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公益財団法人国際宗教研究所 2018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 

 2018年3月31日現在 

会員数 

2019年3月31日現在 

会員数 

賛助会員 47 47 

個人会員 51 50 

RIRC協賛会員 11 11 

合計 109 108 

 

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（2019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 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 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 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 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 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、32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） 16名 

   以上、20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（2017年10月～2018年12月分の記事分） 

・国外記事年表アップロード（2017年10月～2018年12月分の記事分） 

・2018年度に刊行された『ラーク便り』に掲載されている論文・研究ノート・小特集 11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（2016年3月まで） 

・研究員の研究論文のうち、公開可能なものについて37点をアップロード 

宗教系学校のリンク集の修正 

スマートフォンから閲覧するときに見やすくなるよう仕様を修正 

 

(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4回実施した。 

2018年4月27日、2018年7月30日、2018年12月19日、2019年3月22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3回実施した。 

2018年5月12日、2018年7月8日、2019年2月27日 

 

(5)CSIジャーナル社との打ち合わせ 

2018年 9月 19日 宗教記事の選択及び分類を新しい基準で行うに当たり、クリッピング作業を行なっ

ているCSIジャーナル社の社長、社員とRIRC研究員との意見交換 

 

(6)寄贈資料の整理 

寄贈を受けた書籍、映像資料等をデータベースに登録 

 

(7)ツイッターによる情報発信 

「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。国際宗教研究所の事業、連携機関の企画、研究員の学会発表なども随時紹

介。2018年度から2つのコーナーを新設（センター長注目の宗教ニュース、ラーク所蔵資料紹介） 

 

2.公開講座の開催 

(1)2018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「支え合う、はぐくむ、宗教の

力―格差と孤立を越えて―」 

日時：2019年2月17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池田奈津江(弥生神社権禰宜) 
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      ②久保一元(天理教麹町大教会会長) 

      ③ビスカルド篤子(カトリック大阪大司教区社会活動センターシナピス事務局員) 

      ④吉水岳彦(ひとさじの会事務局長) 

司会 弓山達也（東京工業大学教授・国際宗教研究所常務理事） 

コメンテーター 芳賀学（上智大学総合人間科学部教授） 

参加者数：102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 第17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Ⅱ」 

日時：2018年10月6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神仁（臨床仏教研究所上席研究員） 

②白木原嘉彦（天理教本芝大教会会長） 

③サック・キャロル（アメリカ福音ルーテル教会宣教師、リラ・プレカリア創始者） 

司会 渡辺和子（東洋英和女学院大学教授・国際宗教研究所顧問） 

参加者数：39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88号（2018年6月25日） 

賛助団体紹介⑪天台宗 齊藤圓眞 天台宗総合研究センター長 

第 13回国際宗教研究所賞奨励賞受賞記念 安田慎「無くなったフィールドに思いを馳せる―シリ

ア騒乱とシーア派参詣地群をめぐるその後」 

(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89号（2018年12月25日） 

賛助団体紹介⑫大本 成尾陽 愛善宣教部長 

特集インタビュー① 株式会社寺院デザイン 薄井秀夫 代表取締役 

特集インタビュー② 株式会社DO THE SAMURAI 吉田亮 代表取締役 

読書案内（對馬路人）「世俗的宗教コーディネーターを理解するための読書案内」 

（公財）国際宗教研究所2018年度の活動報告 

 

 (2)『現代宗教』の編集・刊行 

『現代宗教2019――特集：科学技術と宗教』（HPにて公開、2019年1月） 

①対談「科学技術は良い生活にいかに貢献するか」芦名定道・ドミニク・チェン 

②西垣 通・島薗 進（聞き手）「人工知能と宗教―『AI 原論』から見えてくるもの―」 

③香川知晶「われわれはいかなる世界を望むのか―フランス生命倫理法改正と保健医療民主主義―」  

④インタビュー「伝統仏教とヴァーチャルリアリティ」 霜村叡真／弓山達也 

⑤木村武史「人新世（アントロポセン）の時代における技術と宗教」  

⑥濱田陽「ホモ・レリギオ―人工知能、合成生物学と揺れる信念の彼方―」  

⑦下野葉月「「宗教と科学」に関する歴史的考察」  

⑧澤井努「生命科学と倫理・宗教―幹細胞研究を糸口として― 」 

 

(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78号（2018年5月30日） 

②第79号（2018年8月31日） 

 ③第80号（2018年11月30日） 

 ④第81号（2019年2月 28日） 
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(4)その他 

 ①RIRC開設20周年記念誌の刊行 

・宗教情報リサーチセンター編『日本における外来宗教の広がり――21世紀の展開を中心に――』（非

売品、2019年3月25日刊行） 

・宗教情報リサーチセンター編『海外における日本宗教の展開――21 世紀の状況を中心に――』（非

売品、2019年3月25日刊行） 

②『死生学年報2018』（リトン、2019年3月）の紹介 

 

4.国際宗教研究所賞の授与  

第14回国際宗教研究所賞・受賞者及び受賞業績 

研究所賞 橋本栄莉著『エ・クウォス――南スーダン、ヌエル社会における予言と受難の民族誌』(九州

大学出版会、2018年3月） 

奨励賞  山下壮起著「ヒップホップの宗教的機能―アフリカ系アメリカ人ヒップホップ世代の救済観」 

（博士論文（神学） 2017年9月20日受理 同志社大学） 

 

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） 
2018年 5月14日 

①2017年度事業報告書承認 

②2017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 2018年5月31日 

①議長の選出 

②議事録署名人の選出 

③2017年度事業報告書承認 

④2017年度収支決算報告書承認 

⑤理事・監事の選任 

第2回理事会 

（決議の省略） 
2018年5月31日 

①理事長（代表理事）選定の件 

②常務理事（業務執行理事）選定の件 

③所長（国際宗教研究所所長）選任の件 

④顧問選任の件 

第3回理事会 2018年 8月4日 
①理事辞任の件 

②事業報告 

第4回理事会

（決議の省略） 
2018年9月20日 

①評議員会の招集について 

 新理事選定のため 

臨時評議員会

（決議の省略） 
2018年10月12日 

①理事選定の件 

第5回理事会 2019年3月15日 

①2019年度事業計画（案） 

②2019年度収支予算（案） 

③資金調達及び設備投資の見込み（案） 

④「シンポジウム規程」の制定（案） 

⑤事業報告 

 

 

＜附属明細書の作成について＞ 

2018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。 


