
歴史を調べる 

 
◆『まるごとわかる 

「日本人」はじめて百科 2』 
湯本 豪一∥監修 日本図書センター  

（Ｊ031/ﾏﾙ/2 児童室）   

◆『世界が見えてくる  

身近なもののはじまり 第 2 期 1』 
  井田 ゆき子∥文 吉田 よし子∥監修  

PHP 研究所 （J031/ｾｶ/2－１ 児童室） 

◆『カレーのひみつ』 

青木 萌∥作・文 山口 育孝∥漫画 

学研コミュニケーションビジネス事業部教材 

資料制作室 （Ｊ588/ｶﾚ 児童室） 

 

     材料を調べる 

 
◆『お肉のひみつ』 
   小竹 千香子∥著 永井 泰子∥絵 

    さ・え・ら書房 （Ｊ596/ｵﾀﾞ 児童室） 

◆『発見!植物の力 10         

     スパイス・ハーブ・薬』 
  小山 鐵夫∥監修・著 小峰書店 

  （J615/ﾊﾂ/10 児童室） 

 

     作り方を調べる 
 

◆『つくって味わう!世界の料理』 
   村上 祥子∥監修  河出書房新社 

   （Ｊ596/ﾘﾖ/5 児童室） 

◆『いくぞ!カレーたんけん隊』 

坂本 広子∥著 偕成社 

（J596/ﾁﾕｳ/12 集密書庫） 

  
   大人むけの本ものぞいてみよう。 

       
 

◆『カレーライスの誕生』 
小菅 桂子∥著 講談社 

（383.81/ｺｽ 一般開架） 

◆『カレーになりたい!』 

水野 仁輔∥著 イースト・プレス 

      （Y596/ﾐｽﾞ ユースコーナー）  

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（自動化書庫） 

・2014.3 月号  p.22～25 

 「カレールゥ王国を探検」 

        

インターネットで調べる  

 

（最終確認日 2017.1.15） 

◆子どものための農業教室（農林水産省）  

http://www.maff.go.jp/j/agri_school/ 

index.html 

 

◆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/ 

 

 

 

みんなが大好きなカレー。い

つ日本にやってきたのかな？ 

なぜ、おいしいんだろう？ 

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.23 

カレーのひみつ 



 

 

『食べものの伝来が 

わかる絵事典』 

岡田 哲∥監修   

PHP 研究所（J383/ﾀﾍﾞ） 

講談社（J538/ﾉｸﾞ） 
 

（J383/ｵｸ/3） 

『カレーのひみつ』 

ひさかたチャイルド 

（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） 

 

 ◆『小学館こども大百科』 

   小学館 （JR031/ｼﾖ） 

 

 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！／ 

 

学校給食 軍隊 カレールウ    
 
カレー粉 スパイス/こうしん料   

 
 
   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！／ 

          

 

 

 

カレーの国インド。インド

の食事をのぞいてみると、

いろんなカレーがあって、 

びっくり。なぜこんなにスパイスを使う 

料理が多いのか、知ることができます。 

 

 

 

 

 

 

 身近な食べものが、どの 

ように日本へやってきた

かを、教えてくれる一冊。はじめてのカ

レーは、いまのとずいぶん違っています。 

 

 

 

 

 

大人も子どもも大好きなカ 

レー。なぜ、こんなに好かれるようになっ

たの？ カレーにまつわるエピソードを紹

介しながら、そのなぞをときあかします。 

 

 

 

 

 

 

おいしいカレーには、カ 

レールウにひみつがあり 

そうです。ひみつを知るために、たくさん

のスパイスをつかって、じぶんでカレール

ウをつくってみることができます。 
 

 

   

 

 
 
       名前からカレーについて調  

    べていきます。カレーはイ 

ンド・タミル地方の「カリ（kari=たれ、汁）」

からきています。ライスは英語でごはんの

こと。では、カレーライスはどこの言葉？ 

 

『たべものの名前のひみつ』 

国松 俊英∥文 熊谷 さとし∥絵 

岩崎書店（J383/ｸﾆ） 

『インドのごはん』 

銀城 康子∥文 高松 良己∥絵 

 農山漁村文化協会 （J383/ｷﾞﾝ） 

   

 

 

 

『大好き♥食べ物情報図鑑 2        

カレー』 

浜田 和子∥文 高村 忠範∥絵 

汐文社（J383/ﾀﾞｲ/2）  オーパック 



 

 

『食べものの伝来が 

わかる絵事典』 

岡田 哲∥監修   

PHP 研究所（J383/ﾀﾍﾞ） 

講談社（J538/ﾉｸﾞ） 
 

（J383/ｵｸ/3） 
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ひさかたチャイルド 

（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！ 
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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。 
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 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！／ 

 

学校給食 軍隊 カレールウ    
 
カレー粉 スパイス/こうしん料   

 
 
   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
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でけんさく 
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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！／ 

          

 

 

 

カレーの国インド。インド

の食事をのぞいてみると、

いろんなカレーがあって、 

びっくり。なぜこんなにスパイスを使う 
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かを、教えてくれる一冊。はじめてのカ

レーは、いまのとずいぶん違っています。 

 

 

 

 

 

大人も子どもも大好きなカ 

レー。なぜ、こんなに好かれるようになっ

たの？ カレーにまつわるエピソードを紹

介しながら、そのなぞをときあかします。 

 

 

 

 

 

 

おいしいカレーには、カ 

レールウにひみつがあり 

そうです。ひみつを知るために、たくさん

のスパイスをつかって、じぶんでカレール

ウをつくってみることができます。 
 

 

   

 

 
 
       名前からカレーについて調  

    べていきます。カレーはイ 

ンド・タミル地方の「カリ（kari=たれ、汁）」

からきています。ライスは英語でごはんの

こと。では、カレーライスはどこの言葉？ 

 

『たべものの名前のひみつ』 

国松 俊英∥文 熊谷 さとし∥絵 

岩崎書店（J383/ｸﾆ） 

『インドのごはん』 
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『大好き♥食べ物情報図鑑 2        

カレー』 

浜田 和子∥文 高村 忠範∥絵 

汐文社（J383/ﾀﾞｲ/2）  オーパック 
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講談社（J538/ﾉｸﾞ） 
 

（J383/ｵｸ/3） 

『カレーのひみつ』 

ひさかたチャイルド 

（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） 

 

 ◆『小学館こども大百科』 

   小学館 （JR031/ｼﾖ） 

 

 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！／ 

 

学校給食 軍隊 カレールウ    
 
カレー粉 スパイス/こうしん料   

 
 
   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！／ 

          

 

 

 

カレーの国インド。インド

の食事をのぞいてみると、

いろんなカレーがあって、 

びっくり。なぜこんなにスパイスを使う 

料理が多いのか、知ることができます。 

 

 

 

 

 

 

 身近な食べものが、どの 

ように日本へやってきた

かを、教えてくれる一冊。はじめてのカ

レーは、いまのとずいぶん違っています。 

 

 

 

 

 

大人も子どもも大好きなカ 

レー。なぜ、こんなに好かれるようになっ

たの？ カレーにまつわるエピソードを紹

介しながら、そのなぞをときあかします。 

 

 

 

 

 

 

おいしいカレーには、カ 

レールウにひみつがあり 

そうです。ひみつを知るために、たくさん

のスパイスをつかって、じぶんでカレール

ウをつくってみることができます。 
 

 

   

 

 
 
       名前からカレーについて調  

    べていきます。カレーはイ 

ンド・タミル地方の「カリ（kari=たれ、汁）」

からきています。ライスは英語でごはんの

こと。では、カレーライスはどこの言葉？ 

 

『たべものの名前のひみつ』 

国松 俊英∥文 熊谷 さとし∥絵 

岩崎書店（J383/ｸﾆ） 

『インドのごはん』 

銀城 康子∥文 高松 良己∥絵 

 農山漁村文化協会 （J383/ｷﾞﾝ） 

   

 

 

 

『大好き♥食べ物情報図鑑 2        

カレー』 

浜田 和子∥文 高村 忠範∥絵 

汐文社（J383/ﾀﾞｲ/2）  オーパック 



歴史を調べる 

 
◆『まるごとわかる 

「日本人」はじめて百科 2』 
湯本 豪一∥監修 日本図書センター  

（Ｊ031/ﾏﾙ/2 児童室）   

◆『世界が見えてくる  

身近なもののはじまり 第 2 期 1』 
  井田 ゆき子∥文 吉田 よし子∥監修  

PHP 研究所 （J031/ｾｶ/2－１ 児童室） 

◆『カレーのひみつ』 

青木 萌∥作・文 山口 育孝∥漫画 

学研コミュニケーションビジネス事業部教材 

資料制作室 （Ｊ588/ｶﾚ 児童室） 

 

     材料を調べる 

 
◆『お肉のひみつ』 
   小竹 千香子∥著 永井 泰子∥絵 

    さ・え・ら書房 （Ｊ596/ｵﾀﾞ 児童室） 

◆『発見!植物の力 10         

     スパイス・ハーブ・薬』 
  小山 鐵夫∥監修・著 小峰書店 

  （J615/ﾊﾂ/10 児童室） 

 

     作り方を調べる 
 

◆『つくって味わう!世界の料理』 
   村上 祥子∥監修  河出書房新社 

   （Ｊ596/ﾘﾖ/5 児童室） 

◆『いくぞ!カレーたんけん隊』 

坂本 広子∥著 偕成社 

（J596/ﾁﾕｳ/12 集密書庫） 

  
   大人むけの本ものぞいてみよう。 

       
 

◆『カレーライスの誕生』 
小菅 桂子∥著 講談社 

（383.81/ｺｽ 一般開架） 

◆『カレーになりたい!』 

水野 仁輔∥著 イースト・プレス 

      （Y596/ﾐｽﾞ ユースコーナー）  

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（自動化書庫） 

・2014.3 月号  p.22～25 

 「カレールゥ王国を探検」 

        

インターネットで調べる  

 

（最終確認日 2017.1.15） 

◆子どものための農業教室（農林水産省）  

http://www.maff.go.jp/j/agri_school/ 

index.html 

 

◆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/ 

 

 

 

みんなが大好きなカレー。い

つ日本にやってきたのかな？ 

なぜ、おいしいんだろう？ 

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.23 

カレーのひみつ 



歴史を調べる 

 
◆『まるごとわかる 

「日本人」はじめて百科 2』 
湯本 豪一∥監修 日本図書センター  

（Ｊ031/ﾏﾙ/2 児童室）   

◆『世界が見えてくる  

身近なもののはじまり 第 2 期 1』 
  井田 ゆき子∥文 吉田 よし子∥監修  

PHP 研究所 （J031/ｾｶ/2－１ 児童室） 

◆『カレーのひみつ』 

青木 萌∥作・文 山口 育孝∥漫画 

学研コミュニケーションビジネス事業部教材 

資料制作室 （Ｊ588/ｶﾚ 児童室） 

 

     材料を調べる 

 
◆『お肉のひみつ』 
   小竹 千香子∥著 永井 泰子∥絵 

    さ・え・ら書房 （Ｊ596/ｵﾀﾞ 児童室） 

◆『発見!植物の力 10         

     スパイス・ハーブ・薬』 
  小山 鐵夫∥監修・著 小峰書店 

  （J615/ﾊﾂ/10 児童室） 

 

     作り方を調べる 
 

◆『つくって味わう!世界の料理』 
   村上 祥子∥監修  河出書房新社 

   （Ｊ596/ﾘﾖ/5 児童室） 

◆『いくぞ!カレーたんけん隊』 

坂本 広子∥著 偕成社 

（J596/ﾁﾕｳ/12 集密書庫） 

  
   大人むけの本ものぞいてみよう。 

       
 

◆『カレーライスの誕生』 
小菅 桂子∥著 講談社 

（383.81/ｺｽ 一般開架） 

◆『カレーになりたい!』 

水野 仁輔∥著 イースト・プレス 

      （Y596/ﾐｽﾞ ユースコーナー）  

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（自動化書庫） 

・2014.3 月号  p.22～25 

 「カレールゥ王国を探検」 

        

インターネットで調べる  

 

（最終確認日 2017.1.15） 

◆子どものための農業教室（農林水産省）  

http://www.maff.go.jp/j/agri_school/ 

index.html 

 

◆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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みんなが大好きなカレー。い

つ日本にやってきたのかな？ 

なぜ、おいしいんだろう？ 
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ろなことを調べるときに役にた

つ「道しるべ」のことです。 
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カレーのひみつ 


