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グリーフケア研究所
Institute of Grief Care

〔東京〕四谷キャンパス　10号館3階321室
Tel.03-3238-3776　Fax.03-3238-4661

〔大阪〕〒531-0072　大阪市北区豊崎3-12-8　サクラファミリア2階
大阪サテライトキャンパス内
Tel.06-6450-8651　Fax.06-6450-8652

https://www.sophia.ac.jp/jpn/otherprograms/griefcare

沿革
グリーフケア研究所は、日本で初めてグリーフケアを専門とした教育研究機関として、
2009年4月にＪＲ西日本あんしん社会財団の寄付協力を得て、兵庫県尼崎市に「日本グ
リーフケア研究所」として設立され、2010年4月より上智大学に移管され、「上智大学グ
リーフケア研究所」と改名し、現在に至っています。
同研究所は、グリーフケアにかかる学術研究だけではなく、事件や事故の遺族の方 を々
はじめとした悲嘆者に対するグリーフケアを実践するために役立つことを目的として、「公
開講座『悲嘆』について学ぶ」、また、グリーフケアの実践を遂行できる専門的な知識・援
助技術を備えた人材を育成する「グリーフケア人材養成講座」を開講しています。

活動内容
•	グリーフケア・スピリチュアルケアに関する学術研究
•	グリーフケア人材養成講座の開講（東京／大阪）
•	グリーフケア公開講座の開講（東京／大阪・春と秋）
•	地方公共団体からの受託事業、協力事業
•	研究所「紀要」、その他グリーフケアに関する書籍の編集、発行

History
The Institute of Grief Care was established as Japan’s first institute dealing with this 
subject in April 2009 in Amagasaki City, Hyogo Prefecture, in April 2010 it becomes an 
institution of Sophia University. The Institute’s activities include professional training for 
grief care counselors. The Institute’s activities began following a major accident on the 
Fukuchiyama rail line. The activities of the institute have been supported by a grant from 
the JR WEST Relief Foundation, and from 2014, the Institute receives the contribution 
from other support groups.

Activities
•Research in Grief Care and Spiritual Care
•Professional training course for Grief Care practitioners
•Public Lecture series   in Tokyo&Osaka ( 2series a year)
•Activities commissioned by local governments
•Publications, including Grief Care a journal of the institute

写真：渡邉茂樹

附置研究機関 Affiliated Research Organizations

キリシタン文庫
Kirishitan Bunko Library

利用案内
学外者の利用については上智大学中央図書館の規定に準じる。
閲覧時間：平日9:30 ～ 16:30（11:30 ～ 12:30を除く、休館日あり）
中央図書館・総合研究棟8階824号室
Tel.03-3238-3538ラウレスキリシタン文庫データベース

https://digital-archives.sophia.ac.jp/laures-kirishitan-bunko/

設置目的
キリシタン文庫は、日本26聖人の殉教記念日である1939年2月5日、日本のキリシタン
宣教史、および宣教に伴う日欧文化の交流を研究すると共に、その知識と成果を広く
普及させることを目的とし、故ヨハネス・ラウレス師によって設立されました。

活動内容
学際的視野から国内外のキリシタン学関係史資料の蒐集、研究、出版などの事業を
行い、その成果を公表して本大学における教育と研究に役立てると同時に、キリシタン
学に関する専門図書館として広く学界に貢献しています。蔵書数は約15,900冊を数え、
16	～	17世紀に西欧で作成された貴重資料（図書、古地図）の他、明治初年に刊行さ
れたプティジャン版と同時代の天主公教会の出版物など約2,300冊も所蔵しています。
近年は科学研究費補助金を得て、ラウレス編『吉利支丹文庫』（文献目録）の第三版を
インターネット版（ラウレスキリシタン文庫データベース）と、キリシタン文庫所蔵のキリシ
タン貴重資料のバーチャルライブラリーを併設して、世界に向けて公表しています。

Mission
This Institute was established by the late Father Johannes Laures on February 5, 1939, 
the anniversary of the martyrdom of 26 Japanese saints, for the purpose of research 
on the history of Christian missions in Japan, cultural exchange between Japan and 
Europe in conjunction with missionary work, and for widerange diffusion of such 
knowledge and results.

Activities
Kirishitan Bunko is a world-famous center for the collection, study, and publication of 
materials on early East-West relations and Christian missionary activities in Japan and 
Asia. The Kirishitan Bunko collection includes about 15,900 volumes, including books, 
documents, maps, materials published in Europe in the 16th and 17th centuries, Roman 
Catholic Church publications from the Meiji period, Petitjean editions, and other related 
materials. In recent years a Japanesegovernment grant has provided funding for the 
release of an internet version of the third edition of“Kirishitan Bunko”bibliography and 
a virtual library of the Kirishitan Bunko Library rare book collection (Laures Kirishitan 
Bunko Rare Book Database and Virtual Library).

アジア人材養成研究センター
Sophia Asia Center for Research and 
Human Development
https://dept.sophia.ac.jp/is/angkor/

学内事務室：2号館16階1615室
Tel.03-3238-4136　Fax.03-3238-4138
カンボジア本部：
No.342, Phum Treang, Sangkat Slorkram, Siem Reap City, 171201 
CAMBODIA
Tel./Fax. ＋855-63-964-267

設置目的
アジア人材養成研究センターは、アジアの「隣人」のところへ出かけて行き、「仲間」と
なり一緒になって「ソフィア・ミッション（国際奉仕活動）」を実施しています。困ってい
る人を見捨てない活動をカンボジアで行なっております。「カンボジア人による、カンボ
ジアのための、アンコール･ワット保存修復」を国際奉仕活動の哲学に掲げ、1991年か
らカンボジアの現場でカリキュラムを組み、30年にわたり現地の人材を育てています。

活動内容
1）人材養成の拠点：私たちは、内戦中からカンボジアへ出かけ、1996年には日本で唯
一の現地型研究・教育拠点の人材養成研究センターを建設し、現地の人材育成を
実施、カンボジアの皆さんが勇気と希望を取り戻すお手伝いをしています。毎年夏
季にバンテアイ･クデイ遺跡およびアンコール･ワット西参道で、プノンペン王立芸術
大学の学生の考古学・建築学の研修を行っています。現在までに本学大学院でカ
ンボジア人18名が学位を取得しました（修士11名、博士7名）。
2）アジア国際交流の拠点：毎年夏季に、日本=カンボジア両国の学生交流として「緑
陰講座」を実施しています。また、2014年度から「東南アジア5カ国によるメコン文
化遺産プロジェクト」を、2017年度からは「アセアン10ｶ国における文化遺産拠点交
流事業」を開催し、アセアン10ｶ国から遺跡の保護・修復に関わる担当者が集まり、
文化財の保存･修復について討論するワークショップを開催しています。

3）遺跡現場で住民と交流：2011年バンテアイ・クデイ遺跡内に「アンコール文化遺産
教育センター」を開設。この施設では、毎年夏季に近隣の小中学生たちを対象に、
発掘現場の見学や文化遺産を題材にしたスライド映写会などを開催し、アンコール
･ワット遺跡に親しんでもらう活動をしています。

Mission
The Sophia Asia Center for Research and Human Development deals with (nearby) 
areas in Asia, and there, by forging bonds of amity with local people it conducts activities 
as the Sophia Mission (activities of international service). The institute has been serving 
in Cambodia, and it has been involved in tasks that do not ignore people in distress. By 
displaying as its axiom of global service the fact that the conservation and restoration of 
Angkor Wat should be carried out by the Cambodians for the Cambodians, the institute 
has since 1991 created a curriculum at the site of the monuments, and for the past 30 
years it has been involved in human resource development at the site.

Activities
1）The Hub of our Human Resource Development: We went to Cambodia in the midst of the civil 

war and in 1996 we have established a center focusing on research and human resource 
development at the site, which happened to be the only such center in Japan. We then involved 
ourselves in the development of human resources among the local people, and assisted the 
Cambodians in reclaiming their courage and hope. We have conducted each summer training 
sessions for students of the faculties of Archaeology and Architecture of the Royal University 
of Fine Arts in Phnom Penh, at the site of the Banteay Kdei monument and the Western 
Causeway of Angkor Wat. As of now 18 students have acquired degrees at our university’s 
graduate school (with 11 obtaining master’s degrees and 7 obtaining doctoral degrees).

2）The Hub of our International Exchange Activities with Countries of Asia: Every year in 
summer ‘Tree Shade’ lectures are held as a student exchange activity between Japan and 
Cambodia, and our ‘Mekong Cultural Heritage Project Related to 5 Nations of Southeast 
Asia’ of 2014, began anew in 2017 as a ‘Project for Exchanges Concerning Focal Points, with 
reference to the Cultural Heritage in the 10 nations of ASEAN.’ Here we convened experts 
associated with the conservation and restoration of cultural heritage from the 10 nations of 
ASEAN, and organized workshops to discuss the preservation and renovation of their cultural 
assets.

3）Exchanges with the Local People at the site of the Monuments: From 2011, we established the 
‘Sophia Angkor Center for Cultural Heritage Education’ at the site of the Banteay Kdei 
monument. At this facility, every year in summer, site excursions, visits, and slide projections of 
cultural heritage are conducted for the elementary and middle school students of the vicinity, 
in order to enable them to get familiar with the Angkor Wat ruins.
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半導体研究所
Semiconductor Research Institute

パワーステーション1 地下1階 B133室
Tel.03-3238-3532（事務局）

設立目的
半導体研究所は、上智大学創立100周年記念事業の一環として、西澤潤一博士の功
績を記念し、半導体工学及びこれに関連する基礎電子工学・基礎物性に関する研究
を行ない、もってわが国の学術・文化の発展に寄与することを目的とし、2009年10月1
日設立されました。

活動内容
半導体研究所では、理工学部で活躍する半導体関係の研究者を中心にサステイナ
ブルな社会の構築に貢献しうる革新的な次世代半導体技術の開発を目指していま
す。現在は、時限研究部門であるナノテクノロジー研究センター（センター長：岸野克巳
特任教授）と連携して企業との共同研究プロジェクト「ナノコラムを用いたレーザデバ
イスの研究」の支援を主に行っています。このテーマの中核となるナノコラムは、上智
大学が創成した新技術であり、ナノ結晶効果によって窒化物半導体が直面する技術
的課題を克服し、新しいエネルギー・環境適合型デバイスの実現を目指して研究を進
めています。また、時限研究部門であるフォトニクス研究センター（センター長：菊池昭彦
教授）と協力して、本学理工学部の半導体研究者と学外の半導体系研究者との
効率的な研究協力体制を構築するための拠点としての役割を担っています。

Mission
The institute was established on October 1, 2009, as one of the centennial projects 
of Sophia University, and in commemoration of the outstanding achievements of Dr. 
Jun-ichi Nishizawa. The institute will lead research in related fields of semiconductor 
electronics, basic electronics, and basic physical properties and thereby fulfill its 
mission of contributing to the academic and cultural development in Japan.

Activities
The Semiconductor Research Institute aims to develop innovative next-generation 
semiconductor technologies that can contribute to the construction of a sustainable 
society, mainly through activity of semiconductor researchers in the Faculty of 
Science and Technology of Sophia University. Currently, we are mainly supporting a 
joint research project with a company, "Research on nanocolumn laser devices," in 
collaboration with the Nanotechnology Research Center (Project Research Division, 
Director: Prof. K. Kishino). The nanocolumns, which are the core of this theme, are 
a technology developed by Sophia University, and the research is being conducted 
to overcome the technical challenges faced by nitride semiconductors through the 
nanocrystal effect and to realize new energy- and environment-friendly devices. 
In addition, the Semiconductor Research Institute plays an important role as a 
base for establishing an efficient research collaboration between semiconductor 
researchers in the Faculty of Science and Engineering of Sophia University and 
outside the university, in cooperation with the Photonics Research Center (Project 
Research Division, Director: Prof. A. Kikuchi).

生命倫理研究所
Sophia University Institute of Bioethics

3号館2階211B室・212B室
Tel.03-3238-4050　Fax.03-3238-4011
http://www.suibe.jp

設置目的
生命倫理研究所は、上智大学の基本理念である「キリスト教ヒューマニズム」と「人間の
尊厳」を基盤として、人文科学、社会科学、自然科学の学問領域の統合と融合による、
生命倫理学の発展と深化に寄与することを目的として2010年4月に設立されました。
アメリカで誕生した生命倫理学は、その後の急激な先端医療技術の発展に対応し
ながら、ヒト胚、ヒト由来物質、ゲノムなど、医科学研究の問題に集中することになりま
した。しかし生命倫理は人間の生命に関する倫理であり、人はどう生きるべきかとい
う問いから始まり、広い範囲に及ぶものです。本研究所は、医科学研究の問題に加え
て、精神医療、生殖医療、終末期医療、臓器移植などの医療倫理、さらには、医療へ
のアクセス、児童虐待、老齢者、障害者など、医療・福祉の問題も研究の対象とします。

活動内容
本研究所は年に数度の公開シンポジウムの開催、内部の研究会の開催、国内外の研
究機関との連携、研究成果の刊行などにより広く社会との交流を図り、研究に基づい
た政策提言を行うことを目指しています。

Mission
The Institute of Bioethics (SUIBE) was established in April 2010 based on 
the Sophia University philosophy, namely“Christian humanism”and“human 
dignity.”SUIBE is to develop and deepen research on bioethics, integrating the 
academic fields of the human sciences, social sciences and natural sciences.
The study of bioethics was started in the U.S.A. The field developed in response 
to the rapid development of advanced medical technology and has now come to 
focus on problems in research on the human embryo, human substances, and 
genome biology. However, bioethics also includes the study of more fundamental 
ethical concerns related to the meaning of human life. SUIBE considers not only 
the problems of medical science research and medical ethics, such issues as 
mental health, reproductive technology, terminal care, and organ transplants, but 
also medical welfare issues such as access to health care, protection and care of 
children, the aged, and the disabled.

Activities
SUIBE holds a public symposium several times a year, and sponsors research 
meetings for its members, and works with Japanese and international partners to 
publish research results and to make those results available to the general public, 
and to offer advice for policy makers.

モニュメンタ・ニポニカ
Monumenta Nipponica

中央図書館・総合研究棟2階223号室
Tel.03-3238-3543　Fax.03-3238-3835
http://dept.sophia.ac.jp/monumenta

沿革
Monumenta Nipponicaは、イエズス会士で上智大学教授（経済学）、ヨハネスB.	
クラウス初代編集長（1892-1946）により、査読付学術誌として1938年に創刊されま
した。本誌は、アジア研究分野における英文学術誌の草分け的存在として、最新の
日本研究の発表や意見交換の場の提供を使命としています。そのため、多様な専門
分野のあらゆる時代に関する研究論文の投稿を受け付けています。また長年の伝
統に従い、日本語の史料や原典の翻訳発信のための積極的な取り組みを続けてい
ます。これまで本誌に掲載された翻訳は、2020年の時点で数百本に上ります。尚、設
立から今日までの詳細な歴史については、2020年3月に出版した「『モニュメンタ・ニ
ポニカ』80年の節目を超えて未来へ」でご覧いただけます。現在公式サイトにて公開
中です。

活動内容
年に2回Monumenta Nipponicaを出版しています。掲載される論文は未発表のものに
限られ、テーマは歴史・文学・美術史・宗教・思想、また著名な日本文学の翻訳や史料
の翻訳も収録しています。2020年度には75巻を発刊、1・2号それぞれにおよそ20本の
書評を掲載しました。本誌は冊子体の出版に加え、2005年度発刊分よりジョンズ・ホプ
キンズ大学のProject	Museで電子購読できるようになりました。また、発刊から5年経っ
たバックナンバーについては、デジタル・アーカイヴのJSTORにて購入することができま
す。MNは、Arts	and	Humanities	Citation	Index、Bibliography	of	Asian	Studies、
CNKI	Scholar、ERIH	PLUS、Historical	Abstracts、Index	to	the	Study	of	Religions	
Online、MLA	International	Bibliography、Scopusといった引用索引データベースにも
収録されています。

History
Monumenta Nipponica was founded in 1938 as a peer-reviewed journal at the 
initiative of Johannes B. Kraus, S.J. (1892–1946), professor of economics at 
Sophia, who served as the journal’s first editor. As one of the oldest English-
language academic journals in the field of Asian studies, MN provides a forum for 
the exchange of ideas and presentation of recent research on Japan. The journal 
thus welcomes contributions representing diverse disciplinary perspectives and 
dealing with all periods, from ancient to modern times. Following a long-standing 
tradition, MN also maintains its commitment to providing a platform for translations 
of Japanese literary and historical sources and texts. As of 2020, several hundred 
such translations have appeared in the journal.  For an in-depth history of MN, see 
Monumenta Nipponica: Eighty Years and Counting, available as a PDF on the MN 
website.

Activities
Published twice a year, Monumenta Nipponica  carries original scholarly 
contributions on Japanese history, literature, art, religion, thought, and society, 
as well as translations of important Japanese literary texts and historical sources. 
As of 2020, seventy-five volumes have come out, and each issue generally carries 
twenty authoritative reviews of recent books on Japan. From volume 60 (2005), 
the journal has been available online through Project MUSE. The complete run of 
back issues is available online, with a five-year moving wall, through JSTOR. MN 
is indexed by Arts and Humanities Citation Index, Bibliography of Asian Studies, 
CNKI Scholar, ERIH PLUS, Historical Abstracts, Index to the Study of Religions 
Online, MLA International Bibliography, and Scopus. 
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国際関係研究所

国際協力人材育成センター

多文化共生社会研究所

Sophia Institute of International Relations

Human Resources Center for 
International Cooperation

Institute of Inclusive Community

13号館1階103室　
Tel.03-3238-4688
http://dept.sophia.ac.jp/is/ir/

国際協力人材育成センター　
グローバル教育センター内（2号館1階107号）
Tel.03-3238-4687
http://dept.sophia.ac.jp/is/shric/

3 号館317A 室
Tel.03-3238-3132
https://www.inclusivecommunity202041.com/

設置目的
国際関係研究所は、国際関係の研究を通じて、グローバル化時代における世界の平
和と発展に寄与するとともに、本学における国際関係研究の中心として、同分野の学
術と教育水準の向上に資することを目的として、2015年7月1日に設立されました。

活動内容
研究所では特に日本から見た国際関係に重点を置きつつ、政治・経済、安全保障面
を中心に、国内外の研究機関・研究者とも積極的に連携しつつ、国際関係にまつわる
幅広い問題についての分析、研究を行っています。現在進行している研究プロジェク
トには、「リベラルな国際秩序の危機と日本」「人間の安全保障と平和構築」がありま
す。また研究所では国際関係に関する様 な々講演会・セミナー等を開催しています。活
動の詳細は以下の通りです。

•	所員による研究会の開催
•	公開シンポジウム、講演会等の開催
•	書籍、ワーキングペーパー、その他研究成果の公開
•	USJI（日米研究インスティテュート）関連の各種活動

設置目的
国際協力人材育成センターは、上智大学が教育精神として掲げる“Men	and	Women	
for	Others,	with	Others（他者のために、他者とともに）”の志を持ち国際社会に貢
献しうる次世代の人材を育成することを目的として、2015年７月に設立されました。

活動内容
本学ではこれまでも国際協力、国際機関への道を体系的に整備するために、WFP
（国連世界食糧計画）、UNDP（国連開発計画）、UNHCR（国連難民高等弁務官
事務所）等の国連機関をはじめ、ADB（アジア開発銀行）やAfDB（アフリカ開発銀
行）、JICA（国際協力機構)	等の国際機関、各種法人と提携し、国際協力を多面的に
理解する教育プログラムを提供してきました。当センターは、これらの機関・団体と連
携し、経験豊かな本学のスタッフの力を結集し、国際機関・国際協力分野での活躍を
目指す学生をサポートしています。

設置目的
教皇フランシスコにより承認されたイエズス会使徒職全体の方向づけの中の１つであ
る「貧しい人 、々世界から排除された人 、々人間としての尊厳が侵害された人 と々ともに
歩む」ことによって、障害の有無や文化の違いを超え、互いを認め合いながら共に生き
る社会の実現を目的としています。この目的は、国連で採択されたSDGsの根幹にある
「誰一人取り残されない社会の実現」とも合致し、国内外において排除され、人間と
しての尊厳が侵害されている人 に々対して、研究者・教育者・実践家として取り組むべ
き課題を明確にし、その課題の解決策を世界に向けて発信していきます。なお、本研
究所は、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社との産学連携により運営され、共同
研究の成果を基に社会実装に向けた新しい形の協働を目指します。

活動内容
・障がい者スポーツの普及に関する国際比較研究
・大災害の被災者支援
・国内の外国人労働者及びその家族が抱える困難とそれへの対策

Mission
Launched in 2015, Sophia Institute of International Relations (SIIR) seeks to 
contribute to peace and development in our globalizing world through advancement 
of research and education in the field of international relations. 

Activities
SIIR undertakes research projects on a broad range of issues in international 
relations, particularly in the fields of security and international political economy. 
For this purpose, SIIR seeks to collaborate with research institutes and researchers 
throughout Japan and overseas. Ongoing research projects at SIIR include“Japan 
and the Crisis of Liberal International Order”and“Human Security and Peace-
Building.”SIIR also holds a number of symposia, seminars, and lectures on 
international relations. The details are listed below:

・Research seminars
・Symposia, seminars, and lectures
・Publication of books, working papers, and other research outputs
・Holding seminars at the US-Japan Research Institute (Washington, DC)

Mission
The Human Resources Center for International Cooperation was established in 
July 2015 for the purpose of developing the human resources that would be able to 
contribute to the global society embodying the university’s educational spirit“Men 
and Women for Others, with Others.”

Activities
Sophia University is committed to helping students make leading contributions 
to the international community. To that end, the university has established 
close relationships with the United Nations (UN) and various international aid 
organizations, including United Nations World Food Programme (WFP), United 
Nations Development Programme (UNDP), United Nations High Commissioner for 
Refugees (UNHCR), Asian Development Bank (ADB), African Development Bank 
(AfDB), and Japan International Cooperation Agency (JICA), and offered training 
and educational programs toward the objective of better understanding international 
cooperation. Working closely with these agencies as well as our university academic 
staff members, the Center strives to support students who are interested in pursuing 
international careers.

Mission
One of the Universal Apostolic Preferences of the Society of Jesus approved by 
the Pope, “Walking with the poor, the people excluded from the world, the people 
whose human dignity is violated”, based on such philosophy, our goal is to clarify 
the issues for those people experiencing inequity and disseminate solutions to 
those issues to the world. This aim is consistent with the basis of the SDGs "No one 
left behind" adopted by the United Nations. This research institute is co-operated 
with Aioi Nissay Dowa Insurance Co., Ltd., to be a new type of industry-academia 
collaboration striving for social implementation based on the results of our joint 
effort.

Activities
・ International comparative study of sports and physical activity on people with 

impairments
・Support for victims of major disasters
・ Difficulties faced by domestic foreign workers and their families and 

countermeasures against them


