ��8ﾈ�,ﾉz��H/��D�｢�

1934昭和9 12月28日 兢�ｼｹ{H��*ｨﾖ8棈ﾅ�;��/��ﾙzx�8艀顏�Y;�,ﾈ揶�iJﾘｪr�

土井晩翠が心霊科学研究会へ入会 

中村古峡療養所開設 

福来友吉烏ム法大師の神秘主義ii 

第二高等学校短艇部が松島湾で遭難，霊媒が遭難者捜索， 
この事件をきっか聞こ土井晩翠が霊界通信 

1935昭和10 　1万 凩�(倬���凩�~ﾈｴ8ﾊHｸh檍�ｨ*ｨﾘ)68,ﾘ.ﾘ.h/���|2�

岡田茂吉が世界救世教を立教 

浅野和三郎が小林寿子を伴い仙台へ，土井晩翠亡児を降霊 

12月8日 ��i?�鴿�Ygｸ馼ﾈ��

このころから霊術が衰退 

1937　昭和12 俘)68,ﾘ.ﾘ.h*ｨ6�8�48,亢�ﾙ��9~ﾈｴ9|9d�5�6ﾘ6ｨ6(4�/�､ｩ�ﾒ�

中原中也が中村古峡療養所に入院 

片桐龍子の皇華聖道会本部を恵那郡武並村（現恵那市） 
に移転 

福来友吉ii‾生命主義の信仰1日 

浅野和三郎小桜姫物語」 

1938　昭和13 ��i>ﾈ4�7H8ｨ4ｨｽ�8,X5h�ｸ8�4ｨ985�*ｩ]�ﾈ+8.ｨ�8ｻ�{9�i�y���

1940年代 ��h484ﾘ8ｨ5�,X6X8ﾈ7�5h�ｸ/�諄,�+ﾘ7�7H4��ｸ7ﾘ985�,ﾈ786X4(984�6r�

ン夫妻が話題に（メンダノズム） 

1940昭和15 1942昭和17 凩�(倬��*ｨ齪���9}�~ﾈｴ8ﾊHｸh檍/�'�ﾆ)Wi�ﾈ*ｨﾇ�*��

仏生話者らが実利教会を建立 

片桐龍子の皇葦聖道会が宗教団体に 

実利教会を建立 

土井晩翠次女信子が演する 

※ニューヨーク市立大学・万一トルードシュマイドラーがESP 

カードによる透視実験（羊・山羊効果sheep－gOateffect） 

1945　昭和20 兀�液hｶx�Y7�IM9��.x*ｩ8ﾉfｹ�9~ﾈｧxﾊHｸh����Y�H�ｨﾍｩn(,��

3月 兀�液hｶx*ｩ�Y�H,���､｢�

8月～ 做��ﾘﾎ8�8�Y����,ﾈ8�6(5h8X4�8��ｸ�i�h��ｻ9���b�

1946昭和21 1949昭和24 �8ﾉfｹ�9~ﾈ怦ｧxﾊHｸh檍ﾈｹ�ﾈ�8ﾍｩn(,兀�液hｶy7�IM9��.r�

日本心霊科学協会設立 

心霊科学研究会設立 

1950年代 冕�(暮:�*ｩ�x/�,��

※デヴィッドバーグラスが超魔術的パフォーマンスを確立 
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特別展「奇なるものへの挑戦　明治大正／異端の科学」について　参考文献リストと年表

西暦　　和暦　　　月日 倬hﾘ����i?ｩgｸﾙ�､�,ﾈ馼ﾘ��

1950　昭和25 �������id�邵ﾗ2�

1951　昭和26 兀�液hｶx,ﾉ�ﾙLi,y_ｨ����

1952昭和27 　3月13日 兀�液hｶx�Y?ｩgｸ,ﾈﾜX.�庫�X,円ﾉGﾘ蕀68ﾏX耳�h/�4�8�8ｨ4ｨ頸�

iけイキッケオブザーバー」iに投稿 

※アメリカでアダムスキーがUFOに遭遇する 

祐乗友吉が仙台で没 

1954　昭和29　3月2日 �$仆I�ﾘﾋ8*ｩ[ﾙ��ｻ8/�zxｻ2�

1955　昭和30 �+�,ﾈ+�.ｹY�液hｶyj)e9�ﾈ*�.x-�+x-�ｺh檍/�8ﾉfｹ�9~ﾈ怦ｧr�

研究会へ委託・寄付 

1956　昭和31 俘(�(�8�x�伜(ﾏh��,兀�羽韆ﾘｴﾉD��*ｨ､ｨｭ��

1957　昭和32 傅ﾉ}�ｫ(�X,ﾈ,(+��f�.x蕀��X+�,�*ﾘ.�+8-ﾈ�h�迄�iO)�ｸ�����(�ｨ�8撃�

降「のつち」記事（同13－14） 

1960年代 �6ｨ8X�ｸ4x485x暮:��

1960　昭和35 兀���9yﾘｧxﾊHｸh����Y�H�ｩ�ﾙzr�

1961　昭和36 ��ﾘﾎ9�c�鴿��*(7X�ｸ8������田(�｢�

1964　昭和39 ��Ym�+X*�.��X柑h(*ﾘ/��h*ｩ�ﾙgｹw�,h+X,IJﾙUﾈ+8.ｨ.��

1966昭和41 　1－7月 ��Ym�+X*�.��X柑h(*ﾘ/��h*ｨ晳D�7ﾘ4ｸ5x98,X6ﾘ8�484��8���6X8ﾈ7"�

化され，ヒット 

テレビ番組「ウルトラQ」放映 

12月14日 們�y為8�#�8��ｯX�8ﾎI�ｩgｸｴhｮ引ｨ/��ﾙ'R�

1967昭和42 　‾而 ��ﾘﾎ9�c(鴿��*(7X�ｸ8������田��｢�

日本催眠医学心理学会で講演「福来友吉の業績について」 

（東北大学） 

宮崎康平U‾まぼろしの邪馬台国吉以後，アマチュア研究者に 

よる邪馬台国ブーム 

1968　昭和43 ��hﾞﾈ徂�Xﾛ)Hﾉ�ﾘ耳*ｨ6ﾈ5偉�%Hﾉ��88ﾈ7ﾈ�ｸ6x*ｨ�ｪx5H986h�ｸ,��

掲載される 

※エーi）ッヒ・フォン・デニケン旧中々の戦車？∴世界的ベスト 

セラーに 

1969　昭和44 �6h6ｨ5�96侭j)x�,ﾈｴﾈ奢��+H齷�(-h,ﾉ*y�ﾘ���免末�����,ﾉ�ﾒ�

車？iIi翻訳），「宇宙考古学」ブーム 

1970　昭和45 �+�,ﾈ+�.ｸ�8ﾔﾉ8xﾊx�YNIFｸ�(,弌iZ�7�6�5899mｨﾈ(�饑��

1970－80年代 侘9�8讓��+Hﾌ9�8讓7X�ｸ8��

心霊写真ブーム 

1970年代後半～ ��i�h��ｻ2�

1972　昭和47 �8h8ｨ�X5�8��ｸ*ｨ6X8ﾈ7(,ﾈ8�486�5h8x�ｸ,X5�7h�ｸ98ｼ�+�����

生体エネルギー研究所設立 

国際宗教・超心理学会（iARP）設立 

1973昭和48 　7－8月 12月2日～ �5(8ｨ98�X4X4(8ｸ5ﾈ96迄��4�4ｨ8ｸ6x�f冏ﾉo8�LR�

五島勉ノストラダムスの大予言一日 

日本超科学会設立 

日本テレビ「あなたの知らない世界」 

つのたじろう「うしろの百太郎」が∴週刊少年マガジン了（のち 

『月刊少年マガジンiiにも同時連載）連載（～1976） 

1974　昭和49 �h柯�X4x4�5ﾈ5h5�6x�h���都8�ｩ?ｩgｸﾏh､｢�

3月7日 5月23日 5月24日 5月30日 6月5日 6月15日 �8h8ｨ�X5�8��ｸ*ｨ�Ym益ｨ5�7�5h888ｸ�h��,ﾈ+ﾘ-�凅�?ｨ�85�7h�ｸ92�

曲げをテレビ実演 

朝日新聞社会面に「トリックに動揺　テレビ局」 

週刊朝日』にスプーン曲げトリック暴露 

i週刊平凡山にスプーン曲げ疑惑記事 

＿i女性セブン吊こスプーン曲げ疑惑記事 

Ti週刊読売「にスプーン曲げ疑惑記事 

昭和50年代 �+�,�*ﾘ.�+8/�*ｩ�Yzﾈﾗ2�

1970年代後半 俘)68,ﾘ.ﾘ.h,ﾅ&V椋*ｩ�9¥H,儘ﾈ-ﾈ.��

1975　昭和50　7月22日 們�y綾8檍,ﾈ�y�88/�+(ﾛ��

この頃，超能力ブーム 

1976昭和51 1月 �6�4ﾈ8X8�985�6ﾘ�ｸ防柯�Y+H�ﾘﾋｸ�ｸ,ﾉ�(､X�i?ｩgｸﾏh､｢�

サイコメトラー，ジ工ラルド・クロワゼット（オランダ）が来日し，水 

曜スペシャルで行方不明者を透視 

日本PS学会（のち日本サイ科学会）設立 

1977　昭和52 �+�,ﾉD��8ﾊy>�,Yj�(�Y6����,ﾈ�LX*ｩ�ｨ鵁*��

1978昭和53 　4月2日 　セ肩 �h柯�X5�5��ｸ4X4��ｸ5��i?ｩgｸﾏh､｢�

映画「未知との遭遇」日本公開 

岐阜児童文学研究会が「民話研究のつとい」開催，県内民 
話の集大成を図る 

岐阜県八百津で口裂け女騒動，その後，全国に波及 

1979　昭和54 倅x頡迄8��ｶ����hｪr�

6月15日 佰ｹ�H*�y�ｹ:��8�X.(,�,h岑懆�hｴﾈ饕�

6月29日 7月～ 免ﾈ�ｪy*�?ｨｸﾈ+�ﾏｹ�H*�xｴﾈ饕�

「あなたの知らない世界」がレギュラー化（～1994） 

この頃，戦後第3次占いブーム 

この頃，口裂け女が全国で話題になる 

1980年代 亰云ｸ芥��,ﾉ~ﾈ雕*ｨ7X�ｸ8�,��

心霊写真がブームがピーク 

1980　昭和55 俘)68,ﾘ.ﾘ.igb�

1981　昭和56 俘)68,ﾘ.ﾘ.h,ﾅ&V霧�/�ﾇ��8+X+ﾘ6��ｸ6�8��X8ﾈ48*ｨ8�6X4(4�985��R�

テクニーク協会を設立 

武並町連合自治会が田中寺平慰霊祭を挙行，以後，毎年実 
施 

財団法人福来心理学研究所（仙台），むすび協会より財団 
名称を変更 

飛騨福来心理学研究所（高山）設立 

西暦　　和暦　　　月日 倬hﾘ����i?ｩgｸﾙ�､�,ﾉDｨﾘ��

1983　昭和58 倅x顏ｬﾈ8�488�486x�X5ﾘ�ｸ94ｦﾉ�隱r�

高田はわよの孫，フイリス・フルモトがレイキ・アライアンス協会 

を設立 

1984　昭和59　2月3日 ��Xｾ�vｨ7H4�7�8ｨ�ｸ8�486��h,X5�7h�ｸ98ｼ�+�6x8ｨ6(4馥ﾉ��

iiサンデー毎日』で正大追跡旧本にピラミッドがあった川キヤシ 
ぺ－ン（7／1号～1985年3／10号） 

1980年代半ば �?ｩgｸ,�&V霧�*ｨ48986鞍�(,XｷIt�?ﾈ+8.ｨ.��

1980年代後半 ��Y�����(､X�h�X6ｨ8X�ｸ5H484x985��h7X�ｸ8��

1986　昭和61 倅x頷X6�8ﾘ4X4(98�h�ｩ�隱r�

宜保愛子の霊視がテレビで人気に 

1987　昭和62 ��y$�y4驟�,ﾉ�Y~ﾈ､Y��X7�5�6x5ｨ8��ｸ,����塔�h柯嶌�｢�

三井三重子がバーバラ・レイiiTheReikiFACTOR日を翻訳， 

ラディアンス協会によるレイキセミナーを実施 

戦後第4次占いブーム（～1989） 

1988　昭和63 �=驂xﾊx岔fｸ�)�ｨ,Y�c���686�6ﾘ5)%Hﾉ��

1989　昭和64／ 蕃(�H7ﾘ8ｨ6(4�,ﾉ+Ih(����6�986�7�8��ｸ�ｨ*ｩzﾈﾗ8�冦益ｨ5�7�5h888ｲ�

平成1 4月 11月 �<�MH�����涛(�｢�

加子母に槌の子神社ができる 

東白Iiiで第1回ツチノコ探索（のち「つちのこフェスタ」），開 

村百周年記念行事の一環 

奈良県下北山村にミニ独立国「ツチノコ共和国」建国 

福岡県で集団こっくりさん中毒，週刊誌などで報道される 

1990年代 乂xﾕｨ,ﾈ殃&ｸ7X�ｸ8��

1990　平成2 �+�,ﾈ+�.ｸ�9�����(､X7X�ｸ8����c8鵁��ｻ87X�ｸ8��ｨ�88ﾈ484ﾈ*ｩ?ｩgｲ�

国内で普及 

1993　平成5 凅ｸﾏY4����Xｧxﾕｨ,ﾈ殃&ｸ����b�東白川に「つちのこ館」開館 

1991平成3 　3月17日 1992平成4 �7ﾈ7h8倆�*�.x�Xｧxﾕｨ,ﾈ殃&ｸ�h5h8ｨ�ｸ5亂xﾗ8�����涛h�｢�

鈴木光司iiリングii 

NHKスペシャル「立花隆リポート　臨死体験　人は死ぬ時 

何を見るのか」 

関口淳インチキ記事の取材記事（iT週刊新潮iつ 

※アメリカでNiH（国立衛生研究所）にOAM（代替医療局， 

のちNCCAM）を設置 

1993　平成5 ��h4�8�8ｨ4ｨ,X6X8ﾈ7(6�8�7ﾘ�U�7H4�488ｸ�i_ｨ防､ｨ跖����#��(�｢�

角川ホラー文庫創刊 

1994　平成6 ��U�7H4�488ｸ�h7(6h4�8ﾈ985�8ｸ､ｨ趙�

1995平成7 　3月20日 　8月 ��U�7H4�488ｸ�i_ｨ防､ｨ趙�

映画「学校の怪談」（～1999，第4作まで） 

映画「女優霊」 

オウム真理教地下鉄サリン事件 

関口淳取材記事（Irviewsii8月号） 

1997　平成9 �h柯�T5U$X��4ﾈ8X4��b�

1998　平成10 �h柯�X8ｨ984��b�

2月 �7H5x6X8ﾈ7)�ｹn�6x4ﾈ8X8�985�6ﾘ�ｸ�Y�Xｼiy8,ﾘ4x5�7��ｸ�b�

1999　平成11 伜(ﾏｹ�y�8��*ｨｹ�78,Y+ﾉ6�~ﾈｴ8ﾊHｸh檍/��ﾙzr�

映画「リング2」 

この頃，オカルトブーム，Jホラー流行 

2000年代 �+�,ﾈﾚ��85�786ﾘ6�8X4�8ｸ7X�ｸ8��

2000　平成12 �7H5x6X8ﾈ7(�Y�Y8ﾈｹ�4�4ｨ8ｸ6x684��ｸ��+IEﾉ|ﾘ�(*ｩ*x-陝hｮ�ｲ�

象の真実叫 

映画「リング0　バースティ」 

2002平成14 2003平成15 　4－5月 �h柯�X�蝋�b�

映画「ザ・リング」，ハリウッドリメイク版 

映画「呪怨2」 

パナウェーブ研究所（白装束集団）がワイドショーで話題に， 

高山市等を通過 

2004平成16 2005平成17 �h柯�UDУ･T��韵H蝋�h�86�8ｨ4X6(6�6ﾘ8�484餃R�

映画「着信アリ」 

「あなたの知らない世界2005」 

2007　平成19 泌��?ｩgｸ8ﾈ484ﾈｺh檠�ﾙzr�

2010　平成22 比┿����6X8ﾈ7(揵���X5�5�5�,ﾈ�eｸ�b�

2011平成23 ��Y�h*�,�+ﾘ,ﾉ&ﾘ.x,�*)�(､X�b�

2014　平成26 ��YvH殄4X4�6(6��h*ｨ��,h.�+ﾘ+�,��X7X�ｸ8��

59


