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公益財団法人国際宗教研究所 平成 29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 

 平成29年3月31日現在 

会員数 

平成30年3月31日現在 

会員数 

賛助会員 47 47 

個人会員 48 51 

RIRC協賛会員 12 11 

合計 107 109 

 

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 

従たる事務所 

   東京都杉並区和田1丁目 5-12 REビル1F 宗教情報リサーチセンター 

 

7. 役員等に関する事項（平成30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 上智大学教授 

常務理事 井上順孝 國學院大學教授 

常務理事 星野英紀 大正大学顧問 

常務理事 三木 英 大阪国際大学教授 

常務理事 山中 弘 筑波大学教授 

理事 板井正斉 皇學館大学准教授 

理事 岩田和子 東洋英和女学院大学教授 

理事 西岡和彦 國學院大學教授 

理事 三輪聖子 東京大学教授 

理事 矢野秀武 駒澤大学教授 

監事 下田正弘 東京大学教授 

監事 土屋 博 北海道大学名誉教授 

   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 河合信吉 金光教東京国際センター所長 

評議員 桐ケ谷章 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 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 池澤 優 東京大学教授 

顧問 石井研士 國學院大學教授 

顧問 大塚喬清 帝京科学大学名誉教授 

顧問 岡野正純 孝道教団統理 

顧問 川本貢市 中央学術研究所所長 

顧問 阪本是丸 國學院大學教授 

顧問 斎藤謙次 新日本宗教団体連合会事務局長 

顧問 櫻井治男 皇学館大学教授 

顧問 佐々木正典 コルモス事務局長 

顧問 眞田宜修 神社本庁総合研究所総合研究部長 

顧問 白木原嘉彦 天理教本芝大教会長 

顧問 PaulL.SWANSON 南山宗教文化研究所第一種研究所員 

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 中野 毅 創価大学教授 

顧問 中牧弘允 国立民族学博物館名誉教授 

顧問 西川勢二 真如苑教務長補佐 

顧問 萩本直樹 創価学会副会長 

顧問 深田惠子 円応教恵主 

顧問 細田あや子 新潟大学教授 

顧問 MarkR.MULLINS オークランド大学教授 

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 宮本惠司 妙智會教団法嗣 

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 渡辺雅子 明治学院大学教授 

   以上、30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 

従たる事務所（宗教情報リサーチセンター） 15名 

   以上、19名（1名の専任職員を含む） 

 

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 

ホームページで公開している下記の情報を新たにアップロードした。 

・国内記事年表アップロード（2016年10月～2017年9月分の記事分） 

・国外記事年表アップロード（2016年10月～2017年9月分の記事分） 

・平成29年に刊行された『ラーク便り』に掲載されている論文・研究ノート8点を執筆者の了解を 

得た上でPDFファイルとしてアップロード 

・『ラーク便り』記事をデータベース化してアップロード（2014年12月まで） 

・宗教系学校のリンク集の修正 

(2)来所会員への対応 

   RIRCに来所した協賛会員、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を行った。 

(3)研究員会議 

事業内容改善のための研究打ち合わせ会議をRIRCにて下記の2回実施した。 

平成29年7月27日 

平成29年12月14日 

(4)RIRC開設20周年記念プロジェクトの研究会 

   現在の研究員及びOB研究員の希望者によってプロジェクトチームが作られ、情報収集、 

及び記念誌編集のための研究会をRIRCにて5回実施した。 

   平成29年4月15日 

平成29年7月15日 

平成29年9月11日 

平成29年11月4日 

平成30年1月6日 

（5）公式ツイッターの開始 

平成30年1月より宗教情報リサーチセンターの公式ツイッターを開始した。「宗教・今日は何の日」

というテーマで、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を研究員が毎

日紹介するほか、国際宗教研究所の事業、連携機関の企画などを随時紹介している。 

 

2.公開講座の開催 

(1)平成29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主催 公開シンポジウム「記憶の場としての葬儀 

――その宗教性と非宗教性の境界」 

日時：平成30年2月24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岡澤慶澄（長谷寺住職）「長野市長谷寺（真言宗智山派）の事例」 

    ②芳村正徳（神習教教主）「神職の立場から」 

    ③大西 克明（(公財)東洋哲学研究所研究員）「新宗教教団・創価学会における葬儀の今昔」 

    ④クレイシ・ハールーン（大塚マスジド事務局長）「イスラームの葬儀」 

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 井上順孝（國學院大學教授・国際宗教研究所常務理事） 

参加者数：92名 
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(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 第16回「生と死」研究会例会 

シンポジウム「諸宗教の死生観と看取りの実践」 

日時：平成29年10月7日（土）14時40分～17時50分 

会場：東洋英和女学院大学大学院 201教室 （東京都港区六本木5-14-40） 

発題①高瀬顕功(大正大学BSR研究所助教)「浄土宗の死生観と死者供養」 

②奥原幹雄（金光教気仙沼教会副会長）「金光教の死生観――生きても死にても天地は住家」 

③山田弘子（GLA理事）「人間を魂としてみる――死生観に基づく葬制と看取り」／井口清吾（上 

尾中央第二病院副院長兼 ホスピス病棟長）「医療現場での取り組み」 

司会 渡辺和子（東洋英和女学院大学教授・国際宗教研究所理事） 

参加者数：59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） 

  ①ニュースレター86号（平成29年6月25日） 

賛助団体紹介⑨孝道教団 岡野正純統理 

第12回国際宗教研究所賞受賞記念 奈良雅史「現代中国における回族の民族誌」 

(公財)国際宗教研究所主催シンポジウム報告 

  ②ニュースレター87号（平成29年12月25日） 

賛助団体紹介⑩松緑神道大和山 田澤清喜教主 

湯川進太郎「マインドフルネスと心理学、そして武術」 

葛西賢太「心身を調える――現代の瞑想」 

読書案内「マインドフルネス・瞑想を理解するための読書案内」 

（公財）国際宗教研究所2017年度の活動報告 

 

 （2）『現代宗教』の編集・刊行 

『現代宗教2018――特集：現代宗教と差別・排除』（HPにて公開、平成30年1月） 

①対談 臼杵陽/三浦まり「宗教と排除・差別」 

②平井康大「理念の共和国はどこへ――トランプ大統領が示唆するもの」 

③友常勉「サバルタンと宗教――被差別部落の経験から」 

④藤生明「日本会議と葦津珍彦」 

  ⑤萩原修子「水俣病事件と「もうひとつのこの世」」 

⑥倉金佳「我々は移民の国にはなりたくない」――ハンガリー基本法体制から見た欧州の難民・移 

民危機」 

  ⑦佐原徹哉「サラフィ・ジハード主義の歴史と「イスラム国」」 

⑧猪瀬優理「ジェンダーと宗教――そのかかわりを問う問いに着目して」 

⑨川又俊則「伝統宗教集団のライフ・シフト――社会減から自然減へ向けた対応」 

 

（3）『ラーク便り』の発行（4回） 

①『ラーク便り』第74号（平成29年5月31日） 

②『ラーク便り』第75号（平成29年8月31日） 

 ③『ラーク便り』第76号（平成29年11月30日） 

 ④『ラーク便り』第77号（平成30年2月28日） 

 

（4）その他 

①『死生学年報2018』（リトン、平成30年3月）の紹介 
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4.国際宗教研究所賞の授与  

第13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  安田慎（帝京大学経済学部講師） 

『イスラミック・ツーリズムの勃興――宗教の観光資源化』（ナカニシヤ出版、2016年） 

 

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 平成29年 5月31日 

①平成28年度事業報告書承認 

②平成28年度収支決算報告書承認 

③新規賛助会員および個人会員の承認 

④新職員採用の件 

⑤顧問選任の件 

⑥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 平成29年 6月24日 

①議長の選出 

②議事録書名人の選出 

③平成28年度事業報告書承認 

④平成28年度収支決算報告書承認 

⑤「役員等の報酬および費用に関する規程」改定案承認 

⑥評議員の選任 

第2回理事会 
平成29年 8月31日

（決議の省略） 

①新規個人会員の承認 

②顧問選任の承認 

第3回理事会 平成30年 3月20日 

①平成30年度事業計画案承認 

②平成30年度収支予算案承認 

③資金調達及び設備投資の見込み案承認 

④「会員に関する規程」の改訂案承認 

⑤「国際宗教研究所賞規程」案承認 

 

 

＜附属明細書の作成について＞ 

平成 29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。 


