
映画に見る世界史

古代

中世・
近世　

近代

現代

作品名 製作年 内容
リトル ･ブッダ 1993 仏教の誕生

十戒 1956 モーセの出エジプト

トロイ 2004 トロイア戦争

アレキサンダー 2004 アレクサンドロス大王の生涯

墨攻 2006 中国戦国時代の争いと墨家

始皇帝暗殺 1998 秦の始皇帝暗殺未遂事件

スパルタカス 1960 剣奴スパルタクスの反乱

クレオパトラ 1963 プトレマイオス朝女王クレオパトラ

パッション 2004 イエスの最期

グラディエーター 2000 五賢帝時代末期の剣闘士

レッドクリフ 2009 赤壁の戦い

キング・アーサー 2004 アーサー王物語

ザ・メッセージ 1976 ムハンマドの生涯

敦煌 1988 敦煌莫高窟に埋められた文書の謎

クルセイダーズ 2001 第１回十字軍

ロビン ･フッド 1991 中世の伝説上の人物

モンゴル 2007 チンギス =ハンの半生

キングダム・オブ・ヘブン 2005 イェルサレム王国とサラディン

薔薇の名前 1986 ベネディクト修道院の生活

ブレイブハート 1995 13 世紀末のスコットランドとイングランドの争い

ジャンヌ・ダルク 1999 百年戦争

1492　コロンブス 1992 コロンブスの航海

エリザベス 1998 エリザベス１世の半生

エリザベス：ゴールデンエイジ 2007 エリザベスが無敵艦隊に挑む

バリー・リンドン 1975 七年戦争

ミッション 1986 南米でのイエズス会士の布教と挫折

アマデウス 1984 音楽家モーツァルトの生涯

おろしや国酔夢譚 1992 大黒屋光太夫の半生

レボリューション 1985 アメリカ独立革命

マリー・アントワネット 2006 マリ =アントワネットの生涯

グレースと公爵 2001 フランス革命

キング・オブ・キングス 2003 ナポレオンの生涯

裸のマハ 1999 ゴヤ「裸のマハ」のモデルをめぐる謎

ブラザーズ・グリム 2005 グリム兄弟が主人公のファンタジー

風と共に去りぬ 1939 南北戦争

グローリー 1989 南北戦争と黒人

ダンス・ウィズ・ウルブズ 1990 アメリカ先住民と白人との交流

王様と私 1956 タイ , ラーマ５世の近代化政策

阿片戦争 1997 アヘン戦争

八十日間世界一周 1956 世界の一体化

西太后 1984 清末期の権力者西太后

ラストエンペラー 1987 宣統帝（溥儀）の生涯

西部戦線異状なし 1930 第一次世界大戦

アラビアのロレンス 1962 第一次世界大戦



作品名 製作年 内容
宋家の三姉妹 1997 浙江財閥宋家の三姉妹の生涯

戦艦ポチョムキン 1925 第１次ロシア革命

ドクトル・ジバゴ 1965 ロシア革命前後の時代

インドへの道 1984 イギリスのインド支配

ガンジー 1982 インドの独立

アンタッチャブル 1987 禁酒法の時代

英国王のスピーチ 2010 吃音に苦しんだイギリス国王ジョージ６世の物語

モダン・タイムス 1936 第一次世界大戦後のアメリカ社会

チャップリンの独裁者 1940 ナチズムに対する風刺

シンドラーのリスト 1993 ユダヤ人収容所

カサブランカ 1942 レジスタンス運動

戦場のピアニスト 2002 第二次世界大戦

ライフ・イズ・ビューティフル 1998 ユダヤ人強制収容所に生きる親子

プライベート・ライアン 1998 ノルマンディー上陸作戦

父親たちの星条旗 2006 硫黄島の戦いをアメリカの視点で描く

ヒトラー　最期の 12日間 2004 ヒトラーの最期を描く

セブン・イヤーズ・イン・チベット 1996 チベットの中国編入とダライ=ラマ

さらば，わが愛 /覇王別姫 1993 1920 年代から 70 年代の中国が舞台

ブラザーフッド 2004 朝鮮戦争

ＪＳＡ 2000 板門店での北朝鮮兵と韓国兵の友情

チェ 28歳の革命
チェ 39歳　別れの手紙

2008 チェ =ゲバラの生涯とキューバ革命

ルムンバの叫び 2000 コンゴ動乱

13 デイズ 2000 キューバ危機

ＪＦＫ 1991 ケネディ大統領暗殺事件

マルコムＸ 1992 公民権運動

アメリカン・ヒストリーＸ 1998 アメリカの人種差別問題

地獄の黙示録 1979 ベトナム戦争

プラトーン 1986 ベトナム戦争

７月４日に生まれて 1989 ベトナム戦争からの帰還兵を描く

アポロ 13 1995 アポロ計画

キリング・フィールド 1984 ポル =ポト政権下での大量虐殺

活きる 1994 中国近代化の実像

遠い夜明け 1987 アパルトヘイト反対運動

シュリ 1999 南北朝鮮の現実と統一への願い

ノー・マンズ・ランド 2001 ボスニア紛争

ホテル・ルワンダ 2004 ルワンダ内戦

カンダハール 2001 アフガニスタンの現代

現代



書名 著作者 出版社 内容

古
代

王家の紋章
細川智栄子あんど
芙～みん

秋田書店
古代エジプトに主人公がタイムスリップする物語。
王との恋愛や，数々の困難に遭遇する

天は赤い河のほとり 篠原千絵 小学館
ヒッタイト王国にタイムスリップした主人公が，
やがて王妃となるまでを描いた物語

史記 横山光輝 小学館 司馬遷の史記を忠実に描く

ブッダ 手塚治虫 講談社 ブッダの生涯と思想を描く

キングダム 原泰久 集英社
戦国時代が舞台。のちに大将軍となる少年と秦王
政が主人公

テルマエ・ロマエ ヤマザキマリ
エンターブレイ
ン

古代ローマ人が現代日本の銭湯へタイムスリップ

蒼天航路
原作：李學仁，
漫画：王欣太

講談社 曹操を主人公とした新しい視点の三国志

ＳＴＯＰ劉備君！ 白井恵理子
メディアファク
トリー

三国志をもとにした４コマギャグマンガ

三国志 横山光輝 潮出版 三国志演義をもとにした大長編マンガ

中
世
・
近
世

ヴィンランド・サガ 幸村誠 講談社
中世北ヨーロッパを舞台に，ヴァイキング（ノルマ
ン人）の活動を描く作品。ヴァイキング船や当時の
風景がイメージできる

チンギスハーン 横山光輝 秋田書店 チンギス=ハンの生涯を描く

アルカサル―王城― 青池保子 秋田書店 14 世紀のイベリア半島が舞台

チェーザレ 破壊の創造者 惣領冬実 講談社
チェーザレ =ボルジアを主人公に，ルネサンス期
のイタリアを描く

７人のシェイクスピア ハロルド作石 小学館 シェークスピアの生涯とその謎にせまる物語

女帝エカテリーナ 池田理代子 中央公論新社 エカチェリーナ２世の生涯を描く

近
代
・
現
代

ベルサイユのばら 池田理代子 集英社
フランス革命を舞台に，男装の主人公オスカルが
激動の時代を生きる物語

栄光のナポレオン 池田理代子 中央公論新社
ベルサイユのばらの続編的要素があり，ナポレオ
ンの栄光と没落を描く

乙嫁語り 森薫
エンターブレイ
ン

19 世紀の中央アジアが舞台。遊牧民から定住民に
嫁いだ女性など，「当時のお嫁さん」たちを主人公
にした物語。中央アジアの生活が描かれている

ツタンカーメン 山岸涼子 潮出版
カーターがツタンカーメンの墓を発掘するまでを
ファンタージータッチで描

劇画ヒットラー 水木しげる 筑摩書房 ヒトラーの生涯を丹念に描く

アドルフに告ぐ 手塚治虫 文藝春秋
第二次世界大戦を舞台に，３人の「アドルフ」の運
命が交錯する

ＭＡＳＴＥＲキートン
浦沢直樹著，勝鹿北
星・長崎尚志脚本

小学館
元イギリス陸軍で保険調査員の主人公が様々な事件
に遭遇。古代から現代までのヨーロッパの歴史を背
景にした内容が多い

マンガに見る世界史


