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第1号（創刊号） 2008年（平成20）年９月 

　創刊の辞　井上順孝
【プロジェクト活動紹介】
　「デジタル・ミュージアムの構築と展開」　井上順孝・加藤里美
　「デジタル・ミュージアムの構築と展開」プロジェクト内、ワーキンググループ活動報告
　　星野靖二
　「近世国学者の霊魂観をめぐる思想と行動の研究」　松本久史
　「日本神話の神話学的研究」　平藤喜久子

【昨年度の活動報告】
　オ ーストリア科学アカデミーアジア文化・思想史研究所主催国際シンポジウム Shinto 

Studies and Nationalism に参加して　遠藤潤
　フォーラム「画像資料の公開と知的財産権」　黒﨑浩行

【研究論文】
　 霊能番組への関心と宗教情報リテラシー―第 9 回学生宗教意識調査の結果を中心に―
　　井上順孝

【スタッフ紹介】
【出版物紹介】
【研究所からのお知らせ】

【プロジェクト活動紹介】
　「デジタル・ミュージアムの構築と展開」　井上順孝
　「近世国学の霊魂観をめぐるテキストと実践の研究―霊祭・霊社・神葬祭―」　松本久史
　『万葉集神事語辞典』　辰巳正明・城﨑陽子

【研究論文】
　学 生における宗教文化教育への関心について―2008 年度アンケート調査の分析から―　

井上順孝
　日本における宗教間対話と宗教間協力　ドロシア・フィルス
　韓国新宗教研究の最近の動向―機関誌『新宗教研究』の内容から―　李和珍

【第 3 回国際比較神話学会議講演】
　日本神話にみる基層心意―“ 出雲 ” の姿相・位相を踏まえて―　千家和比古
　中央アジア神話と日本神話　マイケル・ヴィツェル

【特集 日本文化研究所設立 60周年】

日本文化研究所 50 年～ 60 年の活動記録 4

年報目次

第2号 2009（平成21）年9月
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【スタッフ紹介】

【プロジェクト活動紹介】
　「デジタル・ミュージアムの運営と関連分野への展開」　井上順孝
　「近世国学の霊魂観をめぐるテキストと実践の研究―霊祭・霊社・神葬祭―」　松本久史

【2009 年度のトピック】
　国際研究フォーラム「映画の中の宗教文化」
　ミニ・シンポジウム「死と霊魂をめぐる国学者のいとなみ―現実のなかの死生観―」
　宗教文化の授業を考える研究会
　第 3 回国際比較神話学会議

【展望】
　「宗教文化士」制度の発足へ向けて　井上順孝

【研究論文】
　グローバル時代と企業にとっての宗教文化　井上順孝
　圓佛教教徒の意識調査―アンケート調査の分析を中心に―　李和珍

【スタッフ紹介】
【出版物紹介】

【プロジェクト活動紹介】
　「デジタル・ミュージアムの運営と関連分野への展開」　井上順孝
　「近世国学の霊魂観をめぐるテキストと実践の研究―霊祭・霊社・神葬祭―」　松本久史

【2010 年度のトピック】
　宗教文化の授業研究会
　第 20 回国際宗教学宗教史会議（IAHR・トロント）に参加して
　日本宗教学会パネル「〈霊魂の学知〉と政治活動―19 世紀の鈴屋と気吹舎を焦点に―」
　国際研究フォーラム「イスラームと向かい合う日本社会」
　公開講演会「観光と宗教」
　「近世国学の霊魂観をめぐるテキストと実践の研究」プロジェクト
　相馬地方調査報告

【特集：宗教文化士制度発足】
　宗教文化士資格認定制度の意義と展望　土屋博
　宗教文化士制度発足への歩み　井上順孝
　心理学領域の資格をめぐる問題　斉藤こずゑ
　「宗教文化の授業研究会」の試み　平藤喜久子
　教材開発の現状報告　今井信治

【研究論文】

第3号 2010（平成22）年9月

第４号 2011（平成23）年9月
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　圓仏教の現況と研究の動向―宗教社会学的視点から―　李和珍
【スタッフ紹介】
【出版物紹介】
【テレビ放映・番組紹介】

【プロジェクト活動紹介】
　「デジタル・ミュージアムの運営と関連分野への展開」　井上順孝
　「『國學院大學 国学研究プラットフォーム』の構築」　遠藤潤

【2011 年度のトピック】
　宗教文化の授業研究会
　国 際研究フォーラム「デジタル映像時代の宗教文化教育―開かれたネットワークによる取

り組み―」
　日本文化研究所購読・収蔵英文雑誌とその活用
　日本文化研究所ウェブサイトのリニューアル
　第 2 回国学研究会

【研究論文】
　新宗教研究にとっての認知科学・ニューロサイエンス　井上順孝
　圓佛教の海外布教現況―日本教区を中心に―　李和珍

【スタッフ紹介】
【出版物紹介】
【テレビ放映・番組紹介】

【プロジェクト活動紹介】
　「デジタル・ミュージアムの運営と関連分野への展開」　井上順孝
　「『國學院大學 国学研究プラットフォーム』の構築」　遠藤潤

【2012 年度のトピック】
　国際研究フォーラム「宗教文化教育の射程―文学と美術をめぐって―」
　2012 年度の CERC の活動について
　宗教文化の授業研究会
　共催事業報告「教派神道六派特立一三〇周年」記念公開シンポジウム
　「國學院大學 国学研究プラットフォーム」の現状と今後
　第 3 回国学研究会 吉田麻子著『知の共鳴：平田篤胤をめぐる書物の社会史』書評会
　ハーバード大学への派遣について　星野靖二
　南フランス出張報告　平藤喜久子
　南カリフォルニア大学における国際会議　井上順孝
　北京での日中 3 か国フォーラム報告　井上順孝

第5号 2012（平成24）年9月

第6号 2013（平成25）年9月
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　ベトナム調査報告　井上順孝
　日本文化研究所・研究開発推進機構と私　遠藤潤

【研究論文】
　宗教の境界線―学生に対する意識調査から―　井上順孝
　宗教文化教育の到達目標に関する一考察―第 1 ～ 4 回宗教文化士試験問題の分析から―　
　　塚田穂高
　 神社年中行事の成立過程について―二十二社・一宮の農耕行事に焦点をあてて―
　　鈴木聡子

【スタッフ紹介】
【出版物紹介】
【テレビ放映・番組紹介】

【プロジェクト活動紹介】
　「デジタル・ミュージアムの運営および教育への展開」　井上順孝
　 「『國學院大學 国学研究プラットフォーム』を拠点とする国学の『古事記』解釈の研究」　

　遠藤潤
【2013 年度のトピック】
　公開学術講演会「ネットワークする宗教研究」
　国際研究フォーラム「日常生活と宗教文化：戒律をめぐる問題を中心に」
　2013 年度の CERC の活動について
　公開学術研究集会「國學院大學の国学研究の現在」
　出 張報告 研究事業「國學院大学 国学研究プラットフォーム」の展開による鹿児島調査

（2013 年 3 月）　遠藤潤・武田幸也
　出張報告 「ハーバード大学ライシャワー日本研究所設立 40 周年記念会議」　井上順孝
　日仏会館討論会「宗教・ライシテ・道徳」　井上順孝
　出張報告 「国際比較神話学会」　平藤喜久子
　 出張報告「ボーダリング・ザ・ボーダレス：東アジアにおける近代仏教の諸相」　星野靖二
　出張報告「世紀転換期の米国における日本宗教の提示についての研究」鹿児島・京都調査
　　星野靖二

【研究論文】
　宗教文化教育の教材としての映画　井上順孝
　資 料紹介 河合博之駐ポーランド特命全権公使の改宗と客死（1933 年）―『無原罪の聖母

の騎士』誌より―　加藤久子
　講 演録 イギリスにおける多民族・多宗教の問題とその解決をめぐって―教育の現場を事

例に―　ジュリア・イプグレイヴ（翻訳：間永次郎） 
【スタッフ紹介】
【出版物紹介】
【テレビ放映・番組紹介】

第7号 2014（平成26）年9月
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【プロジェクト活動紹介】
　「デジタル・ミュージアムの運営および教育への展開」　井上順孝
　「 『國學院大學 国学研究プラットフォーム』の展開―明治期の国学・神道関係人物を中心

に―」　遠藤潤
【2014 年度のトピック】
　国際研究フォーラム「ミュージアムで学ぶ宗教文化―デジタル時代のチャレンジ―」
　2014 年度の CERC の活動について
　宗教文化の授業研究会
　東 京・渋谷から日本の文化を発信するミュージアム連携事業「ミュージアム展示とデジタ

ル技術」研究会
　出張報告「香港亞洲研究學會」　平藤喜久子
　出 張報告 Asian Buddhism : Plural Colonialisms and Plural Modernities - workshop #3 - 

Kyoto　星野靖二
　出 張報告 Santander International Summer Schools for Doctral Students "What is Caesar's, 

what is God's?: A transcultural perspective on the legitimation of the political and 
religious spheres"　星野靖二

　出張報告「二十二社調査」　天田顕徳
　出張報告「中国の宗教文化関連の施設の調査」　井上順孝
　出張報告「ワルシャワ調査出張」　加藤久子 

【研究論文】
　国際的視点からみた宗教文化教育　井上順孝
　研 究ノート 妙智會教団とグローバル化―「ありがとうインターナショナル」への改称を

中心に―　李和珍
【スタッフ紹介】
【出版物紹介】
【テレビ放映・番組紹介】

第8号 2015（平成27）年9月
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