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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 

 2020年3月31日現在 

会員数 

2021年3月31日現在 

会員数 

賛助会員 48 45 

個人会員 51 48 

RIRC協賛会員 11 11 

合計 110 104 

 

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（2021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 駒澤大学名誉教授 

理事 山中弘 筑波大学名誉教授 

理事 西村明 東京大学准教授 

理事 佐原透修 （公財）新日本宗教団体連合会事務局長 

理事 菅浩二 國學院大學教授 

監事 星野靖二 國學院大學准教授 

監事 矢野秀武 駒澤大学教授 

   以上、12名 

 

 （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 
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評議員 河井信吉 金光教国際センター所長 

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、9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 神社本庁総合研究所総合研究部長 

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 皇學館大学教授 

顧問 岡野正純 孝道教団統理 

顧問 阪本是丸 國學院大學名誉教授 

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 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 戸松義晴 浄土宗総合研究所主任研究員 

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 庭野統弘 立正佼成会学林学長 

顧問 萩本直樹 創価学会主任副会長 

顧問 橋本雅史 中央学術研究所所長 

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 宮本惠司 妙知會教団法嗣 

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名誉教授 

顧問 渡辺雅子 明治学院大学名誉教授 

   以上、33名 

 

 （4）職員に関する事項 

主たる事務所（国際宗教研究所） 14名 

   以上、14名（1名の専任職員を含む） 
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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10 月～2020 年9 月分の記事分） 

・2020年度刊行の『ラーク便り』掲載論文、研究ノート、小特集、計10 点をアップロード  

・『ラーク便り』記事をデータベース化してアップロード（2017 年12 月分まで） 

・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 。 

なお、緊急事態宣言期間中は来所による閲覧を中止し、電子メールあるいはFAXによる対応を行なった。 

(3)公式ツイッターによる発信  

・「宗教・今日は何の日」（週に3～5回程度） 

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 

・「センター長注目の宗教ニュース」（週1～2 回程度） 

・「研究員注目の宗教ニュース」（週2～3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 

（5）プロジェクトによる研究推進 

元研究員と現研究員の有志による「デジタルコンテンツ・プロジェクト」により、収蔵機関誌のオンラ

イン紹介の原稿作成開始 

 

2.公開講座の開催 

(1)2020年度公開シンポジウム 

国際宗教研究所公開シンポジウム「新たな感染症の時代における宗教」 

日時：2021年2月20日（土）13時～17時半 

会場：Zoomによるオンライン開催 

発題①高瀬顕功氏（大正大学） 

②西村明氏（東京大学） 

③篠原祥哲氏（世界宗教者平和会議日本委員会） 

④西出勇志氏（共同通信社） 

司会 島薗進氏（上智大学グリーフケア研究所所長・国際宗教研究所理事長） 
コメンテータ 弓山達也氏（東京工業大学教授・国際宗教研究所常務理事） 

参加者数（最大アクセス数）：201名 

 

(2)「生と死」研究会 

国際宗教研究所・東洋英和女学院大学 死生学研究所共催 2020 年度「生と死」研究会例会シンポジ

ウム「増大するいのちの脅威と死生観の探究」 

日時：2021年1月9日（土）14時40分〜18時 

会場：オンライン開催  

発題①渡辺和子氏（東洋英和女学院大学） 

②山田和夫氏（東洋英和女学院大学） 

コメンテータ①細田あや子氏（新潟大学） 

②大林雅之氏（東洋英和女学院大学） 

司会 奥山倫明氏（東洋英和女学院大学） 

参加者数：60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』の発行（2回） 
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  ①ニュースレター92号（2020年6月25日） 

賛助団体紹介(15)天理教本芝大教会 白木原嘉彦代表役員 

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」報告 

第十五回国際宗教研究所賞奨励賞受賞記念文 君島彩子／丹羽宣子 

西村明「文化財としての宗教的図像をめぐる近年の動向」 

山梨有希子「お布施のキャッシュレス化は宗教に何をもたらすか」 

 

  ②ニュースレター93号（2020年12月25日） 

賛助団体紹介（16）玉光神社 本山一博宮司 

近藤祉秋（神戸大学大学院）「内陸アラスカ・ニコライ村における気候変動と生業文化」 

 

 (2)『現代宗教』の編集・刊行 

『現代宗教2021――特集：宗教と感染症』（HPにて公開、2021年3月） 

①対談「新型コロナウイルス禍で期待される宗教者の役割」若松英輔・島薗進（司会）弓山達也 

②テーマセッション「ウィズ・コロナ、ポスト・コロナの信仰のカタチ」黒崎浩行・佐藤壮広・君島

彩子（司会）西村明 

③インタビュー「文明史的視点から見るコロナ問題―歴史人口学者鬼頭宏氏に伺う―」鬼頭宏（聞き

手）西村明 

④濱田陽「パンデミック以降の共存と脅威―宗教、ヒューマニズム、新テクノロジー―」 

⑤朴炳道「「災害」としての近世日本の「疫病」と宗教的対処―疱瘡・麻疹・コレラからコロナまで

―」                   

⑥磯野真穂「コロナ禍において死はいかに消費されたか―新型コロナをめぐる痛ましい死の発生機序

―」 

⑦志田雅宏「新型コロナ感染流行とユダヤ教世界」 

⑧岩崎真紀「新型コロナウイルスがエジプト人の信仰生活に及ぼした影響―ムスリムとコプト正教徒

に焦点をあてて―」 

⑨宮澤安紀・尾角光美「死をめぐる新型コロナウイルス感染症の影響―葬送と死別・グリーフサポー

トの観点から―」 

⑩佐藤清子「2020 年のアメリカにおける宗教―コロナ・BLM・大統領選と信教の自由―」 

 

(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86号（2020年5月31日） 

②第87号（2020年8月31日） 

③第88号（2020年11月30日） 

④第89号（2021年2月28日） 

 

(4)その他 

『死生学年報2021』（リトン、2021年3月）の紹介 

 

4.国際宗教研究所賞の授与  

第16回国際宗教研究所賞・受賞者及び受賞業績 

研究所賞 松谷曄介著『日本の中国占領統治と宗教政策―日中キリスト者の協力と抵抗』（明石書店、

2020年1月） 

奨励賞 山本健介著『聖地の紛争とエルサレム問題の諸相―イスラエルの占領・併合政策とパレスチナ

人』 （晃洋書房、2020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 

（決議の省略） 
2020年6月1日 

①2019年度事業報告書承認 

②2019年度収支決算報告書承認 
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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 

（決議の省略） 
2020年6月20日 

①2019年度事業報告書承認 

②2019年度収支決算報告書承認 

③理事の選任 

第2回理事会 

（決議の省略） 
2020年6月20日 

①理事長（代表理事）選定 

②常務理事（業務執行理事）選定 

③顧問選任 

第3回理事会 2021年3月16日 

①2021年度事業計画承認 

②2021年度収支予算承認 

③資金調達及び設備の投資の見込承認 

 

＜附属明細書の作成について＞ 

2020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。 


