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公益財団法人国際宗教研究所 2019年度事業報告書 

Ⅰ. 法人の概況 

1. 設立年月日 

昭和29年（1954年）5月4日 

平成25年（2013年）4月1日 公益財団法人へ移行 

 

2. 定款に定める目的 

この法人は、国内外の諸宗教を研究し、それらの相互理解と国際的理解の増進を図り、もって文化の向

上発展と世界の平和及び人類の福祉に貢献することを目的とする。 

 

3. 定款に定める事業 

（1） 国内外の宗教の調査研究とその助成 

（2） 宗教文化の振興に関わる調査研究及び普及啓発 

（3） 国内外の宗教者及び宗教に関心を持つ人のための情報提供と相互交流の促進 

（4） その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

 

4. 所管管庁に関する事項 

   内閣府 

 

5. 賛助会員の状況 

 2019年3月31日現在 

会員数 

2020年3月31日現在 

会員数 

賛助会員 47 48 

個人会員 50 51 

RIRC協賛会員 11 11 

合計 108 110 

 

6. 主たる事務所 

   東京都中野区白鷺2-48-13 （公財）国際宗教研究所 

 

7. 役員等に関する事項（2020年3月31日現在） 

 （1）理事・監事等 ※理事、監事等の常勤・非常勤の別：全員が非常勤である 

役職 氏名 現職 

理事長 島薗 進 上智大学グリーフケア研究所所長 

常務理事 井上順孝 國學院大學名誉教授 

常務理事 星野英紀 大正大学名誉教授 

常務理事 三木 英 大阪国際大学教授 

常務理事 弓山達也 東京工業大学教授 

理事 洗 建 駒沢大学名誉教授 

理事 菅 浩二 國學院大學教授 

理事 戸松義晴 浄土宗総合研究所主任研究員 

理事 宮本惠司 妙智會教団法嗣 

理事 庭野浩士 立正佼成会学林学長 

監事 星野靖二 國學院大學准教授 

監事 矢野秀武 駒沢大学教授 

   以上、12名 
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 （2）評議員 ※評議員の常勤・非常勤の別：全員が非常勤である 

役職 氏名 現職 

評議員 石上和敬 武蔵野大学教授 

評議員 河井信吉 金光教中野教会代表役員 

評議員 桐ケ谷章 （公財）東洋哲学研究所所長 

評議員 小林正道 学校法人芝学園理事長 

評議員 佐々木裕子 白百合女子大学教授 

評議員 神 仁 臨床仏教研究所上席研究員 

評議員 高橋典史 東洋大学教授 

評議員 西村 明 東京大学准教授 

評議員 松本久史 國學院大學教授 

評議員 本山一博 玉光神社宮司 

   以上、10名 

 

 （3）顧問 ※顧問の常勤・非常勤の別：全員が非常勤である 

役職 氏名 現職 

顧問 浅山雅司 神社本庁総合研究部長心得 

顧問 池澤 優 東京大学教授 

顧問 石井研士 國學院大學教授 

顧問 板井正斉 皇學館大学准教授 

顧問 岡野正純 孝道教団統理 

顧問 橋本雅史 中央学術研究所所長 

顧問 阪本是丸 國學院大學教授 

顧問 櫻井治男 皇学館大学特別招聘教授 

顧問 佐々木正典 コルモス理事・事務局長 

顧問 佐原透修 新日本宗教団体連合会事務局長 

顧問 下田正弘 東京大学教授 

顧問 白木原嘉彦 天理教本芝大教会代表役員 

顧問 田澤清喜 松緑神道大和山教主 

顧問 月本昭男 上智大学特任教授 

顧問 土屋 博 北海道大学名誉教授 

顧問 中野 毅 創価大学名誉教授 

顧問 中牧弘允 国立民族学博物館名誉教授 

顧問 西岡和彦 國學院大學教授 

顧問 西川勢二 真如苑教務長補佐 

顧問 萩本直樹 創価学会主任副会長 

顧問 深田惠子 円応教恵主 

顧問 藤原聖子 東京大学教授 

顧問 細田あや子 新潟大学教授 

顧問 水谷 周 イマーム大学東京分校アラブ・イスラーム学院学術顧問 

顧問 三宅善信 金光教泉尾教会総長 

顧問 村上興匡 大正大学教授 

顧問 森岡清美 東京教育大学名誉教授 

顧問 力久道臣 善隣教教主 

顧問 渡邊直樹 大正大学客員教授 

顧問 渡辺和子 東京英和女学院大学教授 

顧問 渡辺雅子 明治学院大学名誉教授 

   以上、31名 
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 （4）職員に関する事項 

   主たる事務所（国際宗教研究所）4名 

Ⅱ．事業の状況 

1. 宗教情報リサーチセンター（RIRC）の運営 

 (1)ホームページ公開情報の更新 

・国内外記事年表アップロード（2019年1月～2019年9月分の記事分） 

・2019年刊行の『ラーク便り』掲載論文、研究ノート、小特集、計9点 

・『ラーク便り』記事をデータベース化してアップロード（2016年12月まで） 

・宗教系学校のリンク集修正 

(2)来所会員への対応 

 協賛会員、一日会員、その他協賛会員より紹介のあった見学者に対し、記事検索、情報収集アドバイ

スなど 

(3)公式ツイッターによる発信 

・「宗教・今日は何の日」主に21世紀にはいってからの、その日に起こった宗教関連の出来事（毎日） 

・「センター長注目の宗教ニュース」（週1～2回程度） 

・その他、所蔵図書の紹介、国際宗教研究所の事業、連携機関の企画など随時 

（4）寄贈資料の整理・データベース登録 

 

2.公開講座の開催 

(1)2019年度公開シンポジウム 

国際宗教研究所・上智大学グリーフケア研究所主催 公開シンポジウム「慰霊をめぐる現在――「宗教

離れ」の時代の宗教を考える――」 

日時：2020年2月22日（土）13時～17時 

会場：上智大学2号館17階2-1702会議室（東京都千代田区紀尾井町7－1） 

発題①川上直哉(日本キリスト教団石巻栄光教会牧師) 

  ②西由江(立正佼成会習学部青年ネットワークグループ次長) 

  ③ティック・タム・チー(一般社団法人在日ベトナム仏教信者会会長) 

  ④名和清隆(浄土宗総合研究所研究員) 

司会 三木英（大阪国際大学教授・国際宗教研究所常務理事） 

コメンテーター 山中弘（筑波大学名誉教授・国際宗教研究所所長） 

参加者数：90名 

 

3.刊行物の発行・紹介等 

(1)『国際宗教研究所ニュースレター』の編集・発行（2回） 

  ①ニュースレター90号（2019年6月25日）           

②ニュースレター91号（2019年12月25日） 

(2)『現代宗教』の編集・刊行 

『現代宗教2020――特集：死生の文化の変容』（HPにて公開、2020年1月） 

(3)『ラーク便り―日本と世界の宗教ニュースを読み解く』の発行（4回） 

①第82号（2019年 5月30日） 

②第83号（2019年 8月31日） 

 ③第84号（2019年11月30日） 

 ④第85号（2020年 2月28日） 

(4)その他 

『死生学年報2020』（リトン、2020年3月）の紹介 

 

4.国際宗教研究所賞の授与  

第15回国際宗教研究所賞・受賞者及び受賞業績 

研究所賞 該当作なし 

奨励賞  ①君島彩子著「平和祈念信仰における観音像の研究」博士論文（総合研究大学 
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      院大学 2019年3月22日受理） 

      ②丹羽宣子著『〈僧侶らしさ〉と〈女性らしさ〉の宗教社会学―日蓮宗女性僧 

       侶の事例から』晃洋書房（2019年2月） 

 

5.役員会に関する事項 

名称 開催年月日 決議事項等 

第1回理事会 2019年5月31日 

①2018年度事業報告書承認 

②2018年度収支決算報告書承認 

③定時評議員会の日時、会場ならびに目的である事項等 

定時評議員会 2019年6月22日 
①2018年度事業報告承認 

②2018年度収支決算報告書承認 

第2回理事会

（決議の省略） 
2020年3月17日 

①2020年度事業計画書承認 

②2020年度収支予算書承認 

③顧問選任 

 

 

＜附属明細書の作成について＞ 

2019年度事業報告に関しては、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第34条第3項に規定

されている附属明細書により、その内容を補足すべき重要な事項はありませんので、附属明細書は作成し

ておりません。 


