
           
 

＜宗教・アメリカ史＞                            資料 No. 13-2019-057 / Aug., 2019 

多様なアメリカの宗教事情に分け入る          ―2019 年 3 月リリース― 
 

アメリカの宗教アーカイブコレクション 

Religions of America 
 
原本所蔵機関：カリフォルニア大学サンタバーバラ校デヴィットソン図書館 

アメリカ議会図書館 
ブラウン大学ジョン・ヘイ図書館 
FBI 図書館 
イェール大学図書館 他 

総ページ数：約 66 万ページ 
収録年代： 1820 年代―2000 年代 （一部、18 世紀の文書を含む） 
収録資料：教会・教団が発行した書籍、パンフレット、定期刊行物、未刊行内部文書 等 

 

 

 

 

 

 
 
 アメリカ建国当初、15 を数えるに過ぎなかったキリスト教系教派は、19 世紀末には 300

あまりに増加し、非キリスト教系の宗教団体も勢力を拡大。20 世紀にはキリスト教は依然

として支配的な地位を占めていたものの、教派は分裂を重ね、教派の数は 1000 を超えるま

でになりました。このような歴史を持つアメリカでは、宗教が現代の社会生活において大

きな位置を占めています。 

 政治の場面においても宗教が大きな役割を果たしており、様々な教派が政治団体を形成

しています。アメリカの宗教の多様性は、単に様々な教会が存在しているのではなく、各

教会内部でも多様な信仰と価値観のもとで様々な教派に分裂、さらにこれらの教派が教会

を横断する形で特定の理念を共有する政治団体を形成するといった複雑な構造を呈してい

ます。 

近年、宗教右派が政治に大きな影響を及ぼすなど、アメリカ政治をとらえるうえでも宗

教からの知見は欠かせず、アメリカ政治史研究にもご活用いただけるデータベースです。 
 
 

 

 

 

 

次ページ以降もご覧下さい → 
 

G.C.19398 (0901) 2019 年リリース JDE. 16406207 

 

(Gale, Cengage Learning / 日本総代理店) 
 
●表示価格は概算参考価格(税抜)です。概算参考価格にはライセンス料と手数料が含まれます。消費税に関しましては税制の改正に則っ

た内容で対応させて頂きます。 掲載製品はリバースチャージ対象製品です。 

●価格は 2019 年 8 月カタログ作成時点の前月平均 TTS レート（US$1＝109.28 円）を基に試算しています。 

●原価の改定、為替相場の変動などの理由による価格の変更や掲載タイトルの変更につきましては、予めご了承の程お願い申し上げます。 

●正式なお見積もりは、別途ご用命下さい。 
 

Online NEWS from  

 

様々なテキストマイニングのツールを          ～デジタル人文学/デジタル情報学へ誘う～  

Gale Digital Scholar Lab （ゲール・デジタル・スカラー・ラボ）【別契約】において、本データベースのコン

テンツもご利用いただけます。詳細はお問い合わせ下さい。 

 



 
 

収録対象宗教 

 ホーリネス派教会 

 ペンテコステ派教会 

 バプテスト派教会 

 メソジスト派教会 

 アドヴェンティスト教会 

 独立ファンダメンタリスト 

 クリスチャン・サイエンス 

 末日聖徒教会（モルモン教） 

 クリスチャン・アイデンティティ 

 シェイカー教 

 人民寺院 

 ブランチ・デヴィディアン 

 ムーア人科学寺院 

 等 主としてアメリカ生まれの教

派・団体 

Religions of America 収録コレクション 

 

 American Religions Collection 

カリフォルニア大学 サンタバーバラ校 デヴィッドソン図書館 所蔵

アメリカ宗教コレクション 

 アメリカの新興宗教研究家、ゴードン・メルトン（J. Gordon 

Melton）の収集資料を核とする戦後アメリカの宗教に関する

最大の多宗派コレクションで、本データベースの基軸を成し

ます。特に、新宗教運動が盛り上がりを見せた第二次世界大

戦から 1960 年代の対抗文化運動の時期にかけての資料が充

実しています。 

年代：1820 年代―1990 年代 

収録資料： 

 ペンテコステ派、バプテスト派、独立原理主義派、モル

モン教、再臨待望運動、ホーリネス運動、クリスチャン・

サイエンス、ピープル・サイエンス、ピープル・クリス

チャン、LGBTQ 系教会、政教分離問題などに関する 3,400

点以上のファイル（約 24 万ページ） 

 ウィッカ、ネオペイガニズム、マジック、ニューエイジ、

ネオ神智学、オカルト集団等、北米の新宗教運動の教団の逐次刊行物約 600 点（約 17 万ペ

ージ） 

 PSM マイクロフィルムのシリーズ Nontraditional American Religions 133 リール（G.C.15561）の

一部をデジタル化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※未刊行文書の他に、書籍 35 タイトル、定期刊行物（記事約 60,000 件）が収録されています。 

 

ゴードン・メルトン（J. Gordon Melton, 1942-）：アメリカ宗教事典の決定版とし

て名高い Encyclopedia of American Religions の編者。Encyclopedia of American 

Religions は、上記 American Religions Collection 収蔵資料を活用して完成されまし

た。 
 

Gale Virtual Reference Library において、Melton's Encyclopedia of American Religions

（メルトン編 アメリカ宗教百科事典 第 9 版 全２巻）をご導入の場合、本デ

ータベースより百科事典へのリンクが表示されます。 
 

 

 

未刊行文書のテーマ例 

【ホーリネス派教会】ナザレン教会、救世軍、アメリカ義勇軍、会衆派、ホーリネス教会、独立ホ
ーリネス教会、北米福音教会 等 
 
【ベンテコステ派教会】ジーザス・ピープル、キャンプ・ミーティング、メソジスト・ペンテコス
テ派、カトリック・ペンテコステ派 等  
【パブテスト派教会】アメリカパブテスト連合、キリスト・アデルフィアン派、ディサイプル派、
全米宣教バプテスト連盟 等 
 
【メソジスト派教会】合同メソジスト教会  
【独立ファンダメンタリスト】エイミー・グラント、創造説、キリスト教右派 等 
 
【末日聖徒教会】モルモン教の歴史、モルモン教の分裂、ジョセフ・スミス、ブリガム・ヤング、
一夫多妻制・反モルモン教 等  
【クリスチャン・サイエンス】メアリー・ベイカー・エディー、サミュエル・パトナム・バンクロ
フト、ニューソート、エマ・カーティス・ホプキンス 等  
【教会と国家】児童虐待、カルト、聖職者の不正行為、死刑、信教の自由、宗教と法、宗教と教育、
モルモン教と暴力、大統領の祈祷  
【ゲイ/レズビアン】ホモセクシュアルと教会、ゲイの公民権のためのカトリック連合、ゲイとレズ
ビアンのモルモン教徒、ゲイの反アパルトヘイト  
【女性と教会】教会における女性、全米女性信仰家会議、社会における女性の役割 

Religions of America（アメリカの宗教アーカイブコ
レクション）において、一次史料文献の主題にマッ
チする項目が百科事典内にある場合、リンクを表示 



 
 

 Utah and the Mormons 

イェール大学ユタ州とモルモン教コレクション 
 
イェール大学西部アメリカ関係コレクションより、末日聖徒イエス・キリスト教会（通称：モ

ルモン教）関係の資料を、反モルモン的なものも含め収録。アメリカで発生したキリスト教の教

派としてのモルモン教がユタ州と周辺地方史に与えた影響を探ります。 

年代：1835 年―1905 年 

収録資料： 

 信徒やその指導者による著作、モルモン教に批判的な著作、アメリカ陸軍－モルモン教間の

ユタ戦争や関連事件等に関する著作等、約 240 点／定期刊行物記事約 7 万 7 千点 

 PSM マイクロフィルム Utah and the Mormons 53 リール (G.C.1903) をデジタル化 
 

●末日聖徒イエス・キリスト教会（通称：モルモン教）：1830年にニューヨーク州フェイエットで創始され、度重な

る迫害で米国内を移動。二代目教祖のもと 19 世紀半ばに現ユタ州のグレートソルトレーク周辺に定住、現在

でも同州人口の半分以上をその信徒が占めている。 

 

 Shaker Collection 

米国議会図書館シェイカー教コレクション 
 

アメリカでもっとも歴史のあるプロテスタント宗派のひとつであ

るキリスト再臨信徒連合会（通称：シェイカー教）のコミュニティ

組織や信徒の生活と価値観、その独特の文化などについて多くの洞

察を可能にするコレクション。 

年代：1792 年―1937 年   1670 年代に遡る資料も一部収録 

収録資料： 

書簡、日誌、法的文書、財政文書、共同体の規則、教会記録、人名録、説教、演説、伝記、 

信者の著述、回顧録 等 
 
●キリスト再臨信徒連合会（通称：シェイカー教）：1740 年代のイギリスでクエーカーから分離する形で生まれ

た教団。身体を激しく揺らしながら礼拝する特異な儀式から、「シェイカー教」と呼ばれるようになった。迫害を

避けて、独立直前のアメリカに移住したが、新天地のアメリカにあっても迫害の対象になった。しかしその後ア

メリカ各地にシェイカー教のコミュニティが生まれ、シェイカー教徒が発行する書籍はアメリカ国内で広く流通

し、質素なライフスタイルやその洗練された工芸品、家具、建築は、アメリカの文化・社会に大きな影響をあた

え続けている。 

 

 Christian Identity Materials from the Hall-Hoag Collection 
of Dissenting and Extremist Printed Propaganda 

ブラウンン大学 ジョン・ヘイ図書館 ホール=ホーグコレクション 所蔵 

クリスチャン・アイデンティティ関係資料 

 白人至上主義をかかげるキリスト教の諸派である「クリスチャン・アイデンティ

ティ」運動関係の文献を収録。「白人至上主義」は現在のアメリカにおいても一部

で支持を広げています。 

年代：1930 年代―1990 年代 

収録資料：文献約 1800 点 

 PSM マイクロフィルムのシリーズ Radicalism, Reaction and Dissent 78 リール（G.C.15562）の一

部をデジタル化 

 

 FBI Files on Jonestown, Moorish Science Temple, 
Waco/Branch Davidian Compound 

ジョーンズタウン、ムーア人科学寺院、ウェイコー／ブランチ・デヴィデ

ィアンに関する FBI ファイル集 
 
アメリカの 3 つのカルト宗教に関する FBI ファイル集。人民寺院（Peoples Temple）、ムーア人

科学寺院（Moorish Science Temple）、ブランチ・デヴィディアン(Branch Davidian)等、アメリカを

震撼させたカルト系団体に関する文書を収録。 

 PSM マイクロフィルム FBI File シリーズをデジタル化 

日本総代理店：丸善雄松堂 G.C.19398 資料 No.13-2019-057 / Aug., 2019 



 
 

Gale最新のプラットフォームでのリリース 

Religions of America アメリカの宗教アーカイブコレクション 
 

 
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
【価格表】         データベース購入型   （概算参考価格 税抜）  

FTE  1-5,000 5,001-15,000 15,001-30,000 30,001- 

コンテンツ料 お問い合わせ下さい お問い合わせ下さい お問い合わせ下さい お問い合わせ下さい 

 
◆完全買い切り（アクセスフィー無料） ◆同時アクセス無制限 ◆FTE（教員＋学生数）により価格が異なり

ます。 ◆バックアップデバイス提供可能（有償・納期約 1か月） 
  

●表示価格は概算参考価格(税抜)です。概算参考価格にはライセンス料と手数料が含まれます。消費税に関しましては
税制の改正に則った内容で対応させて頂きます。 掲載製品はリバースチャージ対象製品です。 

●価格は 2019 年 8月カタログ作成時点の前月平均 TTSレート（US$1＝109.28 円）を基に試算しています 
●原価の改定、為替相場の変動などの理由による価格の変更や掲載タイトルの変更につきましては、予めご了承の程お
願い申し上げます。 

●正式なお見積もりは、別途ご用命下さい。 
 

 無料トライアル受付中！  
 

ふりがな 

氏  名 

 
 

Name 
(ローマ字で) 

 
 

所属・肩書 
 
 

電   話 
 
 

E-mail 
 
 

利用開始日  IPアドレス 
 
 

◆トライアル期間は１カ月間です。ただし Archive Unbound のシリーズは 2 週間となります。 

◆お申込みは下記のいずれかで承っております。 

 1：当該用紙にご記入の上、03-6367-6188 まで FAX にてお送り下さい。 

2：e-Mail の場合上記と同様の事項を本文にご記載の上、kenkyushien@maruzen.co.jp まで
ご送信下さい。 

3：Web Site の場合 https://myrp.maruzen.co.jp/formdt/ よりお申込み下さい。 

◆トライアルのお申し込みは、原則として大学・研究機関の専任教員・職員に限定させていただきます。 

 学生・大学院生の方は、図書館員・担当教員を通じてご依頼下さい。 
 
◆個人情報のお取り扱いについて：ご記入いただいた個人情報は、お申し込みトライアルの設定、ならび

に弊社よりの商品・催事のご案内に際してのみ使用いたします。弊社の個人情報保護方針につきまして

は、弊社ウェブサイトをご覧下さい。 

今後の案内が不要の方は印をおつけ下さい： □商品の案内は不要  □催事の案内は不要          

日本総代理店：丸善雄松堂 G.C.19398 資料 No.12-2019-057 / Aug., 2019 

←関連するトピックやキー

ワードを表示し、ワンクリッ

クで目的の文献にジャン

プすることが可能です 

 

多様な機能 

 ページ送り 

 画面拡大・縮小 

 全画面表示 

 輝度・コントラスト調整のビ

ューワ機能 

 印刷 

 PDF ファイルのダウンロード 

 OCR テキストのダウンロード 

 書誌自動生成 

 書誌情報のエクスポート 

 メール送信 

 Google/Microsoft ログインとク

ラウド連携を実装 

←収録資料は資

料の種類別にサム

ネイルで表示され

ます 

 

mailto:kenkyushien@maruzen.co.jp

