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日本留学海外拠点連携推進事業
カントリーレポート

ブラジル連邦共和国
Federative Republic of Brazil



概況

ブラジルは中南米最大の国。南米大陸の約半分（47.3％）を占め、

世界で5番目に広い国土を持つ。広大なアマゾン河流域を抱え、国土

の90%は熱帯に属するが、人口の60％以上が温暖な地域に住んで

いる。 ブラジルの民族構成は、多様性に富んでいる。先住民であるイ

ンディオと、その後ブラジルに押し寄せたポルトガル人を中心とする

ヨーロッパ系の白人、アフリカから労働力として移住させられた黒人と、

それらの混血、また約200万人の日系社会を抱える。植民地時代か

ら農業が経済の中心を担ったが、20世紀に入り工業化が進み、2億

人の市場をもつ世界第10位のGDPを誇る。2019年にボルソナロ政

権は経済自由主義を掲げ、市場の役割を重視した「小さな政府」への

政策転換を表明した。

首都

ブラジリア

人口

212,559,409（2020年、世銀）

人口増加率

0.7% (2020年、世銀)

面積

8,515.8 ㎢² (2018年、世銀)

言語

ポルトガル語

宗教

カトリック約64%、プロテスタント

22%、無宗教8%、心霊主義

2％、他4％

（ブラジル地理統計院、2010年）

通貨

レアル

基本情報
主要産業

製造業，鉱業（鉄鉱石他），

農牧業（砂糖，オレンジ，コーヒー，

大豆他）

GDP成長率

-4.1% (2020年、世銀)

一人当たりのGDP

6,796米ドル (2020年、世銀)

成人識字率

93.2%（2018年，世銀）

大学進学率

公立学校卒35,9%(2018年, IBGE）

私立学校卒79,2%(2018年, IBGE）

国内大学数（国公立、私立）

2,608 (302; 2,306)

(2020年、Inep)

在留邦人数

5万491名 (令和元年、外務省)
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教育事情

ブラジルの現行の教育制度は1996年に確立され、初等・中

等・高等教育について新しい方針と基準が定められた。

初等教育（Ensino Fundamental、義務教育）は当初8年

間だったが、06年に法律11.274号により、9年間に拡大され

た。公立校の学費は無料で、1日に2部、3部制で回っている。

働きながら学ぶ人のために、夜間コースもある。

中等教育（Ensino Medio）は15歳～17歳までの3年間で、

普通科と専門科がある。一般に私立学校の場合、専門科のほ

うが教育レベルが高く、大学進学率も高いと言われている。

電気・電子・会計・経営技術・データ処理・師範などの分野が

ある。

一般大学は18歳から21歳までの４年間（医科系は6年、工

学・法学系は5年）である。大学には単科大学と総合大学が

あり、修士課程・博士課程への進学が可能である。

英語教育・IB教育の状況

英語教育については、British Councilの調査によって、1％の国

民は英語が堪能で、5％は英語が話せるという結果が出た。また、

85％の生徒たちは公立の学校に通い、週に2回程の英語授業を受

けている。2020年から、Ensino Fundamental II（小学校6年）

から英語は義務科目になった。

ブラジルにIB学校は41校があり、そのうち31校は国際バカロレア

認定されている。サンパウロ、リオデジャネイロとブラジリアに集まっ

ており、富裕層の外国人子弟と留学を希望する生徒が入学している。

日本語教育の状況

教育機関の数

380；学習者数：26,157；増減率：13.8％

2018年度参考：

https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/survey/result/dl/survey201

8/all.pdf

日本語能力試験の状況

ブラジルでは毎年12月の試験を8地区（サンパウロ、ロンドリーナ、

ポルトアレグレ、リオデジャネイロ、ブラジリア、サルバドール、ベレン、

マナウス）で実施されている。2020年はコロナウイルスの影響で

試験は中止。2019年の受験者は4001名。

参考：http://www.cblj.org.br/5



日本への留学者数

550人 （2020年度、JASSO）

主な日本留学希望者（高校、大学・大学院生、社会人）

大学生、高校生、社会人

日本留学を希望する動機（多い順）

大学院、学部、専門学校

留学希望先機関（日本語学校、専修学校、大学、大学院等を多い順）

大学院、大学、日本語学校、交換留学、専門学校

専攻分野（多い順）

人文科学、工学、社会科学、理学、農学、芸術、数学、保健

希望が多い（ニーズが高い）留学期間

1月と7月（ブラジルの学校の休みの時期）

日本留学事情

経済的状況（留学資金）

留学フェアの際奨学金についての質問は多かった

留学後の進路希望

就職と進学（大学院）
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ブラジルから日本への留学生数の推移

「外国人留学生在籍状況調査」(独)日本学生支援機構

6



現地日本関連情報

190万人の日系移民が生活する当国においては、日本

や日本文化に対する好感度は高く、普段の生活の中で、

普通に受け入れられている。

かつては、日系人が多く居住する地域中心であったもの

の、情報伝達システムの発展により、非日系人を含む全国

に浸透するようになった。日本の節句等に由来する季節の

行事、ポップカルチャーも含む日本文化・芸術のイベント、

スポーツイベントなど活発に実施されている。

主な留学先国

アルゼンチン、カナダ、アメリカ、アイルランド、英国、オーストラリ

ア

主な留学先教育課程

英語学校、学士、中等教育（高校）、専門学校

主な専攻分野

英語語学校が最も多く、その他の専攻分野についてデータはな

し。

海外への留学者数

38万–39万人（2019年度）

その他、特徴的な事項

Belta2020年度調査によると、2019年の留学生の内、女性は

62%、男性38%であり、年齢は25–29歳；22–24歳；18–21

歳の順に多かった。

海外留学事情
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留学生リクルーティング・コラム

ブラジルは100年以上にわたる日系移民の歴史の中で獲得した

日系人に対する勤勉で優秀であるとの評判に基づく、日本に対す

る好感度を持っている国民が少なくない。また、日本のアニメ、マ

ンガへの人気から若者の日本への憧れ・関心が高く、大規模なイ

ベントも開催されている。

こうした日本への高い関心をいかに留学生リクルーティングに

結びつけるにあたっては、他の南米諸国同様、奨学金の問題や日

本留学の手続の情報が十分に行き渡っていないなどが大きな課

題のひとつになっている。連携のある学校からのコメントには、留

学センターの担当者にウェビナー形式で奨学金や日本留学につ

いての説明会を開いて欲しい、留学のための事務手続きのサ

ポートを行って欲しいという要請の声が大きかった。また、日本は

男性社会および外国人への偏見のイメージが根強く、学生の中に

は日本留学後の進路について、日本社会の一員として活動し続

けられるか不安を抱くことも多い。ハイテク、アニメ、マンガに象徴

される「ファンタジー」としての日本から、自分自身が留学生として

生活し、学ぶ「リアルな」日本の姿をどう伝えるか？リアルな日本

の生活者・経験者としての留学生の生の声を広く発信することが

鍵のひとつであろう。 作成協力：日本留学海外拠点連携推進事業（南米地域）筑波大学

写真引用元：Pixabay

リオデジャネイロ連邦大学の教授からは、日本とブラジル研究

機関・研究機構との連携を増加、促進させることが日本留学へ

の近道であるというコメントがあった。特に大学院レベルにおい

ては留学の動機づけ、卒業後のキャリアデザインにおいて、日

本とブラジルの研究者・教員の繋がり、共同研究の果たす役割

が大きい。本事業としても留学生受入だけでなく、総合的な学

術交流の発展・拡大を目指した取組を進めていきたい。
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日本留学海外拠点連携推進事業
カントリーレポート

ペルー共和国
Republic of Peru



概況

ペルーは、南アメリカ大陸の西海岸、中央に位置する共和制国家。

首都はリマ。国土は、太平洋沿岸部（砂漠）、アンデス山脈、アマゾ

ン熱帯林の主要3地域から成り、多様な気候帯と世界でも有数の

生物多様性を誇る。約500年前のスペインによる征服までインカ帝

国に代表される南米の古代文明の中心地であり、植民地時代には

スペインによる南米統治の中心となった。共和国としての独立は

1821年で、2021年は独立200周年に当たる。民族構成は多様で、

スペイン人など欧米系の白人層（5.9%）とケチュア（22.3%）、アイ

マラ（3.6%）の先住民を主に構成され、時代の変遷とともにその混

血（60.2%）が人口の多数を占めるに至る。アフリカ系の住民

（5.9％）の他、アマゾンには多数の少数民族が生活している。また

19世紀以降に移住した東洋系の子孫も重要な位置を占めている。

（民族構成比は2017年の国勢調査での自己同定による。）

首都

リマ

人口

3220万1224 人(2021年推定)

（リマ首都圏人口は3分の1を占める）

人口増加率

0.88％

面積

1,285,216 ㎢

言語

スペイン語、ケチュア語、アイマラ語

(公用語）

宗教

キリスト教（カトリック76%、プロテス

タント14.1％）（2017年国勢調査）

通貨

ヌエボ・ソル

（https://www.cia.gov/the-world-

factbook/countries/peru）

基本情報 主要産業

製造業、鉱業エネルギー、農業、水

産業、観光業などサービス業

GDP成長率

-11.1％(2020年、世銀)

一人当たりのGDP

6,083米ドル（2020年IMF）

成人識字率

94.4%（2018年）

(https://www.cia.gov/the-world-

factbook/countries/peru)

大学進学率

70.7％ (2017年)

（http://uis.unesco.org/en/country/pe)

国内大学数（国公立、私立）

139 (48, 91) （2019年）

(Informe Bienal.pdf (www.gob.pe)) 

在留邦人数

3,174人（2020年）

(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/p

age22_003338.html)
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教育事情

ペルーでは、児童教育、初等教育、中等教育、高等教育（大学、

職業・技術教育）の4つのレベルで教育が行われている。義務教

育は、幼児（1年）、初等（6年）、中等教育（5年）の12年間で、大

学を含め国立系の授業料は無料。長らく課題であった就学率の

向上は大幅に改善された。ただOECDのPISA（学習到達度調

査）でペルーは低位に甘んじており、教員のレベル向上やインフ

ラの整備等が教育省の最大の目標である。高位中間層以上の家

庭は私立学校を選択するなど私学と公立のギャップは大きい。

初等・中等教育は11年であるが、中等課程修了者は日本の大学

入学資格が認められている。有力な私立学校はIBコース（国際

バカロレア資格取得）を設けており、その場合修学年数は12年

である。欧米系の私立学校や日本人学校などはリマ市に集中し

ている。高等教育では、サンマルコス国立大学は1551年開設さ

れた南米最古の大学である。21世紀に入ってから,大学開設の

自由化と相まって、私立大学の新設が急増（42校から91校）、入

学者数は過去10年間で倍増した。中間層の増大で志願者数が

増え、特に国立名門校への入学は厳しくなった。分野的には、行

政学・法学、コミュニケーションなど社会科学系を中心とし、工学

系の比重も高まっている。

(Informe Bienal.pdf (www.gob.pe))

英語教育・IB教育の状況
欧米系の私立学校を除き、英語教育はあまり進んでこなかった。

2014年、グローバル化に伴い、政府はバイリンガル教育の方針を

打ち出し、教育課程の見直しや教員の育成を含め振興策を定めた。

英語学習者の57%が中等教育の段階で学んでいる。外国人観光

客の急増、雇用やキャリアパスとの関係で、英語の学習者が増加。

高所得者層の約75％が英語を学習中である。IBプログラムを提

供する学校は54校存在する。

english_in_peru_may_2015_fg2_1.pdf

(britishcouncil.pe)

日本語教育の状況
日本語教育機関の数は10校、学習者数は3,792人である

（2018年）。日本語能力試験は毎年2回ペルー日系人協会で行わ

れており、2019年度の受験者数は計319人。検定試験は行われ

ていない。首都リマには約5つの日系学校があり、教育カリキュラ

ムの一部として日本語を教えている。（JAPANFOUNDATION

2020) アジア研究を目的としたプログラムの一環として、日本語

の授業が開設されている大学はあるが、日本語学科など日本語

教育に特化した大学教育は少ない。日本語の学習者が留学に必

要な日本語能力を得ることは困難で、日本への進学選択は厳しい

のが現状である。ペルーにおける日系社会の存在や日本への関

心の大きさを踏まえれば、日本語教育の普及に対してより政策的

な対応が必要である。

11



日本への留学者数

108名（専門学校、日本語学校含む)

（2020年度JASSO外国人留学生在籍状況調査より）

主な日本留学希望者（高校、大学・大学院生、社会人）

高校生、大学生、大学院生

日本留学を希望する動機（多い順）

治安の良さ；高い科学技術；質の高い教育；労働力不足による就労

のチャンス；欧州と比較した留学コストの安さ （ブラジル人・ペルー

人元国費留学生への聞き取り調査等 2021年5月）

留学希望先機関（日本語学校、専修学校、大学、大学院等を多い

順）

大学、日本語学校、大学院、専修学校

専攻分野（多い順）

Humanities（人文科学）, Engineering（工学）, Social 

Sciences（社会科学）, Agriculture（農学）,

Public Health (保健) ,Physics（理学）, Arts（芸術）

(JASSO, 2019) 

日本留学事情
希望が多い（ニーズが高い）留学期間

12月〜4月

経済的状況（留学資金）

ほとんどの学生が奨学金を必要としている。

留学後の進路希望

日本での就職、もしくは自国に戻り就職する。
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主な留学先国

アメリカ、イギリス、フランス、カナダ、

スペイン、アルゼンチン、オーストラリア、 ニュージーランド、

ドイツ、イタリア、中国、 日本

主な留学先教育課程

学士の交換プログラム

海外への留学者数

33,701人 (Unesco 2019)

内訳はアルゼンチン(16,632人 [49.3%])、アメリカ

(3,197人 [9.5%])、スペイン2,795人 [8.3%]

現地日本関連情報

ペルーは中南米諸国で最初に日本と国交を結び（1873

年）、南米で最初に（1899年）日本人移住者を受け入れる

など長い友好関係を築いている。ペルー日系人の数は約

10万人に達すると見られ、中南米ではブラジルに次ぐ規模

である。2019年は日本人ペルー移住120周年を記念し

「日ペルー交流年」として両国で関連事業が開催された。ペ

ルーは日本のODAの中南米で最大の受け入れ国である。

1967年、現上皇夫妻が皇太子時代に開所式に臨まれた

日秘文化会館(Centro Cultural Peruano Japones)

は、日本とペルーの交流の象徴的な場所となっている。移

住100周年を記念し、日系人協会が運営する記念病院

（Clinica CentenarioPeruno Japonesa）が、110周

年に日本の援助で新設され、ペルー医療の発展に貢献し

ている。

海外留学事情
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留学生リクルーティング・コラム

ペルーを含め、南米の生徒や学生からは、奨学金についての

質問が圧倒的に多く寄せられる。ペルーの中間層以下の学生

が、奨学金なしで日本留学を選択する可能性は極めて低い。

留学先としても、英語またはスペイン語が使用される域内のア

ルゼンチンや、より近距離の北米・ヨーロッパへの留学を好む

傾向にある。最近の所得水準の向上にともない、私費での留

学が可能な学生が増え、相対的に安価で質の高い教育が施

される日本の大学に留学生をリクルートする余地は大きい。卒

業後を踏まえたキャリアパスを含めた情報提供のあり方が重

要である。南米拠点では2020年12月から現在（2021年9

月）までに、38の日本の大学と日本留学のプロモーションを、

主にfacebookなどのSNSを使用し行ってきた。現地時間に

合わせ、地域別、言語別のイベントや様々な予備情報をウェビ

ナーで提供している。研究者同士の交流の機会を増やすこと

で、研究室間の学生交流に繋げる試みも行っている。また、オ

ンラインプラットフォームの使用により、大学の担当者と留学に

関心のある学生との距離を縮める機会を増やすことに成功し

ている。
作成協力：日本留学海外拠点連携推進事業（南米地域）筑波大学

写真引用元：Pixabay
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日本留学海外拠点連携推進事業カントリーレポート（南米地域）

2021年11月作成

独立行政法人日本学生支援機構日本留学海外拠点連携推進本部
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