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DVD 情報 16 宗教関連（詳細は www.gaigo.co.jp に掲載） 
☺ 弊社ではお客さまとのコミュニケーションを大切にし、お客様のご要望にお応えすることをモットーに営業活動を行っております。 
☺ ご注文の際は、お客様(ご選定の先生または事務ご担当者様)から、直接、弊社にFAX(03-5646-5325)・メール等でご連絡下さい。 
☺ 納期・納品先・必要書類（種類・お宛名・通数等）の確認事項をご連絡の上、納品書類とともに商品を直接お届けいたします。 
☺ もちろん、商品をお納めしてからの後払いで結構です。送料も弊社で負担させて頂きます。(掲載の内容は2017年4月現在です) 

【キリスト教関連】 
2015年11月下旬発売予定!! 予約受付中!! 
2015年 米国CNN制作 “史的イエス” の実像に迫る超話題作!! 
ジーザス・コード 日本語字幕版 
THE JESUS CODE 

規  格： DVD(英語音声/日本語字幕版)全6巻(各巻45分)  
制  作： 米国CNN 2015年 

英国Digital Rights Group 国際配給  
本体価格： 6巻セット 220,000円 分売各巻 40,000円  
注文番号： GLDRG-011  

- 聖遺物から探るイエスの謎 - 
2000年以上にわたり、世界の人々の崇敬を集めてきた人

物、ナザレのイエス。彼がこの世に生きていた証は存在するの
か? 貴重な聖遺物を最先端の鑑識技術で分析。 

イエスの亡骸を包んだとされるトリノの聖骸布、洗礼者ヨハ
ネのものとされる遺骨、“主の兄弟ヤコブ”の蔵骨器、イエスが
磔刑に処せられたという聖十字架、『ユダの福音書』と『マグダ
ラのマリアの福音書』。これらの聖遺物を徹底的に調査し、そ
の真偽と価値を再評価する。 

世界の名だたる名門大学の教授やカトリック教会誌編集長、ハフィントン・ポスト
宗教部門責任者など多数の専門家が出演し、史学、神学的視点から解説を加え
る。また聖遺物にまつわる聖書の登場人物とその激動の生涯をたどる再現ドラマに
より、洗礼、裏切り、受難、復活、そして復活後の物語が新たな視点から描かれる。
6つの聖遺物によって今、紀元1世紀に生きたイエスの姿がよみがえる。 
第1巻 「イエスの兄弟ヤコブの蔵骨器」/The Secret Brother of Christ 
第2巻 「洗礼者ヨハネの骨」 / The Bones of John the Baptist 
第3巻 「ユダの福音書」 / The Gospel of Judas 
第4巻 「トリノの聖骸布」 / The Shroud of Turin 
第5巻 「マグダラのマリアの福音書」/The Gospel of Mary Magdalene 

 

イエスの時代を生きる 日本語字幕版 
LIVING in the Time of JESUS 

規  格： DVD(英語音声/日本語字幕版) 3巻(各巻約50分) 
英文スクリ プト付 

制  作： 英国 Digital Rights Group 2010年10月制作 
2014年10月発売 

本体価格： 3巻セット 100,000円 分売各巻 40,000円 
注文番号： GLDRG-009 

視聴者はこの番組を通じて1世紀にタイムスリップし、当時
の人々の暮らしを垣間見ることができる。西暦元年のユダヤ地
方を舞台に、十字架磔刑などの聖書の象徴的な出来事の根
底にある庶民の日常生活に焦点を当てたシリーズ。  
第1巻 生計を立てる Making a Living 
第2巻  病者を癒す Healing the Sick 
第3巻  罪と罰 Crime and Punishment 
 
キリスト教を読み解く 日本語字幕版 
DECODING CHRISTIANITY 

規  格： DVD(英語音声/日本語字幕版) 全6巻(各巻50分)  
制  作： 英国 Digital Rights Group 国際配給 2013年 
本体価格： 6巻セット 220,000円 分売各巻 40,000円 
注文番号： GLDRG-006 

『キリスト教を読み解く』は新ドキュメンタ
リー・シリーズ。米国、ロシア、リトアニア、ト
ルコ、チェコ、フランス、イタリア、ウェールズ、
アイルランド、工チオピア、フィリピンなど世界
各地を舞台に、キリスト教の謎に迫る。 

各巻の冒頭でプレゼンターのクリスティ・キ
ニーリーがキリスト教理解の鍵となる問いを
提示し、この問いに答えるべく調査を進めていく。キニーリーはローマの地下墓地、工
チオピアのクルビの教会、リトア二アの十字架の丘など、キリスト教の暗号が散りばめ
られた土地を訪れる。 

そして専門家、信者、歴史家、聖職者たちの助けを借りながらキリスト教の象徴、
イコン、神話や奇跡の解読に挑む。 

シリーズが進むにつれ、宗教的衝動と芸術的衝動は互いに支え合ってきたことが
浮かび上がってくる。キニーリーは象徴や絵画の解読を通じ、キリスト教そのものの神
秘を探っていく。 
第１巻： 肉体と血 / Flesh and Blood 
第２巻： 亡者と救われし者 / Damned & Saved 
第３巻： 天使 / Angels 
第４巻： 秘密、象徴と神秘 / Secrecy，Symbols and Mystery 
第５巻： 奇跡 / Miracles 
第６巻： 分断された信仰 / A Faith Divided 
 

世界最大の宗教の起源と多様な変革の足跡をたどる 
BBC キリスト教 危機と復活の歴史 日本語字幕版 
A HISTORY OF CHRISTIANITY 

規  格： DVD(英語音声/日本語字幕版) 全6巻(各巻60分)  
制  作： BBC / The Open University 2012年 

日本語字幕版 2013年 
本体価格： 6巻セット 210,000円 分売各巻 35,000円 
注文番号： MP-1307 

元々は小さなユダヤ教の一派であったキリスト教はどうやっ
て世界最大の宗教に発達したのだろうか？ 忘れ去られたキ
リスト教の起源とアジア、ヨーロッパ、アフリカ、アメリカへの広が
りの鍵を探る。  
第1巻 キリスト教の起源 

The First Christianity  
第2巻 カトリック信仰：ローマの予期せざる台頭 

CATHOLICISM: the Unpredictable Rise of 
Rome   

第3巻 正教会の歴史：帝国から帝国へ 
ORTHODOXY: from Empire to Empire   

第4巻 宗教改革：神の前に立つ個人 
REFORMATION: The Individual Before God   

第5巻 プロテスタント：福音主義の台頭 
PROTESTANTISM: The Evangelical Explosion   

第6巻 被告席に立つ神 
God in the Dock   

 
『キリスト教 ～ その過去、現在、そして未来』 英語版 
CHRISTIANITY: A History 

規  格： DVD(英語音声)全8巻(各巻50分) 英文スクリプト付 
制  作： 英国 Fremantle Media社 国際配給 2010年 
本体価格： 8巻セット 280,000円 分売各巻 38,000円 
注文番号： GLG-004 

今から2000年前、中東の片隅で新しい宗教が生まれた。この宗教は現在の地
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位を獲得する過程で我々の考え方を変え、多くの人々に救いと希望を与える一方
で、無数の人々に死と破滅をもたらした。そして今、世界中で信仰されている。キリ
スト教徒はもちろん、他の宗教の信徒も、あるいは無神論者でさえも、キリスト教が
我々の住む世界を形作ってきたことを否定することはできないだろう。 

『キリスト教～その過去、現在、そして未来』は、キリスト教がたどってきた道のりを
新たな視点からとらえ、歴史的観点から紐とく 
第１巻 ユダヤ人イエス / Jesus the Jew 
第２巻 ローマ帝国 / Rome 
第３巻 暗黒時代 / Dark Ages 
第４巻 十字軍 / Crusades 
第５巻 宗教改革 / Reformation 
第６巻 暗黒大陸 / Dark Continents 
第７巻 神と科学者 / God and the Scientists 
第８巻 キリスト教の未来 / The Furture of Christianity 
 

キリスト教 2000年の歴史と文化を辿る 信頼のロングセラー！ 
ザ・クリスチャンズ 英語版 
THE CHRISTIANS 

規  格： DVD(英語音声) 全13巻(各巻52分) 
英文スクリプト付 

制  作： 英グラナダTV 1977年/2000年 
本体価格： 13巻セット 320,000円 分売各巻 32,000円 
注文番号： GLC-040 

キリスト教の影響は、世界の文学、芸術、哲学、音楽、映画、そして政治や経
済にまで至る。この偉大な影響力をイエスの時代から現代まで2000年の歴史を追
いながら探求するために、世界30カ国での撮影を経て完成された。グラナダ・テレビ
ジョンのクイズ番組「大学の挑戦」で長く司会をつとめ、またドキュメンタリー番組「人
間と音楽」シリーズの解説役にも登場、多くの公職にも就き作家でもあるバンバー・
ガスコイン氏が解説をつとめる。制作は、英国でBBCに優るとも劣らないドキュメンタ
リー番組を数多くつくるグラナダ・テレビジョン。 

この作品は、NHK教育テレビ「海外ドキュメンタリー・シリーズ」で1983年春から
夏にかけて「文明と信仰 キリスト教2000年」13回シリーズとして放映されている。 

１．神に選ばれし者 ８．イエズス会の大事業 
２．キリスト教帝国 ９．フィラデルフィアの鐘 
３．ヨーロッパの誕生 10．信仰と科学哲学 
４．中世の光と影 11．暗黒のアフリカ大陸 
５．聖典の民 12．『種の起瀬』と無神論 
６．ルネサンスとヒューマニズム 13．神のいない国で 
７．宗教改革  

 
BBC イエスの家系 英語版 
JESUS' FAMILY TREE 

規  格： DVD(英語版) 全2巻(全100分)  
制  作： BBC 2005年 
本体価格： 2巻セット 30,000円 
注文番号： MP-0551 

この2時間の特別番組では、イエスの生涯のうちほとんど知られていないもののとて
も重要な部分である、イエスの生い立ちに光を当てる。新たな研究は、イエスの親族
がダビデの家系を引くという驚くべき可能性を示唆している。今日、歴史家の中には、
そのうちの十代の少年が、いつの日か、待ち焦がれた救世主となることが、親族の希
望となってこと示唆している。 
 

BBC イエスの奇跡 英語版 
MIRACLES OF JESUS 

規  格： DVD(英語版) 全3巻(各50分) 
制  作： BBC 2005年 
本体価格： 3巻セット 90,000円 
注文番号： MP-0552 

イエスの有名なエピソードを紹介しながら彼の生涯を辿る。キリスト教徒でありマジ
シャンでもあるブロック・ギルが、イエスの奇跡を探るため、神聖な物語に登場する実
際の場所を訪れる。このシリーズでは、1世紀のパレスチナに起源を置き、イエスの生
涯を通じ、またその復活後において、イエスの奇跡がユダヤ人に与えた影響や、イエ
スが誰であるのか理解しようとする人々の苦悩 についても紹介する。 
 
 
 
 

聖書の新たな真実にBBCが迫る 
BBC 聖書の秘密 英語版 
BIBLE MYSTERIES 

規  格： DVD(英語音声）全9巻(各巻50分)  
制  作： BBC 2003年 
本体価格： 9巻セット 270,000円 分売各巻 30,000円 
注文番号： MP-0352 

マグダラのマリアは本当に娼婦だったのか？ 
ヘロデは子供たちを虐殺したのか？ 
誰がイエスを“殺した”のか？ 

歴史、文化、芸術…あらゆる分野に影響を与え続け
ている聖書。 

当時の資料や最新の研究をもとに、再現映像やCG
を駆使し、9つのエピソードを紹介する。  
１．キリストの磔 / Crucifixion  
２．マグダラのマリア / Mary Magdelene  
３．12 使徒 / The Disciples 
４．ペトロとサン･ピエトロ大聖堂 / Peter and the First Church 
５．ヨセフ物語 / Joseph and his Coat of Many Colours 
６．ヨシュアとエリコの壁 / Joshua and the Walls of Jericho 
７．イエスの降誕とヘロデの大虐殺 / The Nativity, Herod and the Massacre 
８．ダビデとゴリアテ / David and Goliath 
９．ヨハネの黙示録 / Revelations 
 

アンドリュー・マーの 
BBC ヒストリー・オブ・ザ・ワールド 日本語字幕版 
Andrew Marr's HISTORY OF THE WORLD 

規  格： DVD(英語音声/日本語字幕版)全8巻(各巻60分)  
制  作： BBC 2012年 / 日本語字幕版 2014年 
本体価格： 8巻セット 304,000円 分売各巻 38,000円 
注文番号： MP-1415 

70,000年にわたって人類を突き動かしたのは何か？現
代の世界を生み出した決定的な瞬間をたどり、現代史とし
ての過去をとらえる。 

教科書でおなじみの史実は現代とのつながりで、新しく読
み直される一方で、私たちの世界をつくった知られざる偉業
が発掘される。 

これは遠い昔の話ではない。過去の人々は現代の私達と
同じ問題を抱え、試行錯誤を繰り返してきた。歴史が未来
の問題解決のために大きなヒントとなることが、シリーズを通
じて明らかになる。 
1. 自然との闘い Survival 7万年前～紀元前1000年前ころ 
2. 帝国の時代 Age Of Empire 紀元前1000年～紀元前400年ころ 
3. 精神社会の広がり The Word And The Sword １世紀～５世紀 
4. 暗黒時代を抜けて Into The Light ６世紀～10世紀 
5. 略奪の時代 Age Of Plunder 17世紀～18世紀ころ 
6. 革命の時代 Revolution 17世紀～18世紀ころ 
7. 工業の時代 Age Of Industry 18世紀～19世紀ころ 
8. 極限の時代 Age Of Extremes 20世紀～現在 
 

【イスラム教関連】 
米国公共放送網の人気番組 ジム・レーラ NEWS HOUR スペシャル 
EXAMINING ISLAM  英語版 

規  格： DVD(英語音声/英語字幕表示機能) 1巻(74分)  
制  作： FFH 2006年作品 
本体価格： 40,000円 
注文番号： GLI-039 

世界中の報道関係者に信頼を得ている米国公共放
送網(PBS)の報道番組ジム・レーラNEWSHOURは、多
くの専門分野に取材陣を配して公正で意欲的な報道を
続けている。2001年11月から2006年2月まで放送のイ
スラム関係報道を5つ集めたアンソロジー。 
第１話： 2001年9月11日同時多発テロ直後のラマダン 
第２話： サウジアラビアの女性フルブライト奨学生が第二夫人となる日 
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第３話： トルコのノーベル賞作家オルハン・パムク インタビュー 
第４話： イスラム世界からのテロリズム避難発言 
第５話： 信仰と宗教美術・偶像崇拝・イコン・神のイメージ・メディア 
 

【ユダヤ教関連】 
サイモン・シャーマの 
BBC ユダヤ人の物語 日本語字幕版 
The Story of the Jews 

規  格： DVD(英語音声/日本語・英語字幕版)全5巻(60分)  
制  作： BBC / ⓒOxford Film and Television 2013年 

日本語字幕版 2013年 
本体価格： 5巻セット200,000円、分売各巻40,000円 
注文番号： MP-1403  

1. ユダヤの源流 In the Beginning 
2. 一神教世界の中で Among Believers 
3. 解放への賭け A Leap of Faith 
4. 虹のかなた、新世界へ Over the Rainbow  
5. 祖国への回帰 Return 
 

エヴィアン会議1938年 70年後の検証 英語版 
EVIAN 1938: THE FEAR CONFERENCE 販売終了 

規  格： DVD(英語音声/英語字幕表示機能付)全1巻(52分)  
制  作： FFH 2009年作品 2012年発売 
本体価格： 38,000円 (2015年12月販売終了) 
注文番号： GLC-042-1  

第二次世界大戦前夜のナチス台頭の時期、ユダヤ人排斥
運動はドイツ、オーストリア、スイスへと拡がり、アメリカ映画「サウ
ンド オブ ミュージック」でも描かれたように文字通りの野山を越
えた逃避行があった。 

1938年7月、フランス南東部エヴィアンのレマン湖畔ホテル
「ロワイヤル」に世界中の民主主義国家32カ国からの代表が集
まり、ユダヤ人受け容れについて「非公開の協議」が行われた。
これは、その70年後の検証だ。 

FDRが率いる米国ほか会議参加各国に残された記録文書
を手がかりに再現された「音声」付きスティル写真とフィルムアーカイブが、7日間に及
ぶ会議で、なにが、どのように話し合われたのかを描く。 
第１部：前史 14分 1933年頃からの情勢 
第２部：招集 23分 難航、そして、ミュンヘン会談へ 
第３部：離散 15分 ユダヤ人排斥( anti-Semite )の拡がり 
製作：フランス国営放送協会＋Arturo Mio 2009年 
 

米国公共放送網PBSオンエア作品から生まれたユダヤ教の歴史理解
促進映像ソフト 
再燃する「反ユダヤ」論の行方 英語版 
Anti-Semitism in the 21st Century: Educator’s Edition 

規  格： DVD(英語音声)1巻(本編57分＋特典映像45分)  
制  作： 米国公共放送網(PBS) 2007年 
本体価格： 38,000円 
注文番号： GLC-042 

「ユダヤ嫌い」は世界の歴史に古くから存在し、こ
れまでも社会のはしばしに見られたが、いま世界の
多くの地域で「ユダヤ人排斥」が勢いを増している。
このフィルムは中東を中心に「反ユダヤ主義」の背後
にある政治的、歴史的・文化的背景を探る。 

ユダヤ人への反感を生む要因として、まず、「裏切
り者ユダ」というキリスト教徒からの糾弾を、続いて中
世にはユダヤ人がキリスト教徒の子供を殺しその血をユダヤ教の儀式に用いるという
「血の中傷」伝説。 

さらに近代では「ユダヤ人長老による議定書」（通称プロトコル。密かに世界征
服を目論むユダヤ人長老たちの会議の記録書を装った本。実際には非ユダヤ人に
よるでっちあげであったことは明らかになっている）の出版など、ユダヤ人を社会の敵と
みなす風潮は延々と続いた。 

「ユダヤ人排斥」を政治に利用したロシア皇帝やヒトラーの野望は潰えたが、
1948年のイスラエル共和国建国とアラブ諸国との闘争、その結果生まれたアラブ・
イスラム系難民がヨーロッパへ拡散し、あらたな火種となっている現状まで含め、21

世紀における反ユダヤの動向と現状を見る。 
 
米国公共放送網PBSオンエア作品から生まれたユダヤ教の歴史理解
促進映像ソフト 
ユダヤの人々 受難の歴史 英語版 
Jewish People: A Story of Survival - Educator’s Edition 

規  格： DVD(英語音声/英語字幕版) 1巻(本編59分＋特典映像45分 
合計103分)  

制  作： 米国公共放送網(PBS) 2006年 
本体価格： 44,000円 
注文番号： GLC-043 

2006年に米国公共放送網(PBS)オンエアにより
「ニューヨークタイムズ」など主要紙で称賛された。ユダ
ヤの人々四千年の苦難の歴史。ディアスポラにも拘
わらず、ユダヤ教とその文化は連綿と続いてきた。 

世界で初めての一神教として誕生したユダヤ教の
起源、タルムード（律法及び解説書）、ラビの役割、
イスラム支配下にありながらユダヤ人の創造性が花開
いた黄金期、ホロコースト以後の民族、国家、個人としての思いまで時代にそって展
開する。 

【その他宗教関連】 
新世紀の神学・宗教・倫理学(全10巻) 英語版 
BEYOND THEOLOGY 

規  格： DVD(英語音声/英語字幕表示機能)全10巻(各28分) 
制  作： 米国公共放送網(PBS)カンザス州地域局KTWUと 

ウォシュバン大学共同制作 2007年 
本体価格： 10巻セット 200,000円 分売各巻 22,000円 
注文番号： GLC-041  (2017年4月販売終了) 

文明は今大きな変化のただなかにある。そこから
科学と精神性が溶け合った新しい世界観が生まれ
つつある。この信仰と精神性を巡る変化に造詣の
深い識者、学者、作家らの洞察を交え、キリスト教
などの伝統的宗教が現在どのように多面性を持って
いるかを探る10巻シリーズ。ジョゼフ・キャンベル、ヒュ
ーストン・スミス等がコメントを寄せる。 
第１巻： 遙か宇宙の彼方の神を引き寄せる 
第２巻： 教会と国家:米国のキリスト教、信仰の多様性、世俗的人間主義 
第３巻： 存在の根底/神の概念化へのアプローチ 
第４巻： アメリカの宗教多元主義/異なる宗教間の対話を促進する 
第５巻： 科学と精神性/崇高性の融合 
第６巻： 聖書の居場所/アメリカでの聖書を巡る論争と和解 
第７巻： 神をパートナーとして共に創造を目指す精神 
第８巻： 精神性と宗教/悟りを求めて苦悩する魂の救済 
第９巻： 神秘主義と永遠の哲学/ヒューストン・スミスが語る 
第10巻： 世界宗教会議/平和と協調を求める 
 

祈りの時間と場所、伝承と聖地巡礼 
多文化都市の人々と信仰 英語版 
RELIGION AS A WINDOW ON CULTURE 

規  格： DVD(英語音声)全6巻(各巻17-23分)  
制  作： 1998年 FFH 
本体価格： 分売各巻 22,000円 
注文番号： GLA-015 

アメリカ合衆国中部インデイアナ州の州都インデ
ィアナポリスは産業と交通の要所として栄えてきた。
住民の宗教的・文化的価値観は多様である。ロー
マ・カトリック教会、ギリシャ正教会をはじめイスラム
教や仏教そしてユダヤ教など多くの宗教・宗派が教
会や寺院を持ち、生活のリズムをつくっている。この
多文化都に暮らす人々のそれぞれの信仰について、
祈りの時間と場所、伝承と聖地巡礼などの様子を
紹介する。 
１．祈りの場所 Introduction and Sacred Space 
２．祈りの儀式 Sacred Rituals, Sacred Spaces 販売終了 
３．祈りの時間 Sacred Times 販売終了 
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４．祝祭の日に Sacred Memory 
５．聖典 Sacred Text and Stories 
６．聖地と巡礼 Sacred Journey and Conclusion 販売終了 
 

ジェームズ一世とシェイクスピアの生涯が交錯した10年に光を当てる 
英国王一座のシェイクスピア 日本語字幕版 
-Shakespeare The King's Man- 

規  格： DVD(英語音声/日本語字幕版) 全3巻(各巻60分) 
英文スクリプト付  

制  作： 英国 Digital Rights Group 2012年 
国内発売 2014年11月 

本体価格： 3巻セット 100,000円 分売各巻 40,000円 
注文番号： GLDRG-010 

第1巻 不安に満ちた門出 / Incertainties 
第2巻 両義性の時代 / Equivocation 
第3巻 後世への遺産 / Legacy 
 
BBC すばらしいことを神様のために バイリンガル版 
SOMETHING BEAUTIFUL FOR GOD 

規  格： DVD(バイリンガル版) 1巻(50分)  
制  作： BBC 1969年 / 日本国内発売 2012年 
本体価格： 30,000円 
注文番号： MP-1208 

英国 BBC がマザー・テレサのコル力タでの活動に密着し、全世界にその全貌を
初めて知らしめるきっかけとなった作品。マザーの人柄と愛の事業の記録に加え、“す
ばらしいことを神様のために”というメッセージを世界に向けて贈る、貴重なドキュメン
タリ一作品である。“死を待つ人の家”の設立の理由、ハンセン病患者の治療所で
の活動、そして“信仰”についてマザー自らが語る。インタビビュアーのマルコム・マゲリツ
ジは、本ドキュメンタリーの取材を続けていくうちにマザーの活動に感銘を受け、のち
にカトリック信者となっている。 
 
BBC エルサレム - 神聖なる地 英語版 
JERUSALEM: THE MAKING OF A HOLY CITY 

規  格： DVD(英語音声) 全3巻(各巻50分)  
制  作： BBC 2011年 / 日本国内販売 2013年 
本体価格： 3巻セット 90,000円 分売各巻 30,000円 
注文番号： MP-1351 

なぜエルサレムはユダヤ教、キリスト教、イスラム教の聖地なのか？ 歴史研究家
の Simon Sebag Montefiore が探る。エルサレムは聖書において、また信者に
とってどのような場所なのか、現地のレポートや史料を通して検証・記録する。この番
組はエルサレムのただの歴史ドキュメンタリーではない。“神聖な場所”とはなにか、
“神霊さ” はどのように変化してきたのかを検証する。 
１．神聖なる地の源泉 3200 B.C. - 7th Century A.D. 
２．侵略 7th Century A.D. - 13th Century A.D. 
３．最後の審判 13th Century A.D. - Present Day 
 
BBC 仏陀の生涯 英語版 
THE LIFE OF BUDDHA 

規  格： DVD(英語版) 1巻(50分)  
制  作： BBC 2003年 
本体価格： 30,000円 
注文番号： MP-0351 

キリストの誕生から500年ほど前、1人の若い王子が宮殿を離れ、北部インドの
旅に出た。彼の経験は哲学となり、現在では4億人以上もの人々が信仰している。
1800年代、西洋の考古学者と探検家たちは、ネパールのルンピ二という小さな村
で、仏陀誕生の地を発見した。CGI技術や専門家の証言、そして最新の考古学
上の研究成果から、神として崇拝されることを決して望まなかったものの、人の歴史
や永遠の平和と幸福への探求の在り方に影響を与えた人物の生涯を再現する。 
 
BBC ダーウィンは神を殺したのか？ 英語版 
DID DARWIN KILL GOD? 

規  格： DVD(英語版) 1巻(50分)  
制  作： BBC 2009年 

本体価格： 30,000円 
注文番号： MP-0951 

ダーウィンと宗教は共存できるのか？ この番組では、英国国教会の信徒で哲学
者、そして神学者でもあるコナー・カ二ングハムが、この2つの信条がなぜ対立関係に
立たないのかについて説明する。 

『神は妄想である』という本で有名なリチャード・ドーキンスは、進化論と神の存在
は互いに相容れない衝突関係にあると述べている。しかしコナーは、ドーキンスは誤っ
ていると考えている。コナーは、この問題についての自らの情熱を分かりやすく説明し
ながら、ダーウィンの世界観が、驚きに満ちた素晴らしい自然界に対する私たちの理
解を高めるものであり、それが無神論や信仰につながるものではなく、また両者を排
除するものでもない自然観であることを語る。 

 

BBC 神の物語 英語版 
STORY OF GOD 

規  格： DVD(英語版) 全3巻(各60分） 
制  作： BBC 2006年 
本体価格： 3巻セット 90,000円 
注文番号： MP-0651 

歴史上のどの文明も、私たちがどこから来たのか、何をすべきか、 誰なのかについ
て語る高次元の力を信じる上に築かれてきた。人によっては、現代世界に宗教の入
る余地はない。しかし宗教の力は、 なお今日の私たちの考え、儀式、そして文化に
影響を及ぼしている。この番組では、大陸、文化、そして時代を超え、神への信条
は、 私たちが誰であるのかを説明できるのか を問う。今日私たちの生活の中で、
神はどのような存在なのか？ 神は現代世界においてどのように表現されるのか？ 
１．生命、宇宙、そして万物 Life the Universe and Everything 
２．神はただ1人である The God But God 
３．隙間の神 The God of Gaps 
 

英国の若き俊英美術史家ティム・マロウ 
最後の審判のときに 英語版 
JUDGMENT DAY: IMAGES OF HEAVEN AND HELL 

規  格： DVD(英語音声) 全3巻(各巻23分) 英文スクリプト付  
制  作： 英セヴンスアート社 米国FFH 国際配給 2004年 
本体価格： 3巻セット 90,000円 分売各巻 33,000円 
注文番号： GLC-001 

美術史家のティム・マロウが案内する宗教美術の世
界。キリスト教の他にも世界各地の宗教をとりあげる。 
第１巻： 最後の審判がくだるとき / Judgment 
第２巻： 描かれた天国 / Heaven 
第３巻： 描かれた地獄 / Hell 
 
西洋史における悪魔の表象：その起源と歴史 英語版 
THE DEVIL WE KNOW: An Objective Look at the 
Prince of Darkness  

規  格： DVD(英語音声/英語字幕表示機能付) 1巻(48分)  
制  作： FFH 2011年作品 
本体価格： 38,000円 
注文番号： GLC-001-2 

かつて信仰や宗教と不可分だった、悪魔と呼ばれてき
たものたち。西洋史におけるその表象、起源と歴史を辿
る。ファウスト的体験、オカルト、カルトなどの誘惑は時代
とともに姿かたちを変えながら現代人たる我々の想像力をもかき立てる。  
 
ミスティック・ファンアイク 英語版 
THE MYSTERY OF JAN VAN EYCK 

規  格： DVD(英語音声/英語字幕表示機能付)  
1巻(86分)  

制  作： 2008年 
本体価格： 40,000円 
注文番号： GLC-005 

北方ルネサンス絵画フランドル派の代表ヤン・ファン・ア
イクが残した多くの傑作。絵の具の改良などで可能とな
った細密描写と描かれている題材の謎を検証する。 
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中国の伝統宗教とキリスト教(全２巻) 在庫限り！ 
CHINA'S LEAP OF FAITH 

規  格： DVD(英語音声/英語字幕表示機能)  (2017年2月販売終了) 
全2巻(52分+53分)  

制  作： 米国FMG 2008年  
本体価格： 2巻セット 70,000円 分売各巻 38,000円  
注文番号： GLA-001  

現代中国における宗教の現状を探る。前世紀の国
家規模の宗教弾圧の時代を経て、現代の中国は宗
教を国家の監督下に置くことで一応信仰の自由を認め
ている。しかし、その手綱を弛める気配は薄い。歴史的
に宗教指導者が政治的力を持つことをしばしば体験し
たためである。 
第１巻: 民間信仰は死なず 
The Gods Come Home: China’s Traditional Faiths Persevere 

現代中国における伝統的な宗教の復活ぶりを見る。 
20世紀の共産党主導文化大革命以来、すべての宗教が等しく弾圧を受けた。

現代の中国政府は、建前上は信仰の自由を認めているが、それでも政府の監視 
化に置こうとする姿勢は変わらない。寺院は事前に政府への「登録・認可」が必要と
され、認可された場所以外での宗教的活動は許されない状況は続いている。 

一般人が仏教や民間信仰に回帰し、一方、それを監視しながらも便乗して利を
得ようとする政府役人のすがた、チベットの最高政治指導者にして仏教の高僧ダラ
イ・ラマへの中国政府の警戒ぶり、などが紹介される。52分 
第２巻: 中国のキリスト教 
The Bamboo Cross: Chinese Christianity on the Rise 

カソリックとプロテスタントは中国ではまったく別物とし
て存在している。ローマ教皇への忠誠を誓うカソリック派
は政府に登録・認可を経て活動が許される。一方、プ
ロテスタント派は政府肝いりの機関として発足した経緯
を持ち、いわば政府丸抱えの組織として目立つ活動を
行っている。 

しかし、こういった政府の干渉を受けることがキリスト
教の精神に反するとして嫌う一派は、認可を取ることなく市中や農村部で独自に展
開している。無認可の“非合法な場所”での布教活動を理由に、 幾度となく逮捕
される説教師が、それでも信者数も増やしている。53分 
 

THE DALAI LAMA:  
A Portrait in the First Person 

規  格： DVD(英語音声/英語字幕表示機能) 1巻(24分)  
制  作： 米国FMG 1990年  
本体価格： 22,000円  
注文番号： GLA-001-2  

短いながらも本人が肉声で語る、平和希求の夢。 
By the force of his words, he has 
turned th e disaster of the Chinese 
depredations in Tibet and the 
tragedy of his own exile from his 
roots and his spiritual home into a 
worldwide message of peace and 
strength. In this program, the Dalai 
Lama speaks of anxiety, anger, 
enlightenment, tolerance, and 
compassion. Your enemy, he says, is your best teacher; true 
compassion is what you feel toward your enemy. (24 minutes) 
 
 
 

チベットのラマ教三部作(全1巻) 
Tibet: A Buddhist Trilogy 

規  格： DVD(英語音声/英語字幕表示機能) 1巻(134分)  
制  作： 米国 1979年(原版) 2006年(新装版) 2011年国内発売  
本体価格： 38,000円  
注文番号： GLA-001-3  

死者の書が経典となるチベット。そこでは
珍しいとされる火葬の様子を収めた三部作。
1977年～1979年当時の北インド、南イン
ド、ネパール各地で学僧たちの修業の様子
をつぶさに収録した。ダライ・ラマ初の訪米に
よって実現した1979年作品。 

ロングセラーのVHSソフト原版から2006
年デジタルリマスタ＆ディレクターズカット版を
１枚のディスクに収めた、2011年新装版。 
Hailed for its accurate portrayal of a society whose ancient ways 
survived intact into the 20th century, this documentary, released in 
1979, takes viewers to the heart of an ancient Buddhist culture 
with an in-depth exploration of Tibetan spirituality and daily life. 
SEGMENT ONE: 
The Dalai Lama, the Monasteries, and the People, begins by 
observing Tibetan monks engaged in spirited metaphysical debate, 
revealing the everyday life of the Dalai Lama before he was widely 
known in the West in his dual role as political leader and spiritual 
teacher. 
SEGMENT TWO: 
Radiating the Fruit of Truth, moves deeper into the inner world of 
monastic life, powerfully revealing the essence of tantric Buddhism 
as it follows the monks of Phulwary Sakya Monastery through their 
contemplative retreats, the building of an intricate cosmogram, and 
the performance of an ancient protective ritual known as A 
Beautiful Ornament.  
SEGMENT THREE: 
The Fields of the Senses, is a meditation on impermanence, ending 
with an unflinching depiction of the monastery’s moving ritual 
response to a death in the community. As in The Tibetan Book of 
the Dead, the departed is guided through the dream-like 
intermediate state between death and birth.  
Tibet: A Buddhist Trilogy toured with the Dalai Lama on his first visit 
to America and in 2006 was digitally restored and recut by the 
director. 
(Portions in other languages with English subtitles, 2 hours 14 
minutes) 
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