
2020年 12月 1日作成 

徳島市立図書館 

ブックリスト 「モラエス」 
徳島を愛したポルトガルの文人「モラエス」を調べるために役立つ本などをご紹介します。 

 

 

＜参考資料＞ 

 

＜郷土資料＞ 著作 (翻訳・英語訳) 

書名 著者・編者 出版者 出版年 請求記号 

極東素描 
ヴェンセスラウ・デ・モラ

エス 
モラエス研究会 2018 Ｔ281/モラ 

モラエスの絵葉書書簡  

日本発、ポルトガルの妹へ 

ヴェンセスラウ・デ・モラ

エス 
彩流社 1994 T289/モラ 

おヨネと小春 
ヴエンセスラオ・デ・モラ

エス 
昭森社 1936 Ｔ939/モラ 

おヨネとコハル W・モラエス 集英社 1983 Ｔ939/モラ 

おヨネとコハル 
ヴェンセスラウ・デ・モラ

エス 
彩流社 1989 Ｔ939/モラ 

おヨネとコハル（増補改訂版） 
ヴェンセスラウ デ モラ

エス 
彩流社 2004 Ｔ939/モラ 

極東遊記 モラエス 中央公論社 1941 Ｔ939/モラ 

大日本 歴史・芸術・茶道 モラエス 帝国教育会出版部 1942 Ｔ939/モラ 

定本モラエス全集 １～5 モラエス 集英社 1969 Ｔ939/モラ 

徳島の盆踊り モラエスの日本随想記 W・de・モラエス 講談社 1998 Ｔ939/モラ 

徳島の盆踊り モラエスの日本随想記 
ヴェンセスラウ・デ・モラ

エス 
徳島県立文学書道館 2010 Ｔ939/モラ 

日本精神 W・de・モラエス 講談社 1992 Ｔ939/モラ 

日本精神 モラエス 彩流社 1996 Ｔ939/モラ 

書名 著者・編者 出版者 出版年 請求記号 

徳島県百科事典 徳島新聞社調査事業局 徳島新聞社 1981 T030/トク 

徳島県史 第六巻 徳島県史編さん委員会 徳島県 1967 T209/トク 

徳島市史 第四巻 教育編・文化編 徳島市市史編さん室 徳島市教育委員会 1993 T210/トク 

徳島県歴史人物鑑 別冊 富永幹夫他 徳島新聞社 1994 T280/トク 



日本夜話 モラエス 第一書房 1936 Ｔ939/モラ 

日本歴史 モラエス 明治書房 1942 Ｔ939/モラ 

ポルトガルの友へ モラエスの手紙 
ヴェンセスラウ・デ・モラ

エス 
彩流社 1997 Ｔ939/モラ 

Antologia / Wenceslau De Moraes Moraes,Wenceslau de Vega 1993 T939/MO 

Bon-Odori in Tokushima Wenceslau de Moraes Union Press Osaka 1979 T939/MO 

Glimpse of the Japanese soul Wencesｌau de Moraes 
Kyoiku Shuppan 

 Center 
1985 T939/MO 

Oyone and Koharu Wencesｌau de Moraes 
Kyoiku Shuppan 

 Center 
1982 T939/MO 

モラエス作品集 
ヴェンセスラウ デ モラ

エス 
徳島県教育印刷 2012 T940/モラ 

 

＜郷土資料＞ 伝記・評論・小説など 

書名 著者・編者 出版者 出版年 請求記号 

新モラエス案内  

もうひとりのラフカディオ・ハーン 
深沢暁 アルファベータブックス 2015 Ｔ281/モラ 

二列目の人生 隠れた異才たち 池内紀 晶文社 2003 T281/モラ 

モラエスさん 森松晶子 モラエス会 2012 T281/モラ 

異邦人モラエス 四国放送 毎日新聞社 1976 Ｔ289/モラ 

ウエンセスラウ・デ・モラエス翁 湯本二郎 モラエス翁顕彰会 1935 Ｔ289/モラ 

「美しい日本」に殉じたポルトガル人  

評伝モラエス 
林啓介 角川書店 1997 Ｔ289/モラ 

ヴェンセスラウ・デ・モラエス 60回忌 モラエス会ほか モラエス会 1988 Ｔ289/モラ 

居留地の街から  

近代神戸の歴史探究 

神戸外国人居留地 

研究会 

神戸新聞総合出版セン

ター 
2011 Ｔ289/モラ 

徳島のモラエス 
徳島のモラエス編集 

委員会 
徳島市中央公民館 1972 Ｔ289/モラ 

21世紀に生きるモラエス  

生誕 150年記念事業の記録 

モラエス生誕 150年 

記念事業実行委員会 

モラエス生誕 150年 

記念事業実行委員会 
2005 Ｔ289/モラ 

日本人モラエス 花野富蔵 青年書房 1940 Ｔ289/モラ 

日本人モラエス 花野富蔵 大空社 1995 Ｔ289/モラ 

モラエス案内 モラエス生誕百年祭 

記念特集 （徳島文化 19） 
徳島県立図書館 徳島県立図書館 1955 Ｔ289/モラ 

モラエス案内（増補再版） 徳島県立図書館 徳島県立図書館 1995 Ｔ289/モラ 



モラエス翁関係新聞資料  

久米惣七氏集成写本 
久米惣七 - - Ｔ289/モラ 

モラエス翁関係年代記 徳島県立図書館 徳島県立図書館 1993 Ｔ289/モラ 

モラエス会七十五年史 
モラエス会七十五年史

編集委員会 
モラエス会 2010 Ｔ289/モラ 

モラエス サウダーデの旅人 岡村多希子 モラエス会 2008 Ｔ289/モラ 

モラエス その光と影 三好昭一郎 徳島モラエス学会 1992 Ｔ289/モラ 

モラエスの旅  

ポルトガル文人外交官の生涯 
岡村多希子 彩流社 2000 Ｔ289/モラ 

モラエス、ロータリーとの 1年  

国際ロータリー第 2670地区[四国]  

2011-2012年度 

- 
徳島日本ポルトガル 

協会 
- Ｔ289/モラ 

わがモラエス伝 佃実夫 河出書房新社 
1966/ 

1983 
Ｔ289/モラ 

A Portuguese interpreter of Japan 

Wenceslau de Moraes 

Martins Janeira, 

Armando 

Tokushima-ken Kyoiku 

Insatsu 
1985 T289/MO 

いのち輝く №94 
とくしま“あい”ランド推進

協議会 

とくしま“あい”ランド推進

協議会 
2020 Ｔ369/トク 

モラエスの徳島散歩  

モラエス文学の背景 
新開宏樹 出版カラムス 1975 T900/モラ 

日本への遠い道 モラエス伝 阿坂卯一郎 小峰書店 1979 Ｔ936/アサ 

モラエスとコウト友情物語  

明治を愛したポルトガル人 
デコウト光由姫 新人物往来社 2001 T936/テコ 

孤愁 新田次郎 文藝春秋 1980 Ｔ936/ニツ 

孤愁 サウダーデ 上・下 新田次郎 毎日新聞社 1999 Ｔ936/ニツ 

孤愁 サウダーデ 新田次郎、藤原正彦 文藝春秋 2012 Ｔ936/ニツ 

サウダーデの男モラエス 森本義輝 東京図書出版会 2004 T936/モリ 

モラエスと小坊さん 原田一美 

徳島日本ポルトガル 

友好 450周年記念 

行事実行委員会 

1993 T938/ハラ 

失われた楽園  

ロチ、モラエス、ハーンと日本 
佐藤剛 葦書房 1988 Ｔ939/モラ 

モラエスの東方への夢 ディアス・ジョルヂ 教育出版センター 1984 T939/モラ 

モラエスつれづれ 松村益二随筆選 松村益二 モラエス会 2013 Ｔ940/マツ 

モラエス恋遍路 瀬戸内寂聴 実業之日本社 2009 
912.4/ 

瀬戸内 

 



＜一般資料＞ 

書名 著者・編者 出版者 出版年 請求記号 

わが映画批評の五〇年 佐藤忠男 平凡社 2003 778/サト 

日本映画史 3 佐藤忠男 岩波書店 1995 778.2/サト 

 

＜ＡＶ資料＞ 

書名 著者・編者 出版者 出版年 請求記号 

朗読で楽しむ文学（ＣＤ）  徳島県立文学書道館 2007 Ｔ900/トク 

 

＜研究誌・論文など＞ 

書名 著者・編者 出版者 出版年 請求記号 

徳島大学総合科学部  

地域科学研究 第 1～6巻 
徳島大学総合科学部 徳島大学総合科学部 

2012-

2016 
T050/トク 

徳島大学 大学開放実践センター紀要  

第 24-25巻 

徳島大学 

大学開放実践センター 

徳島大学 

大学開放実践センター 

2015-

2016 
T050/トク 

水脈  

徳島県立文学書道館研究紀要 
- 徳島県立文学書道館 2001～ Ｔ050/トク 

異文化に照らし出された四国  

外国語文献と異文化的視点を持つ 

関連文献の調査から 

依岡隆児ほか - 2020 T209/トク 

異文化に照らし出された四国  

外国人ならびに国際的に活躍した 

四国出身者の残した文献の調査・研究から 

依岡隆児ほか - 2019 T209/トク 

歴史と文化・阿波からの視点  

三好昭一郎先生還暦記念論集 
- 

三好昭一郎先生還暦

記念論集刊行委員会 
1989 T209/ミヨ 

「モラエス顕彰による地方創生プロジェ

クト」論集 創刊号・第 2号 

徳島大学総合科学部

モラエス研究会 

徳島大学総合科学部

モラエス研究会 

2015- 

2016 
T281/モラ 

居留地の窓から 第 9号 

 神戸外国人居留地研究会年報 
- 

神戸外国人居留地 

研究会 
2014 T289/モラ 

モラエス 創刊号～9 - モラエス会 
1998-

2006 
Ｔ289/モラ 

W.de Moraesの 5993日  近藤文子 
神戸外国人居留地 

研究会 
2014 T289/モラ 

 

 

 

 

 
トク 

Ｔ386 

 

上記には、貸出できない本も含まれています。 

所蔵場所やコピーなどお困りのことがありましたら、 

スタッフまでご相談ください。 

 

 

徳島市電子図書館キャラクター プレスちゃん 


