
歴史を調べる 

 
◆『チョコレートの大研究』 

日本チョコレート・ココア協会∥監修 

   PHP 研究所（Ｊ596/ﾁﾖ 児童室）   

◆『大好き♥食べ物情報図鑑 3』 

  浜田 和子∥文 高村 忠範∥絵 

   汐文社 （J383/ﾀﾞｲ/3 児童室） 

 

    カカオ豆を調べる 

 
◆『世界の不思議な花と果実』 
   湯浅 浩史∥著 

    誠文堂新光社 （Ｊ471/ﾕｱ 児童室） 

 

◆『みんなだいすき！チョコレート』 
   古谷野 哲夫∥監修 チャイルド本社 

     （Ｊ588/ﾐﾝ 児童室） 

 

     作り方を調べる 
 

◆『図解 みんなの産業シリーズ ９』 
   市川 健夫∥監修  学研 

   （Ｊ608/ﾁﾕｳ 1/9 集密書庫） 

◆『身近な食べもののひみつ 4』 

幕内 秀夫・ 神 みよ子∥監修 

 学研（J619/ﾐｼﾞ/4 児童室） 

 

 こんな本も読んでみよう。 
    

◆『チョコレートと青い空』 

   堀米 薫∥作 そうえん社 

  （J913/ﾎﾘ 児童室） 

  
   大人むけの本ものぞいてみよう。 

       
 

◆『チョコレートの歴史物語』 
サラ モス・アレクサンダー バデノック∥共著 

 堤 理華∥訳 原書房（383.8/ﾓｽ 一般開架） 

◆『チョコレートの事典』 

成美堂出版編集部∥編  

   成美堂出版（596.65/ﾁﾖ くらしコーナー）  

雑誌で調べる 

 

（かしだしできない資料です。図書館でよんでね） 

◆『子供の科学』誠文堂新光社（児童室） 

・2011.2 月号  p.106～111 

 「大発見！チョコレートのヒミツ」 

・2013.10 月号  p.22～23 

 「チョコボールができるまで」 

 

   インターネットで調べる  

 

（最終確認日 2018.1.10） 

◆ 日本チョコレート・ココア協会 
  http://www.chocolate-cocoa.com/ 

 

◆ 国際子ども図書館子どもＯＰＡＣ 
  ほかにどんな本があるか、調べることができます。 

  http://iss.ndl.go.jp/children/top# 
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わからないこと、もっとくわしく

知りたい人は、図書館のスタッフ

に聞いてみてね。 

 

 

 

 

でんわ：０１９－６０６－１７３０ 

ファックス：０１９－６０６－１７３１ 

http://www.library.pref.iwate.jp/ 

 

 

 

日本にチョコレートがやって

きたのは、いつ？ どこから、

伝わってきたのかな？ 

パスファインダーとは、いろい

ろなことを調べるときに役にた

つ「道しるべ」のことです。 

子どもむけパスファインダー No.30 

チョコレート 



 

 

『体験取材!世界の国ぐに 

15 インドネシア』 

岡崎 務∥文・写真 

  村井 吉敬∥監修 

ポプラ社（J290/ﾀｲ/15）   

『チョコレートの 

そもそも』 

佐藤卓デザイン事務所∥著 

平凡社（J588/ﾁﾖ） 

 

 

 

（J596/ｶﾚ） 

  

  まずはキーワードを考えよう。 

しらべる手がかりになるカギだよ！ 

 

 

 

 

大まかに知りたいときは、じてんを 

開いてみよう。じてんではキーワー   

ドをみつけることもできるよ。 

 

 ◆『総合百科事典 ポプラディア』 

    ポプラ社 （JR031/ｿｳ） 

 

 ◆『21 世紀こども百科食べもの館』 

   小学館 （JR498/ﾆｼﾞ） 

 

 説明文のなかから、心にのこったことば

をひろってごらん― それもキーワード。 

  
＼ ほら、キーワードがふえたよ！／ 

 

カカオマス 固形 板チョコ    

バレンタイン 原産国（西アフリカ 

東南アジア 中南米） 

 
 
   どんな本で調べたらいいか、わから

ないときはこの本を開いてみよう。  

 

◆『どの本で調べるか』 

       リブリオ出版 （JR028/ﾄﾞﾉ） 

             

 OPAC
オ ー パ ッ ク

でけんさく 

本をさがそう！ 

 

OPAC は図書館の資料を探すコンピュ

ーター。キーワードや本のタイトルを入力

してけんさくしよう。インターネットで調

べるときも、キーワードはかつやくするよ。 

 

 ＼こんな本、見つけた！／ 

          

 

 

 

チョコレートの原料 カカ

オ豆は、高温多湿をこのむ 

木の実から採れます。 

カカオ豆の生産国や、その国が地球の 

どの辺にあるのか知ることができます。 

 

 

 

 

 

     

 カカオ豆の原産国インド 

ネシアを調べてみましょ

う。気候や風土、そこに暮らす人々の様

子、日本との交流を知ることができます。 

 

 

 

 

 

原料のカカオ豆は、古代メキシ 

コでは「神様の食べ物」と言われていたり、

日本には「しょくらとを」という名前で伝

わっていたりと、おどろくことがいっぱい。 

 

 

 

 

 

 

チョコレートという名前 

はどうして。なんで茶色いの。こんなにい

いにおいがするのはなぜ。チョコレートの

たくさんのなぞを「そもそも」という言葉

でたずねながら、といていきます。 
 

 

   

 

 
 
       ガーナ共和国の農園で大き 

    くみのったカカオの実。そ

れが、甘いチョコレートになるまでを、写

真で紹介。たくさんの人々の手や多くの工

程を経て、私たちのもとへ届けられます。 

『チョコレートができるまで』 

宮崎 祥子∥構成・文 白松 清之∥写真 

岩崎書店（J619/ﾐﾔ/10） 

 

岩崎書店（J383/ｸﾆ） 

『世界の食べもの』 

素朴社∥編 

 素朴社（J612/ｾｶ） 

   

 

 

 

『大研究!チョコレート 

って楽しい!』 

小川 京美∥漫画          

講談社ビーシー（J588/ｵｶﾞ） 

//ﾀﾞｲ/2）  

オーパック 
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