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 ブ ラ ジ ル について調べる 
 

ブラジルのパラー州と千葉県は姉妹県州関係を結んでいて、関わりの深い国です。 

今回はブラジルについて調べるときに、手がかりになる参考図書や情報をご案内します。 

 

 

 

１．キーワード 

資料・情報を探すときにこれらのキーワードを使うと便利です。１つのキーワードで検索すると、結果

が多く出るようなときは、キーワードを掛け合わせて検索します。 

「ブラジル」「Brazil」「ブラジル人」「ラテンアメリカ」「南アメリカ」「アマゾン」 

「移民」「BRICS」(経済発展の著しいブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカ共和国の総称) 

２．概要を知る 

概要を知るために、まずは事典類、概説書で調べましょう。 

 

 （１）OPACから探す 

千葉県立図書館 HP「図書・雑誌・視聴覚資料検索」から資料を探すことができます。 

検索項目に「件名」を選択して、「ブラジル」、「ラテンアメリカ」など、いくつかの単語を組み合わせ

て検索すると、より効果的に資料を見つけることができます。 

例）全項目「ブラジル」＆全項目「歴史」で検索 ⇒ 232件ヒット  

件名「ブラジル」＆件名「歴史」で検索⇒ 68件ヒット（2016年 7月時点） 

書 名 出版情報 請求記号 

『ブラジルを知るための 56章 第 2版』 
アンジェロ・イシ著 

明石書店 2010 

中30262/4 

西30262/1 

ブラジルの社会や文化について深く知りたい人のための56章です。p262～266に参考文献を掲載しています。 

『ブラジル雑学事典』 
田所清克著 

春風社 2016 
東2962/18 

ブラジルについて地理・歴史・移民・経済・社会・民俗・民族・教育・文化の分野に分けて解説されています。ポル

トガル語文献のリストを巻末p406～425に掲載しています。 

『ラテンアメリカを知る事典 新版』 

p561-572ブラジル 

大貫良夫監修 

平凡社 2013 

中255/5 

東255/1/13 

ラテンアメリカの自然、民族、歴史、政治・外交、経済・産業、日本との関係などを、50音順の項目別および地域・

国名別に詳述。 p561-572「ブラジル」の項にブラジルの詳しい記事があります。見返しに地図があります。 

『現代ブラジル事典 新版』 
ブラジル日本商工会議所編 

 新評論 2016 
東30262/6/16 

図表・写真資料を多数掲載し、2000年以降のブラジルの全体像について詳しく解説しています。p236～240に 2000年

以降のブラジル年表を掲載しています。 

３．図書で情報を探す 

 

１．キーワード                    ４．新聞・雑誌で情報を探す 

２．概要を知る                    ５．インターネットで情報を探す 

３．図書で情報を探す                 ６．こんなことも調べられます 

 

 

 

https://www.library.pref.chiba.lg.jp/licsxp-iopac/WOpacMnuTopInitAction.do?WebLinkFlag=1&moveToGamenId=tifschcmpd
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 （２）図書から探す 

本にはそれぞれ「請求記号」と呼ばれる数字が付いていて、その本がどのような分野を主題として 

扱っているかを表しています。 また、本は「請求記号」順に棚に並べられています。 

＜ブラジルの歴史・地理＞ （件名「ブラジル」＆分類「262」や「2962」で検索。） 

200 歴史・地理 ＞ 260 南アメリカ史 ＞ 262 ブラジル史 

＞ 290 地理・地誌・紀行 ＞ 296 南アメリカ ＞ 2962 ブラジル 

＜ブラジルの社会・経済＞（件名「ブラジル」＆分類「30262」「33255」「33446」で検索。） 

300 社会科学 ＞ 302 各国社会事情 ＞ 3026 南アメリカ ＞ 30262 ブラジル 

       ＞ 330 経済 ＞ 33255 ラテンアメリカ経済 

＞ 3344 移民・難民問題 ＞ 33446 ブラジル 

書 名 出版情報 請求記号 

『ブラジルの歴史 ブラジル高校歴史教科書 

（世界の教科書シリーズ）』 

シッコ・アレンカール著 

明石書店 2003 
東262/7 

1979年初版のブラジルの中等教育課程(15～17歳)用の歴史教科書を訳出したものです。植民地期から帝政期、共和

制期まで、ブラジルの歴史がわかりやすく説明されています。 

『図説 ブラジルの歴史』 
金七紀男著 

 河出書房新社 2014  
東262/12 

写真と地図、わかりやすい文章でブラジルの全体像を知ることができます。p120～123にブラジル史略年表を掲載。 

書 名 出版情報 請求記号 

『躍動するブラジル 新しい変容と挑戦』 
近田亮平著 

 アジア経済研究所 2013 
東30262/9 

政治、経済、企業、社会、外交、開発をテーマに近年のブラジルの成し遂げた変容について解説されています。 

『ブラジル ARCレポート』 
ARC国別情勢研究会編 

1980-2016 

中33262/1 

西33262/1 

東33262/2 

ブラジルの政治・社会情勢や経済動向、貿易・投資動向、経済・貿易政策と制度、対日関係、産業動向、市場環境

についてのレポート。基礎事項、文化・社会、関係機関等、ブラジルの基礎データも収録されています。 

『ブラジル経済の基礎知識 第 2版』 
二宮康史著 

ジェトロ 2011 
東 33262/3/11 

ブラジルの政治、経済、外交、産業動向の検証と、実際にビジネスに取り組むにあたって必要な実務知識がわかり

ます。巻末に「ブラジルの主要経済指標」「ブラジル経済情報インターネット・ソース」を掲載しています。 

『ブラジル日本移民百年史 別巻 

 目でみるブラジル日本移民の百年』 

ブラジル日本移民史料館編 

風響社 2008 
東33446/24/ﾍ 

豊富な写真と解説で、当時のブラジル日系人社会の様子を詳しく知ることができます。p184～185にブラジル全域地

図、p186～193にブラジル日本移民史年表を掲載。ポルトガル語を併記しています。 

『日本・ブラジル交流人名事典』 
パウリスタ新聞社編 

五月書房 1996 

中33446/2 

西3344/68 

東33446/3 

日伯交流に参与した主要人物1000名を収録しています。出身地や生没年、主な活動・業績等の記載があります。 
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＜ブラジルの文学＞（件名「ブラジル」＆分類「969」で検索。） 

969 ポルトガル文学 ※言語分類上ブラジル文学はここに含まれる。 

＜その他、ブラジルの文化や音楽など＞（件名「ブラジル」＆全項目「文化」「音楽」などで検索。） 

・千葉県立図書館ホームページ（http://www.library.pref.chiba.lg.jp/） 

「図書・雑誌・視聴覚資料検索」で「雑誌」のみに☑を入れると、雑誌の特集記事のタイトルなどから探

すことができます。 

例）全項目「ブラジル」で検索 

「特集ブラジル」『ラテンアメリカ時報』（2012年春号）西部所蔵 

「南米初の五輪を開催するブラジル」『アジ研ワールドトレンド』（2016年 8月号）西部所蔵 

・千葉県関係新聞・雑誌記事索引（菜の花ライブラリー）（http://e-library.gprime.jp/lib_pref_chiba/） 

県立図書館所蔵の新聞・雑誌から主要な千葉県関係の記事情報を採録したデータベースです。 

例）全カテゴリ「ブラジル」で検索 

「ブラジル移住民の昔と今、写真で紹介 南房総 県人会が記念事業」（千葉日報 2006.10.20 p17） 

・ラテンアメリカレポート（http://www.ide.go.jp/Japanese/Publish/Periodicals/Latin/area_list.html） 

 ジェトロ・アジア経済研究所による、ラテンアメリカについての定期刊行物です。「国・地域別記事索引」か

ら「ブラジル」を選択すると、ブラジルに関連した記事のタイトルや、本文へのリンクを閲覧できます。 

書 名 出版情報 請求記号 

『ブラジル文学序説』 
田所清克著 

 国際語学社 2011 
東96902/4 

ブラジル文学についての小史と、作家についての論考を収録しています。p294～300 にブラジル文学史年表、p301

～305にブラジル文学主要翻訳作品案内を掲載しています。 

 

『ブラジル文学事典』 
田所清克編著 

彩流社 2000 

中96903/1 

西96903/1 

東96903/1 

ブラジルの風土や思想にふれながら、時代区分に沿って作者と作品解説を行っています。 p295～325にブラジル文

学史年表、p379～384にブラジル文学史に関する主要文献を掲載しています。 

書 名 出版情報 請求記号 

『地球の歩き方 ’16～’17 ブラジル』 
「地球の歩き方」編集室編集 

ダイヤモンド・ビッグ社  2016 
東29093/2/17-2-21 

旅行用のガイドブックですが、観光情報だけでなく、ブラジルの文化・社会・歴史について幅広く知ることができま

す。折り込みマップつき。（データ：2015 年11 月現在） 

『ブラジル・カルチャー図鑑』 
麻生雅人編著 

 スペースシャワーブックス 2012  
東 3615/340 

ファッション、アート・民芸品、建築・都市、食べものなど、最新のブラジル文化を全54トピックスで、豊富な写真

とともに紹介しています。ワールドカップ2014開催12都市ガイドも収録。巻末に写真・図版データ、参考文献掲載。 

『リアル・ブラジル音楽』 
Willie Whopper著 

ヤマハミュージックメディア 2010 
東7647/291 

ブラジルの基礎知識から、ブラジル音楽の歴史や最新情報、旅行会社の選定やライブ情報のチェックの仕方などを掲

載しています。巻末にアーティスト索引、ジャンル・ムーヴメント索引があります。 

４．新聞・雑誌で情報を探す 

http://www.library.pref.chiba.lg.jp/
https://www.library.pref.chiba.lg.jp/licsxp-iopac/WOpacMnuTopInitAction.do?WebLinkFlag=1&moveToGamenId=tifschcmpd
http://e-library.gprime.jp/lib_pref_chiba/
http://www.ide.go.jp/Japanese/Publish/Periodicals/Latin/area_list.html
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 ブラジルについて調べるのに便利なサイトをご紹介します。 

 

・外務省 各国・地域情報（http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/brazil/index.html） 

基礎的なデータのほか、要人往来など、特に日本との国際関係について詳しいです。 

・駐日ブラジル大使館（http://www.brasemb.or.jp/） 

気候・観光・文化など身近な情報が調べられます。子ども向けのわかりやすい「ブラジルキッズコーナー」

ページもあります。 

・地球の歩き方 ブラジル旅行（http://www.arukikata.co.jp/country/brazil.html） 

上記で紹介しているガイドブックのインターネットサイト。基本情報以外にも、ビザなどの旅行情報、

日常会話やマナーなどを紹介した現地情報があります。 

・JETRO（日本貿易振興機構） ブラジル（http://www.jetro.go.jp/world/cs_america/br/） 

ジェトロの海外ネットワークを通じて収集したブラジルに関するビジネス情報を提供しています。 

ブラジルに関するニュースや基本情報、統計などがご覧いただけます。 

・日本貿易振興機構（ジェトロ）アジア経済研究所 図書館（http://www.ide.go.jp/Japanese/Library/） 

開発途上地域の学術的文献、基礎資料、及び最新の新聞・雑誌を所蔵しています。「千葉県内図書館横断検索」

の「大学・類縁機関」からも検索することができます。 

・JICA（国際協力機構） ブラジル（http://www.jica.go.jp/brazil/） 

 JICAがブラジルで行っている事業の概略や、プロジェクトに関する報告書などを見ることができます。 

・日本ユネスコ協会連盟 世界遺産リスト 南米（http://www.unesco.or.jp/isan/list/america_2/） 

 南アメリカの世界遺産一覧のリストです。ブラジルは 2016年時点で19カ所登録されています。 

（インターネット最終アクセス：2016年7月27日） 

＊インターネットは情報が古かったり信憑性に欠ける場合があるので、上記に挙げたサイトのように信頼でき

る発信元かどうか確認の上、ご利用ください。 

 

 

Q1.ブラジルでのコーヒー豆の生産量を知りたい。 

A1.統計資料である『世界国勢図会』『世界の統計』に各年の生産量が掲載されています。さらに過去の統計

資料としては『新編世界歴史統計 3 南北アメリカ歴史統計 1750～1993』に1900 年以降のデータが掲載さ

れています。これらはいずれもFAO（国際連合食糧農業機関） のデータ（ただし英語のサイトです）

（http://faostat.fao.org/）をもとにしています。 

 

Q2.ブラジルの国歌はどんな歌？ 

A2. 上記5で紹介している駐日ブラジル大使館「ブラジルキッズコーナー」の「国歌」のページによると、 

作詞ジョアキン・オゾリウ・ドゥーク・エストラーダ、作曲フランシスコ・マヌエル・ダ・シルヴァで

す。同サイトには歌詞と日本語訳も掲載されており、再生もすることができます。また県立東部図書館

では視聴覚資料『世界の国歌 決定盤』（AD764/21）を所蔵しています。 

 

※所蔵館について 中：中央図書館（千葉市） 西：西部図書館（松戸市） 東：東部図書館（旭市） 

５．インターネットで情報を探す 

６．こんなことも調べられます。 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/brazil/index.html
http://www.brasemb.or.jp/
http://www.arukikata.co.jp/country/brazil.html
http://www.jetro.go.jp/world/cs_america/br/
http://www.ide.go.jp/Japanese/Library/
http://mets2.elib.gprime.jp/search_pref_chiba/
http://www.jica.go.jp/brazil/
http://www.unesco.or.jp/isan/list/america_2/
http://faostat.fao.org/

