
正式国名：ブラジル連邦共和国 

政治体制：連邦共和制 

首都：ブラジリア 

人口：約 2億 445万人（2015年） 

公用語：ポルトガル語 

通貨単位：レアル 

面積：851.2万平方 km 

日本との時差：約 12時間から 13時間 
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本町図書館では、『文化・芸術・芸能』に関する資料を、絵画や音楽、工芸、伝統芸能など幅広い

分野にわたって収集・展示をしてまいります。 

 

第３１回目となる今回は、「Ｏｌｅ
オ レ

！ブラジル」と題して、「ブラジル」をテーマにした展示をお届

けします。 

 

リオデジャネイロオリンピックが８月、ブラジルで開幕します。南米大陸ではじめて開催される今

回のオリンピック。開催国のブラジルは、どんな国でしょうか？コーヒーやサッカー、カーニバルが

有名ですが、日本と深い関わりのある国です。この機会に、ブラジルについて知りましょう。オリン

ピックがより楽しくなるはずです。 

 

 

  

    

 

 

 

      

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※  展示資料は貸出もできます。  

展示場所：本町図書館 ２階書架 

展示期間：平成２８年 ６月２５日(土) ～ ８月２５日(木) 

   第３１回 本町図書館 個性づくりテーマ展示 

Ｏｌｅ！ブラジル 

本町ほのぼのだより 第３１号 

 ブラジルの基本データ 

 宗教：カトリック約 65％、 

プロテスタント約 22％、無宗教 8％ 

民族：欧州系約 48％、アフリカ系約 8％、

東洋系約 1.1％、混血約 43％、 

先住民約 0.4％ 

主要産業：製造業、鉱業（鉄鉱石他）、

農牧業（砂糖、コーヒー、オレンジ

他） 

※「Ｏｌｅ」は 

ポルトガル語で「頑張れ」の意 



 

 

 

 

 

 

  

 
 

リオデジャネイロ 

 アマゾン 

ブラジルの国技といえば、サッ

カー。今までにワールドカップ

で５回優勝しています。 

代表的なブラジルの料理は、

シュハスコ。鉄の串にいろん

な肉を刺して焼きます。 

1500年ポルトガルの遠征隊がブラジルに漂着。 

1548年ポルトガルの直轄地になる。 

1693年ミナスジェライスで金が発見される。 

1763年リオデジャネイロが首都になる。 

1807年ナポレオンの侵攻により、ポルトガル王室

がブラジルに移住。 

1822年ドン・ペドロ一世が独立宣言。 

1888年奴隷制度を廃止。 

1889年軍部クーデターにより共和制に。 

1891年憲法発布。 

1908年日本から一回目の移民が来る。 

1946年民主憲法発布。 

1960年ブラジリアが首都になる。 

1964年軍事クーデターにより軍事政権誕生。 

1985年大統領選挙により民政復活。 

2014年ワールドカップが開催される。 

ブラジルの国名は、ブラジルという

赤色染料の原料となる木が由来。ブ

ラジルの木が特産だったので、この

名となりました。 

ブラジルは、コーヒーの生産が世界一

です。また、砂糖の生産も多く、植民

地時代から栽培されてきました。 

http://2.bp.blogspot.com/-SQIhcX-VuGU/VYJcctbmvnI/AAAAAAAAuYs/tUT6xP3CvY8/s800/mori_jungle.png
http://3.bp.blogspot.com/-B51bSXvheo0/U9y-_OuskMI/AAAAAAAAjZs/HYtkYhUOLe4/s800/fruit_coffee.png
http://4.bp.blogspot.com/-6XZGqVlQWZI/VSufdAJZ3vI/AAAAAAAAs8Q/wp1z-k397S0/s800/sweets_vegetable_satoukibi.png
http://2.bp.blogspot.com/-3Mvyua1bSc0/VhHgb0WbzmI/AAAAAAAAy80/FBvTVg5fDMM/s800/food_churrasco_syurasuko.png
http://2.bp.blogspot.com/-jLYulmbxOZ4/Uj_2_RkzPdI/AAAAAAAAYF4/0qO86ozeUd8/s800/soccer_boy_brazil.png


 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ブラジルの面積は、世界５位。およそ８５１万平方ｋｍの広さは、日本の２２．５倍です。

南米大陸で最も広く、人口も南半球最大の２億人。また、原住民や各地から移り住んだ移民

によって、豊かで面白い文化を築いています。 

 

 

ブラジルの北部には、世界で最も流 

量の多いアマゾン川が流れています。 

アマゾン川の流量は、世界の流量の 

約 20％を占めています。また、流域に広がる熱帯林

は、地上最大の森林です。多種多様な生態系があり、

場所によってさまざまな森林が見られます。自然の

宝庫であるアマゾンですが、近代化により急速な森

林破壊が進んでいます。アマゾンは地球上の酸素を

排出する割合が高く、地球の肺とも言われています。

アマゾンを守るための取り組みは行われています

が、追い付いていないのが現状です。 

南部のアルゼンチンとの国境付近には、イグアスの

滝が流れています。イグアスの滝を含む国立公園は、

世界遺産に登録されています。 

 

 

17世紀末にミナスジェライスで金 

が発見され、今日でもアマゾンで金 

が採掘されています。他の鉱物資源

も豊富で、特に鉄鉱石の埋蔵量は世界 2位ですが、

質が良く、採掘されやすいのが評価されています。

農業においては、コーヒーや砂糖が世界一の生産を

誇ります。また、大豆やオレンジの生産量も世界有

数です。 

 

 

ブラジルには、もともとインディヘナと呼ばれる先

住民が住んでいました。16世紀からは、ヨーロッパ

人が植民し、労働力としてアフリカ系黒人がやって

きました。長い時間をかけ、これらの人種で混血が

すすみます。奴隷制が廃止されると、安価な労働力

として移民が歓迎されます。そして、日本からも移

住する人が現れました。現在のブラジルは、世界最

大の日系人の住む国です。 

 

 

 

ブラジルの音楽といえば、ボサノバやサンバがあげ

られます。他に、ショーロというポピュラーミュー

ジックがあります。ショーロはブラジル音楽の古典

とすると、サンバは大衆のための歌謡曲、ボサノバ

はジャズやロックなどのような若者文化に例えられ

ます。ショーロは、クラシック音楽やダンス音楽を

ギター、フルート、カヴァキーニョなどを使って演

奏したのが始まりとされます。サンバはアフリカ系

黒人文化に起源をもち、1930年代にアメリカでカル

メン・ミランダが成功を収めると、サンバはブラジ

ルの代表的な音楽となりました。ボサノバはショー

ロやサンバを基に 1950 年代当時の若者の心情に置

き換えて、新しい音楽として成立した 

ものです。「イパネマの娘」が世界的 

に流行すると、ボサノバも世界に広ま 

りました。 

 

 

ブラジルと言えば、サッカー大国の 

イメージがあります。しかし、強い 

のはサッカーだけではありません。

バレーボール、ビーチバレー、バスケットボール、

テニスなどの球技が盛んです。また、格闘技大国で

もあり、カポエイラや柔道なども有名です。カポエ

イラは、奴隷として連れてこられた黒人たちの間に

伝えられた格闘技です。カポエイラに伴奏がつくの

は、看守にばれないように練習する際、踊りのよう

に見せていたと言う名残です。 

 

 

リオデジャネイロオリンピックでは、 

新種目として 7人制ラグビーと復活種目としてゴル

フが採用されます。また、パラリンピックでは、カ

ヌーとトライアスロンが採用されます。 

 

雄大な自然と森林破壊 

豊富な資源と世界有数の農業大国 

人種の「るつぼ」 

ブラジルのスポーツ 

オリンピックとパラリンピック 

ブラジルの音楽 



 

 

  

 

日本では、カーニバルと言えば単にお祭り・イベント等を表すことも多いのですが、カーニバルの元々

の意味はキリスト教の祝祭「謝肉祭」です。「謝肉祭」とは、カトリック文化圏で四旬節（復活祭前の

40日間・日曜日は除く）に先立ち 3日～8日間行われる祝祭です。復活祭（イースター・キリストの復

活を記念する日）は「春分の日の後の最初の満月直後の日曜日」となっているので年によって日付が移

動し、それに連動して世界各地のカーニバル開催の日付も年によって変わります。しかし現在では、そ

の宗教的な意味は薄れ、単なる年中行事や観光行事となっている地域も多くなっています。 

 

 世界最大の祭典・ブラジルのリオのカーニバルは、南半球の現地では真夏にあたる 2～3月頃、四旬

節直前の 4日間を通じて行われます。 

メインとなるパレードはエスコーラ・ジ・サンバ（サンバスクールの意味。エスコーラと略すことが

多い）の各グループによるものです。エスコーラ（ポルトガル語で学校の意味）は、スクールとは言っ

ていますが学校のような組織ではなく、サンバを中核として集まる地域の共同体、カーニバルのための

組合のようなものです。各エスコーラは市内に巨大な工房をもち、テーマ選定からはじまり数年の期間

をかけ、山車や衣装、舞台装置などを製作し、スポンサー獲得計画や予算管理など一切をこの工房で取

り仕切ります。エスコーラの数はリオデジャネイロだけでも 50を超え、コンテストの舞台でもあるパ

レードでその演技を競い合います。 

 パレードは通常 1チーム当たり 5000～8000名という規模で、各チームが選んだテーマや物語がきめ

られた規則に従って構成されています。先頭は「コミッソン・デ・フレンテ」と呼ばれ、そのチームの

テーマの概要を奇抜な踊りや寸劇で紹介しながら進みます。次に「カーレ・アレゴーリコ」と呼ばれる

数々の山車が続きます。4～5階建てのビルに相当する巨大な車両が花道を埋め尽くし、さらにその間を

数百人のダンサーが埋めるようにしてパレードは進みます。その合間に一際目立つ 1組の男女は「女性

旗手」と「そのパートナー」と呼ばれ、手にしている旗はエスコーラの団旗であり、二人はエスコーラ

の象徴です。その後ろに続くのが 1000名以上のメンバーによる「バテリア」と呼ばれるドラムの集団

で、「クイーン・オブ・ドラム」と呼ばれる女性がその先頭に立ちバテリアの集団を誘導します。「クイ

ーン・オブ・ドラム」は圧倒的な美の象徴とされ、選ばれるのはエスコーラのトップ 12チームの 12人

のみで、リオの街の少女たちの憧れとなっています。 

 このような壮大なパレードが会場のサンバドロームで行われているのと同じ頃、市内の至るところで

はストリート・カーニバルと呼ばれる街頭を舞台としたお祭りがおこなわれています。これはブロコと

いう数々のグループが仕掛け人で、その規模は 10名ほどの小規模なものから 100万超の市民が集結す

る人気グループまでさまざまです。人々は好きなブロコを選んで後を追い、サンバのリズムに乗って街

を練り歩きます。高額な入場料が必要なサンバドロームのパレードとは違い、全てが無料なので誰もが

気軽に参加できます。 

 こうして会場で繰り広げられる 4日間の壮大な祭典、是非とも一度は直に見てみたいものです。ただ

し、先述の通り年によって開催日付が変わりますので、見に行かれる際はくれぐれもご用心を。 

 

 

参考文献 『踊る！ブラジル』 田中克佳 写真・文 小学館 2014年  

               『地球の歩き方Ｂ21 ブラジルとベネズエラ』  

地球の歩き方編集室 編 ダイヤモンド・ビック社 2016年  



 

 

 

 

コルコバードのキリスト像 

テレビなどでもよくとり上げられている、リオデジャネイロを象徴するおおきな

キリスト像です。 

1931年 10月 12日に落成式が行われました。 

ブラジルはキリスト教人口が多く、大きく手を広げた雄大な姿は、ブラジルの

人々の信仰深さが伺える像です。 

 

 

「メトロポリタン・カテドラル」 

（オスカー・ニーマイヤー設計） 

白い曲線を描くコンクリートの柱で囲まれた、ドーム状の教会です。 

ドームの天井はステンドグラスで覆われていて、天から光が降り注ぐ

ようになっています。とても神秘的な聖堂として訪れる人々に感動を

与えています。 

 

 

ブラジルの現代建築家    オスカー・ニーマイヤー 

 

オスカー・ニーマイヤー（1907～2012）はリオデジャネイロ生まれの建築家です。 

近代建築家の巨匠、ル・コルビュジエに師事し、主にブラジルで活躍しました。 

1956年から首都ブラジリアの大規模な都市計画に参加し、国会議事堂や外務省などの主要な建物を建

築家のルシオ・コスタとともに設計しました。ブラジリアは 1987年に世界文化遺産に登録されています。 

彼は 2012年に 104歳で亡くなるまで大胆で自由な形を特徴とした建築を数多く残しています。 

 

参考文献 『図説ブラジルの歴史』金七紀男 著 河出書房新社 2014年 

 

 

 

 

 『おいしいブラジル』    麻生雅人著 スペースシャワーネットワーク 2016年 

 

ブラジルはアマゾン川、サッカーなどが有名ですが、ブラジルの料理を思い

浮かべることが出来ますか？この本では、最近話題のアサイーのほかにも、 

シュハスコやマテ茶等を紹介。現在の流行食も載っています。オリンピックが

始まる前に、「食」からブラジルの文化を考えてみませんか？ 

  

おすすめ図書 



 展示図書リスト 

 

ブラジルについて調べてみよう！ 
 

今回ご紹介した他にもブラジルに関する図書はたくさんあります。また、図書のほかに、雑誌記事、新聞など

でも調べられます。いろいろな情報源を使って、調べてみましょう。 

 

1.キーワードを使って調べよう   

 

次のキーワードを参考にして調べよう。 

南米 新大陸 ラテン・アメリカ 連邦制国家 旧植民地 ポルトガル 

コーヒー サンバカーニバル プランテーション ＢＲＩＣs アマゾン サッカー 

 

2.基本的な情報源を使って調べよう 

   

 辞書・事典類を使って、テーマについての基本的な事柄を押さえよう。 

書名 請求記号 所蔵館 

日本大百科全書 031 本町・中央・野方・鷺宮・江古田・東中野 

ラテン・アメリカを知る事典 新版 ２５５ ラ 本町・中央 

現代ブラジル事典 新版 ３０２．６ ゲ （本町なし）中央 

 

書名 著者 出版者 出版年 分類記号 

ブラジル、住んでみたらこんなと

こでした！ 

岡山裕子 文・写真 清流出版 2014年 296.2 オ 

驚きのアマゾン 高野潤 著 平凡社 2013年 296.2 タ 

踊る！ブラジル 田中克佳 写真・文 小学館 2014年 302.6 タ 

ブラジル 跳躍の軌跡 堀坂浩太郎 著 岩波書店 2012年 302.6 ホ 

移民の詩 水野龍哉 著 CCCメディアハウス 2016年 334.4 ミ 

ブラジルへの郷愁 レヴィ＝ストロース 

著 

中央公論新社 2010年 382.6 レ 

移民の宴 高野秀行 著 講談社 2015年 383.8 タ 

おいしいブラジル 麻生雅人 著 スペースシャワーネ

ットワーク 

2016年 596.2 ア 

ル・クルーゼ 世界の料理でおもて

なし 

石川勉 他 監修 主婦の友社 2016年 596.2 ル 

タビトモ会話 ブラジル 玖保 キリコ マンガ JTBパブリッシング 2012年 869.7 ブ 

ブラジルからコンニチワ！ いまいはるみ 著 東京図書出版 2014年 914.6 ｲﾏ 



3.図書を探そう 

 

図書館では、関連分野ごとに図書が並んでいる。【テーマの棚】を実際に見て、図書を探そう。 

 

 

図書館のホームページや OPAC(館内利用者用検索機)を使って、図書を探そう。 

【中野区内に図書があるか】 

●中野区立図書館ホームページを使って調べよう。 

                        → http://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/tosho/index.asp 

【東京都内に図書があるか】 

●東京都立図書館のホームページを使って調べよう。 

                       → http://www.library.metro.tokyo.jp/ 

【国内に図書があるか】 

●国立国会図書館のホームページを使って調べよう。 

                        → http://www.ndl.go.jp/ 

4.雑誌・新聞記事を探そう 

 

中央図書館参考室の雑誌新聞記事索引データベースを使って調べよう。 

 

日経テレコン２１ 1975年からの日経 4紙（経済・産業・金融・流通）の新聞全文や企業情報

などが検索可能。 

聞蔵Ⅱビジュアル 朝日新聞のほか、知恵蔵・ＡＥＲAなどが検索可能。 

ＭＡＧＡＺＩＮＥ ＰＬＵＳ 雑誌記事や論文情報検索が可能。 

ＷＨＯ ＰＬＵＳ 歴史上の人物から存命中の人物について検索可能。 

官報情報検索サービス 1947年から当日までの官報が検索可能。 

Ｄ1－Ｌａｗ.com 判例などの法律情報が検索可能。 

 

5.関連機関を使って調べよう 

   

  ●駐日ブラジル大使館  

〒１０７－８６３３ 東京都港区北青山２―１1－12 

         ０３（３４０４）５２１１  

         ホームページ内にキッズページがあります。 

 

  ●（独）JICA横浜海外移住資料館図書資料室  

         〒２３１－０００１ 神奈川県横浜市中区新港２－３－１ 

         ０４５（６６３）３２５1（代表）   

         海外移住資料館併設。南北アメリカ大陸への移住に関する資料を主に所蔵しています。 

 

※インターネットでは、ほかに外務省やジェトロなどのサイトで、ブラジルに関して調べることできます。  

分野 請求記号 分野 請求記号 分野 請求記号 

ブラジル史 262 ブラジルの地誌 296.2 ブラジルの社会事情 302.62 

南米の経済 332.55 ポルトガル語 869 ポルトガル文学 969 

http://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/tosho/index.asp
http://www.library.metro.tokyo.jp/
http://www.ndl.go.jp/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本町図書館個性づくり展示｢Ｏｌｅ！ブラジル｣はお楽しみいただけましたでしょ

うか。これからもみなさまの身近にある、お役に立つ図書館、新しい発見のある図

書館を目指して、スタッフ一同取り組んでまいります。 

 

 

 

☆おはなし会☆ 

毎週土曜日 11:00～11:30 

第４水曜日 15:30～16:00 

児童室にて開催中！ 

第４土曜日は乳幼児向けの 

 「おひざでだっこのおはなし会」 

 

『本町ほのぼのだより』 

第３２号は８月２７日 

発行予定です。 

本町図書館からのお知らせ 

児童コーナー 

「戦争と平和」の夏の子ども会 

平成２８年８月６日(土) 

11:00～12:00 

 

 

 

 

☆個性づくり展示☆ 

下記の個性づくりの本は展示しています。 

 

   第二十七回・カメラ 

   第二十八回・日本の服飾 

   第二十九回・神社とお寺 

   第三十回・世界の遺産 

第一回～第二十六回の 

個性づくりの本は 

一般書架にあります。 

是非ご覧下さい！ 

☆７月・８月の休館日のご案内☆ 

<７月> 

１１日の月曜日 

２９日（金）・館内整理日 

<８月> 

８日の月曜日 

２６日（金）・館内整理日   

 

 

 


