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国際地球理解年（IYGU）とは何か
ベッカー：2016 年は、サステナビリティに対する意識を高めるために、世界の学術界を代表する
ICSU (国際科学会議)、ISSC (国際社会科学評議会)、CIPSH (国際哲学人文学会議)の 3 団
体により国際地球理解年（IYGU, International Year of Global Understanding）と定めら
れたとのことですが、これについて、プロジェクトの中心メンバーでいらっしゃる氷見山
先生からご説明いただけますか？
氷見山：IYGU の目的は、人々の身近な行動がどう地球規模の影響をもつかについての理解を深
め、気候変化、食糧安全保障、大規模人口移動にかかわる軋轢などの深刻な地球規模の問
題に対し、より良い改善策を追求することで、とくに ESD（持続可能な開発のための教育
Education for Sustainable Development）を含む広い意味での環境教育の改善と推進に力
を入れています。もとになったプロジェクトは IGU（国際地理学連合）が 10 年前に提唱
した Cultures and Civilizations for Human Development Project (CCHD)です。その中
心となった IGU 第 21 代会長のアダルベルト・バレガさんはそのわずか 2 年後に亡くなら
れ ま し た が 、 IGU 文 化 地 理 学 研 究 委 員 会 (Commission on Cultural Approach in
Geography) 議長のイエーナ大学のベンノ・バレン教授がそれを引き継ぎ、IYGU へと発
展させました。私は彼に CCHD を ICSU が提唱した Grand Challenges 構想に結びつけて
はどうかと提案しました。その後バレン教授の IYGU 提案はユネスコ総会で承 認され、
2015 年 9 月、ICSU, ISSC, CIPSH による 2016 年を IYGU とする共同宣言へと繋がりま
した。IYGU の開会式は 2016 年 2 月、ドイツのイエーナ市で盛大に開催されました。
私は、日本学術会議でフューチャー・アース（Future Earth、現在最大規模の国際的・
学際的な地球環境研究プログラム）推進のための委員会に参加し、また「持続可能な発展
のための教育と人材育成の推進」という委員会の委員長も務めています。IGU の会長とし
ても、フューチャー・アースの理念に合った教育の推進に努めています。私は北海道教育
大学の教員としてそのような教育研究と実践に長く従事しており、その経験が生きていま
す。
ベッカー：フレデリクス先生はどのようなプロジェクトやご研究をなさっているのですか？
フレデリクス：昨年から取り組んでいるのは、シカゴ大学大学院の宗教学研究科（ディヴィニテ
ィ・スクール）に「宗教と環境 Religion and Environment」という新しい大学院カリキュ
ラムを立ち上げることです。このカリキュラムの目標は、第一に、さまざまな宗教コミュ
ニティで将来、リーダーシップをとっていく若者たちが、自分の宗教伝統が環境問題に対
して積極的に関わるポテンシャリティをもっていること、これまでもそうだったことを理
解すること、第二に、将来、大学で教えることになる若者たちが、その人の専門がなんで
あっても、宗教と環境の問題について一定の知識を身につけているようにすることです。
私自身の研究としては、
「サステナビリティの指標 sustainability indicators」に含まれた
倫理や価値観を測定する数量的調査、より最近は、感情、とくに罪と恥の感情が、私たち
の環境への関わりをどう左右するかについて、人文学的な研究を行っています。２つの研
究は私にとって相補的なものです。
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環境教育の実践と宗教研究の役割
ベッカー：お二人とも教育に言及されましたが、もう少し詳しくご説明いただけますか？
氷見山：日本の学校の環境教育は 1992 年のリオ・サミット（環境と開発に関する国際連合会議）
を契機として本格化しました。地理・地学や家庭科はとくに環境教育に適していますが、
基本的に、すべての科目の中で環境教育を実施するということになっており、環境教育に
特化した科目を設けているわけではありません。フューチャー・アースのための教育の任
務は、そのような教育を推進することです。
フレデリクス：アメリカの環境教育は、政府主導というよりも、1960-70 年代にアクティヴィズ
ム（社会運動）を通して徐々に始まりました。生物学、地学、地理学などの理系の科目で
導入されました。これと並行して、70 年代、80 年代に発展していったのが、環境哲学、環
境倫理学、
「宗教と環境」研究です。哲学者や宗教学者の方は自然科学者の環境研究に興味
を示してきましたが、自然科学者側が私たちの方に関心を向けることはあまりありません
でした。幸いなことに、最近はずっと学際的になってきていますが。シカゴ大学のプログ
ラムでも、院生に、宗教倫理や儀礼だけでなく、経済学や地理学などの知識も吸収してほ
しいといつも言っています。そういった学際的な視点抜きには、環境問題の対策を立てて
も、理想論に終わり、実現性に乏しいものになりかねませんので。
ベッカー：授業ではどのような具体例をお使いですか？
フレデリクス： 環境正義運動（environmental justice movement 環境問題から貧困層を救うた
めの活動。この場合の「正義」は「公正」に近い）ですね。1980-90 年代に認識されるよう
になったのですが、環境破壊による被害をもっとも受けているのは、アメリカ国内でも世
界でも、非白人、貧困層です。水や大気の汚染の害を直接被っているのです。癌に罹る割
合が高いといったことだけでなく、聖地など、宗教・伝統的に大切な場所の環境が破壊さ
れ、そこを利用できなくなるということが起こっています。こういった環境的不正義に対
して立ち上がった研究者や活動家の活動は、宗教学の授業ではよい例になっています。と
いうのも、院生たちは、倫理や正義、ケアについて考えることには慣れていますが、環境
問題は単なる経済的・社会的問題ではなく、身体や大気に関わる問題だということに気づ
いていません。ですから、環境正義運動は授業で格好の導入になっています。
ベッカー：日本では環境汚染の被害者はまず地域住民ですね。でも、足尾鉱毒事件でも水俣病の
ときも、日本の宗教者や宗教学者は、環境問題に関してあまり社会的・政治的にアクティ
ヴではありませんでした。アメリカはまずそこが違いますね。
フレデリクス：アメリカの宗教研究者が環境正義のために草の根の運動を始めるときは、地元の
宗教コミュニティと連携することがしばしばです。必ずしも宗教団体のリーダーが運動を
先導するということにならなくても、教会で集会を開くとか、信者のネットワークを使う
とか。宗教団体から活動資金を援助されることもあります。そのように支援はされても活
動の中で宗教用語を使うわけではないので、宗教団体と環境運動の間に連携があることは、
学生も全く知らないことが多く、啓発されるようです。
ベッカー：アメリカでは、環境正義運動で宗教研究者が役割を果たしていることがわかりました
が、日本の宗教研究者はどうでしょうか？
氷見山：いえいえ、日本でも最近は仏教界など宗教界も環境問題に関心を持つようになってきた
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と聞いていますよ。とくに東日本大震災後は、環境問題と不可分の災害問題を通して。こ
のところ、ＴＶをつけると、国内外の自然災害のニュースがひっきりなしですね。あらゆ
るところで台風、洪水、地震が相次いでいます。自然災害がここまで頻発するというのは、
なにか人為的な要因が絡んでいるのではないかとみな気づいているでしょう。
ただし、公立の小中高等学校で宗教をとりあげることは日本では難しいと思います。大
学レベルでも社会科学や倫理学の授業で社会的不正義のテーマを扱ったとしても、担当す
る教員が宗教について学んだことがない人ばかりですから。学生には、宗教を重視する国
やコミュニティが世界にはたくさんあるのだということを知ってほしいですね。私はアジ
アの土地利用について長く研究してきました。土地利用の現状や変化の背景を理解するに
は、そこの住民の意識や考え方なども知らなくてはいけないのですが、人々の頭の中に何
があるのかは地理学だけではわかりません。文化の研究はしたのですが、宗教はさらに深
く、人々の価値観を構成するものですから、そこを理解することが重要だと思っています。
ベッカー：最近、日本の報道では自然災害のニュースが本当に多いのですが、アメリカはどうで
しょうか？アメリカのＴＶは、あれこれ買え買えという消費者主義に支配されていません
か？それでは、地球温暖化防止のためにエアコンを切らなくては、とわかっていても、つ
い快適さの方を選んでしまいますね。恥ずかしい話ですが、先週会ってきたフロリダ州の
私の親戚も、問題があるのは理解できても、生活スタイルを変えることはなかなかできな
いと言います。そこに人の物の見方を左右する教育や宗教に、切り込んでほしいと思うの
ですが。
氷見山：私は科学者として、まず事態がいかに深刻かという事実を学生に見せますね。ただ、飢
餓とか極端な水不足とか、自分が経験したことのないことはなかなかピンとこないようで
す。それはアメリカも同じですよね。アメリカは国が広大なので、外国まであまり目が向
かない傾向がありますよね。しかし、知識だけでは人々の考えを変えることはできないの
で、そこで宗教の力が期待できます。
フレデリクス：そうですね、そういった価値教育も重要ですが、環境を守りたいという価値を持
つだけでもだめで、どうやってそれを実行に移すかという点で、また多様な知識が必要に
なってきます。冷房や暖房を控えたいけれど、断熱機能の低い安いマンションにしか住め
ない、じゃあどうしよう、となったらそこから知恵を絞らなくてはいけません。時には自
分の価値を一部曲げてでも、さまざま公共政策を推進する方が、価値観の合わない人と一
緒に環境問題に対処することが容易になるといったこともあります。ベッカー先生も仰る
ように、アメリカの消費者主義は目に余るのですが、消費電力の多い旧型の冷蔵庫を、エ
コな新型の冷蔵庫に買い替えさせるのに、電力会社が取った作戦はクーポン券を配るとい
うものでした。経済的なインセンティヴが環境問題の改善につながるということもあるの
です。これは成功しました。
「正しい理由のもとに正しいことを行う」のは確かに理想的で
すが、全員がそうなるまで待っているわけにはいきませんから。
求められる学際的連携
ベッカー：モチベーションは、研究者間にも必要ですね。自然科学者に宗教研究者や教育学者に
対して耳を傾けてもらうためのモチベーションをつけるにはどうしたらいいでしょうか。
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氷見山：この対談はまさにそのための一歩ですね。私と岡田真美子先生、藤原聖子先生が出会っ
て、このような対談の実現にまで至ったように、学術会議は理系と文系の学者の交流を促
進する場になっています。私と岡田先生の環境教育への取り組みについては、
『学術の動向』
2016 年 7 月号（「Let’s Co-Produce―つながる環境教育―」）をご覧ください。学術会議が
加盟している ISSC と ICSU も 2 年後に合併するようですから、国際的にもいっそう交流
の機会が増えていくでしょう。
フレデリクス：私の周りでも、最近は理系の学者が、環境問題は単に生物学や地学の問題ではな
く、人間の意思決定に深く関わるのだということを認識するようになりました。文化や宗
教がどのように人々の価値に、さらにそれに基づく意思決定に影響するのかを、自然科学
者も知りたいと思うようになったのです。それは、環境問題をより総合的に知りたいとい
う知的なモチベーションによることもありますが、実践的なモチベーション、つまり、実
際に水質汚染を防ごうとするのに、住民の価値観や意思決定プロセスを知ることが必要だ
からということもあります。
ベッカー：宗教学者は、伝統文化を研究しても、それが記述レベルにとどまり、そこから環境問
題などの状況を変えるという方向に行かないことが多いです。しかし、記述するのみとい
うのは現状を容認していることにもなる、つまり宗教研究者が保守勢力に加担していると
も言えてしまいます。これについてはどうお考えですか？
フレデリクス：私より上の世代には、
「宗教研究がなすべきことは記述だけだ。それ以上に何かや
ることは、特定の宗教を推進することになり、学問ではなくなってしまう」という宗教学
者と、社会的な実践派の宗教学者の対立がありましたが、私の世代の「宗教と環境」研究
者はなんとかそこを両立させたいという思いが強いです。記述を通して現象をよく理解す
るとともに、宗教者に、あるいは宗教者と協力しようとする無宗教の人たちに対して何ら
かの形で役に立つよう努めています。たとえば、宗教者と無宗教の人たちをとりもつ役目
や、プロジェクトのファシリテーターとしての役目です。
氷見山：それぞれの学問分野がコミュニケーションを通して影響を与え合うことができますよね。
宗教研究者は他の学問分野の研究者に何を提供できるでしょうか？
フレデリクス：宗教研究者は、その地域の人たちの生きかたにとって意味のある「物語 narrative」
を捕まえ、それを理解します。ほかの学問分野の人なら、単なる“神話”じゃないかと見過ご
すようなところで、その地域の人々を理解するために重要なものを見出すのです。
また、とくに宗教倫理学者は、人々の価値観と行動の間に一貫性があるかどうかを調べ、
なければ指摘するということもします。今は国連であろうと政府であろうと企業であろう
と学校であろうと NGO であろうとみなが環境問題を認知しており、現在生きている人た
ちの間での公正さ（justice）だけでなく、その人たちと未来の世代の間での公正さについ
ても考えています。しかし、日々の生活の中で、具体的に次に何をするかを考える段にな
ると、環境問題のことはすっかり忘れてしまうということがよくあります。そのような場
合に宗教倫理学者は「あなたは公正さが大事だと口では繰り返し言うけれども、それはあ
なたの行動に表れていますか」と問いかけるのです。
そのギャップの存在を、宗教研究者による分析を通して、広く認知してもらうことができ
ます。宗教研究者のやることは、私の価値をあなたの価値にもしてもらう、ということで
は必ずしもなく、むしろ、あなたはこれが自分の価値だというけれども、あなたは実際に
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それに従って行動していますか、と問いかけることなのですね。
アメリカでも倫理学の授業は哲学者が担当することが多いのですが、宗教研究者には独自
の強みがあります。人々の実際の経験（lived experience）を踏まえているということです。
つまり、物語や、コミュニティや、儀礼を。その実際の経験を、理論的倫理学に結びつけ
ることができるのが強みです。
氷見山：フューチャー・アースの大きな特徴の一つは、文理をまたぐ学際性です。1960 年代に地
球環境問題が顕在化して以降、特に 1980 年代から 20 年間、30 年間と科学者たちがそれ
について研究を進めました。それらの研究自体は優れたものだったのですが、しかし、社
会の方はいっこうに変わってくれませんでした。つまり、理系の研究だけでは行き詰った
のです。そこでフューチャー・アースでは、人文社会系の研究者に参加してもらうことが
最初から大きな課題になりました。つまり、ここにいる皆さんが、環境のために世界を変
える“救世主”になってくれる、と私たちは期待しているのです。
ベッカー：一つ懸念されることですが、自然科学の学会と社会科学の学会が合体すると、数量的
な研究に偏りませんか。フレデリクス先生の「サステナビリティの指標 sustainability
indicators」に関する研究も、数量的なものですよね。しかし宗教はそう簡単に計量され、
整理されるようなものではありません。宗教と価値、あるいはサステナビリティを数値化
するということについてフレデリクス先生はどのようにお考えですか。
フレデリクス：おっしゃる通り、宗教は数に還元できるものではありませんが、私たちの社会で
は、数というものが非常に説得力を持っています。ですから、宗教研究者の戦略の一つと
して、まずは理系のやりかたに合わせて、自分たちも数を扱えるんだというところを見せ、
一目おかせた上で、対話を深めていくというアプローチが有効です。実際、私のサステナ
ビリティの指標についての共同研究でも、科学者たちは、数がすべてだとは思っていませ
ん。しかし、数以外の部分をとらえるための言葉や方法が彼らにはないのです。そこから
が宗教研究者の本領発揮の場です。私自身の研究も、サステナビリティの指標研究から感
情研究にシフトしたのですが、この後、第三段階では、両者を統合しようと思っています。
氷見山：私は実は元々物理学から出発していますが、そこから地理学に転じ、博士論文は「文化
空間の日英比較」でした。ですから、文化に関心があるのですが、同時にそれを数量的に
理解しようともします。博士論文のときだけでなく、日本の土地利用変化について研究す
るときにも統計をよく使います。日本には多くの統計データが存在しているのですが、日
本の政府も研究者もそれを必ずしも有効に使っていない、データをしっかりと読んでいな
いという問題があります。勿論同時に、数がすべてではないという認識も常に持つ必要が
あります。宗教はとりわけ数量化が難しそうですが、図表化・グラフ化ができるなら、非
常に伝わりやすくなると思いますね。他方、理系の学者ももっと文系と対話すべきです。
学術会議では、私は彼らにもっと初等・中等教育に関心を持ってほしいと言ってきました。
というのも、子どもたちに向かって説明することによって、自分の考えも明晰になり、子
供たちから学ぶことも多いからです。研究と教育は連携しながら進められるのが望ましい
のです。
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サステナビリティと宗教の両義的関係をどう考えるか
ベッカー：サステナビリティの議論で、「持続可能な発展 sustainable development」とよく言う
のですが、本来、右肩上がりの発展は必ずしもサステナブル（持続可能）ではないので、
この表現はある意味、矛盾していますよね。どのような発展がサステナブルなのでしょう
か。例えば物質的搾取はサステナビリティを脅かしますが、スピリチュアルな発展は全く
脅かしません。どのような発展がサステナブルであり、その発展のためにご専門の研究分
野はどのように貢献できるとお考えですか？
氷見山：たしかに「持続可能な発展」はあいまいな概念ですが、地理学者としての私たちの役目
の一つは、地球上で起こっている変化を正確に測定し理解することです。現状とその問題
点を把握し、そこから悪い方向に変化していないかどうかを知ることが必要です。国際的
な研究では広域の統一的な実態把握が難しい場合が少なくありませんが、各国や部分地域
毎に変化を計測し、それを地域間で比較することはできるかもしれません。要は使える知
識や情報、手法を総動員して、諸地域の状況と変化の実態をできるだけ統一的かつ正確に
把握し理解することです。たとえば地球温暖化はどこでどのように進んでいるのか、ある
いは進んでいないのか、その影響はどうか、などを常にチェックし、結果を社会にわかり
やすく伝えることが重要だと思います。私見では、人口問題は温暖化以上に深刻です。
フレデリクス：私の考えでは、何が「持続可能な発展」と言えるかは、地域によって変わります。
ベッカー先生のご質問、
「どのような発展がサステナブルか」という問いには、サステナブ
ルとはどういった状態かについて、みなが一つのヴィジョンを共有できるという前提が暗
黙のうちに含まれています。
学生を刺激するのにあえて使う話なのですが、地球をサステナブルにするには比較的簡単
な方法が一つある、それは人類の 90％がいなくなればよいのだ、というのは一理あります。
純粋に生物学的に理想的な地球環境を追求するのならそれは一つのヴィジョンになります
が、みな、それは困ると言います。つまり、単純に生物学的にサステナブルといえる状態
に地球環境をもっていけば済むのではなく、人間の何らかの価値が介在してきます。みん
な人類の存続、文化・社会関係の存続に価値をおいているのです。要するに、サステナビ
リティの概念には価値が埋め込まれています。ですから、宗教研究からできる貢献は、人々
が自分たちの文明のヴィジョン、望ましい社会のありかたと思うもの、あるいは、何が実
のところ自分たちにとってもっとも重要なのかを明確に言語化して理解することを助ける
ことだと思います。
一例を挙げましょう。アンデス山脈のある村の話です。その村では発電のためにディーゼ
ル発電機を長らく使っていました。そこに NGO がやってきて、汚染問題の解決に協力し
ましょうといって、太陽光発電に変えたのです。ソーラーパネルが設置され、使用が開始
されてから、研究者が「このプロジェクトをどう思いますか」と村人たちに質問しました。
村人はみな喜んでいたのですが、しかしなぜ喜んだのかというと、空気がきれいになった
からではなかったのです。ディーゼル発電機は騒音が大きく、村の広場にそれが置かれて
いたので、そこでは会話をすることもままならなくなっていたのですが、ソーラーパネル
に変わってから、そこが憩いの場に戻ったからでした。つまり、地元の人たちは、大気汚
染には関心がなく、コストすらもあまり気にしていなかった。むしろ広場に集まりみなで
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くつろぐという文化の維持が重要だったのです。ですから、宗教研究者の物語理解や社会
科学者の調査を通して、その地域の人々にとって、何がその社会を持続する意義があるも
のにしているのかを捕まえることが非常に重要なのです。
ベッカー：氷見山先生がサステナビリティのために重要な人口問題を挙げられましたが、もう一
押ししますと、伝統的宗教の価値観では、人口の増加は良いこととされてきました。その
宗教文化の価値観を重視し、保護しようとすると、フューチャー・アースの目標と衝突す
るということにはなりませんか。
フレデリクス：それは「継続

対

変化」という問題ですね。確かに多くの伝統社会は子孫を増

やすことに価値を置いてきました。しかしそういった社会にはまた別の価値もあります。
たとえば相互扶助です。私たち研究者の役目は、当事者に対して、あなたの社会の伝統的
な諸価値のうち、今はどれを優先しますか、どれが重要になっていますかと問いかけ、当
事者が自ら選ぶよう促すことだと思います。つまり、宗教も土地利用も時代とともに変化
するのです。伝統を保ちながらも、そのどの部分を優先するかが時代によって変わるとい
うことです。
氷見山：人口問題について言えば、経済が発展した国・地域では人口が減少するという現象が世
界的に見られます。日本では近年人口減少のことばかりが問題視されていますが、世界的
には増加の方が依然として大問題です。しかし、世界人口の増加を止める最も確かな方法
としてこれまで知られているのは、人口が増え続ける途上国を経済的に豊かにすることで
す。
ベッカー：そうでしょうか、お金だけでなく教育も役目を果たすのではないでしょうか。統計学
的には、なるほど国の経済力と人口には相関関係があるとしても、それは必ずしも因果関
係ではないでしょう。つまり、世界中で教育を振興する、あるいは教育に価値を置くこと
を振興するならば、人口問題の解決につながるのではないですか？
氷見山：そう思うかもしれませんが、ところが、実際にはインドではそううまくいかなかったの
です。インディラ・ガンディー首相は家族計画に熱心で、女性たちは家族計画についての
教育を受け、それは人口抑制に一定の効果がありましたが、首相暗殺後その政策は止まり、
人口増加が再び加速してしまいました。
ベッカー：いえ、私が言いたかったのは、家族計画教育ではなく価値教育のことです。
フレデリクス：価値教育というのは、特定の内容の価値を教えるというよりも、人々に多様な機
会をもたらし、それぞれが自由に意思決定を行えるようにするということだと思います。
社会構造を変え、多様な機会を作ることで、生計を立てるために子どもを何人も持つ必要
はもうないのだとわかってもらうということです。教育、経済、政治の要素すべてそこに
は絡まっています。
氷見山：そう、問題はそう単純ではないのです。社会変化のことですから。
課題はグローカルな研究・実践の循環
ベッカー：今日は両先生より本当に重要な論点をたくさんご提示いただきましたが、最後にまと
めの言葉をいただけますか？
フレデリクス：現在、アメリカの「宗教とエコロジー」研究者が関心を高めているのは、世界の
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さまざまな宗教の信者たちと、自分は“無宗教”だと言っても実はなんらかの価値をもち、生
きる意味を求め、コミュニティで儀礼を実践するような人たちが、協力しながら環境問題
にどのようにポジティブに取り組むことができるかという課題です。ダイバーシティを広
げるためには、国際性は不可欠ですし、同時に、特定の地域の中にある、価値観の違いか
らくる緊張を緩和するために、相互理解を深め、よりよい協働を図ることも必要になって
います。身近な隣人をもっと理解することも大事だということです。つまり、グローバル・
レベルとローカル・レベルを循環しながら環境問題を考えるのが、
「宗教とエコロジー」研
究の現在の課題ですね。
氷見山：IYGU も実際、キーワードは「グローカル」(g lobal-local)だと思います。私は 2008 年の
北海道洞爺湖 G8 サミットの頃から「グローカル環境教育」を掲げています。よく「Think
globally, act locally」と言いますが、「Think locally, act globally」「Think globally, act
globally」
「Think locally, act locally」など、グローバル・レベルとローカル・レベルの関
係づけは全方向から必要ですね。
IYGU のリージョナル・アクション・センターが日本にも設置され、関心のある人や機
関の間でネットワーク作りが進んでいます。国際的にはポルトガルが特に先行しています。
日本のセンターは広島大学に置かれ、その「たおやかプログラム」（代表：岡橋秀典教授）
にはアジアから留学生が集まり、地球環境問題などを学んでいます。この「たおやかさ」
というのは重要です。フューチャー・アースの中心的なメンバーは自然科学者で、スピー
ド優先で物ごとを進めるため、グローバル・レベルに偏り、地域や文化への視点が軽視さ
れがちです。
「たおやかプログラム」は「地域の文化を起点として、そこから課題を見出し、
技術創生を行い、その成果が社会に実装され、そこから文化創生へと発展するという、文
化・技術・社会が一体となった連鎖的発展の実現」を謳っており、これは IYGU の精神を
よく表しているものと言えます。自然科学者には教育者、子どもたち、社会科学者更には
宗教学者や宗教者とももっと話し合って欲しいと思っています。

2016 年 9 月 9 日・早稲田大学戸山キャンパスにて
（文責：宗教研究諸学会連合 幹事
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藤原聖子）

