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Stage7 

Finding Things 
見つける 
 

作・ジョン・マラン 
 
＜読むまえに＞ 

お子さんが読むまえに、この本についてお子さんと話すとよいでしょう。 

表紙と裏表紙を見ましょう。本のページをパラパラとめくって写真を見てください。お子さんにこんな

質問をしてみましょう： 

・この本はどんなことについて書いているかな。 

・表紙の写真は化石です。化石がどんなものか知ってるかな。 

・これまでになにかを失くして、それをまた見つけたことがあるかな。 

自分のスピードで読めばいいよと、お子さんにいってあげましょう。 

 

＜ひっかかることば＞ 

ここにあげるのは、お子さんがこの本を読むときにひっかかりそうなことばです。 

exciting おもしろい 
fossil 化石 

dinosaur 恐竜 
skeleton 骨格 
Tyrannosaurus Rex ティラノサウルス・レックス 

jewellery 宝石 
Tutankhamen ツタンカーメン 
scientist 科学者 

tomb 墓 
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＜見つけられるかな？＞ 

みなさんは、これまでなにか探しものをしたことはありますか。隠れていたものを見つけたことはあ

るでしょうか。ものを探すのはとてもおもしろいことです！ 
この子どもたちは海辺にいます。 

どんなものを見つけるでしょうか。 
＜カニ＞ 
＜貝＞ 

 
[p. 3] 
＜海藻＞ 

＜魚＞ 
この本にのっているものはすべて隠れていました。 
それをだれかが発見したのです！ 

これから紹介するのは、たくさんの隠れているもののなかのわずか 2 つの例です。 
・大昔の動物。 
どこで発見されたのでしょう？ 

＜４ページを見るとわかるよ＞ 
・王様だった少年。 
彼の名前はなんというのでしょう？ 

＜10 ページを見るとわかるよ＞ 
 
[p. 4] 

化石の発見者 
私の名前はスー・ヘンドリクソンです。化石をさがすのが仕事です。ある日、私はある丘の山腹で

化石をさがしていました。そこですこしばかりの古い骨を見つけました。それからもっとたくさんの骨

を見つけました。私は恐竜を見つけていたのです！ 
＜アメリカ＞ 
＜サウスダコタ州フェイス＞ 

ここがスーが恐竜を発見した場所です。 
 
[p. 5] 

＜見つけられるかな？＞ 
専門家の一団が骨を掘りだしました。そして掘りだした骨をつなぎあわせて骨格をつくりあげました。

その骨はティラノサウルス・レックスのものでした。歯のなかには長さが30cmになるものもありまし

た！ 私が見つけた恐竜は私の名前をとってスーと呼ばれています。 
博物館にあるティラノサウルス・レックスの骨格。 
 

[p. 6] 
埋蔵された宝 
＜見つけられるかな？＞ 

これはイギリスの農夫の本当にあった話です。農夫の名前はエリック・ローズです。ローズさんは

ある日、畑で金づちを探していました。彼は金づちを探すのに金属探知機を使いました。 
 

ここがエリックが宝を発見した場所です。 
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＜イギリス＞ 

＜サフォーク州ホクスン＞ 
金属探知機は隠れている金属を見つけだすために使われます。 
 

[p. 7] 
この古代ローマのコインは 2000 年以上前のものです！ 
金属探知機がブブーと音を鳴らしました。エリックは穴を掘りましたが、ハンマーは見つかりません

でした。掘りだしたのはたくさんのコインやローマ時代の金の宝飾品でした。 
 
[p. 8] 

ダイオウホウズキイカ 
＜見つけられるかな？＞ 
ダイオウホウズキイカは内気な動物です。 

ダイオウホウズキイカは深くて暗い深海に生息しています。とても深いところに住んでいるので見

つけるのがとても困難です。 
むかし、船乗りたちは海の怪物の話をしていました。いまではその怪物がダイオウホウズキイカだ

ったとわかります。 
船を襲う怪物の話しが伝わっています。 
 

[p. 9] 
2007 年、1 頭のダイオウホウズキイカが釣り糸にかかって引き上げられました。これを見しつけた

人たちは、その大きさにとても驚きました！ 

それまでに見つかったなかで、いちばん大きなイカでした！ 
＜2 つの大きな目＞ 
＜1 つの鋭いくちばし＞ 

＜2 本の長い触腕＞ 
＜8 本の腕＞ 
＜世界最大のイカ＞ 

いつ発見されたか？ 2007 年 
どこで発見されたか？ 南極のロス海 
どれぐらいの長さか？ 14 m 

どれぐらいの重さか？ 495 kg 
だれが発見したか？ ニュージーランドの漁師 
今はどこにあるか？ ニュージーランドの博物館 

 
[p. 10] 
エジプトの少年王 

＜見つけられるかな？＞ 
むかしむかし、９歳の男の子が王様になりました。男の子はエジプトの国王でした。とてもお金持ち

でした。名前は Tutankhamende した。このように発音します：too-tan-car-men（ツー・タン・カー・

メン）。 
＜エジプト＞ 
＜王家の谷＞ 

ここがハワード・カーターがツタンカーメンの墓を発見した場所です。 
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[p. 11] 
ツタンカーメンは死んだあと、持っていたすべての宝とともに埋葬されました。数千年後、ツタンカ

ーメンの墓が発見されました。墓はハワード・カーターによって見つけられました。カーターは中を

のぞいてこう言いました、「＜すばらしいもの＞がでてくるぞ」 
＜ツタンカーメンの黄金のマスク＞ 
墓は高価な品であふれていました。 

 
[p. 12] 
長い間行方不明だった客船 

＜見つけられるかな？＞ 
1912 年、当時世界でいちばん大きな船はタイタニック号と呼ばれていました。建造者はタイタニッ

ク号は絶対に沈没しないと思っていました。これは、どのようにしてタイタニック号が沈んだかという

話です！ 
＜1912 年 4 月 10 日 水曜日＞ 
1. タイタニック号はサウサンプトン港を出航しました。船はアメリカに向けて、大西洋の横断を開

始しました。 
＜1912 年 4 月 14 日 日曜日＞ 
2. 真夜中の直前、タイタニック号は氷山にぶつかりました！ 衝突で船底に大きな穴が開きまし

た。 
 
[p. 13] 

＜1912 年 4 月 15 日 月曜日＞ 
3. 翌日の早朝、タイタニック号は沈没しました。およそ 1500 人がおぼれて亡くなりました。 
＜1912 年 4 月 18 日 木曜日＞ 

4. 幸運なわずかの人たちが、カルパチア号という船に救助され、陸地に到着しました。 
＜1985 年 9 月１日 日曜日＞ 
5. タイタニック号の残骸が海底探検家のチームに発見されました。 

 
[p. 14] 
地球の外 

＜見つけられるかな？＞ 
宇宙でなにかを探すのはいかがですか。科学者たちは宇宙を調べるために大きな望遠鏡を使い

ます。時に新しいものを発見することがあります。1930 年、クライド・トンボーは大きな望遠鏡をの

ぞきました。トンボーは地球から遠く離れたところに、小さな惑星を見つけました。その惑星は「冥

王星」と名づけられました。 
宇宙探査のために地球を出発するロケット。 

 
[p. 15] 
火星表面の宇宙探査機。 

科学者たちは、惑星を探検するために宇宙探査機を送りだします。宇宙探査機は地球に惑星の

写真を送り返します。惑星のあるものは地球から遠く離れたところにあります。宇宙探査機が冥王

星にたどり着くのに 20 年かかりました！ 

＜冥王星＞ 
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＜知識＞ 

2006 年、科学者たちは、冥王星が惑星とするには小さすぎると判断しました。今日では、「小惑

星」または「準惑星」とよばれています。 
 

[p. 16] 
用語集 

dinosaur 何百万年も前に生きていた巨大なトカゲ 

fossil 岩のように硬くなった死んだ植物や動物の部分 

iceberg 海にあるとても大きな氷のかたまり 

monster 物語に出てくる大きくて恐ろしい動物 

skeleton 人間や動物の体内にあるすべての骨 

spacecraft 宇宙を旅することができる乗りもの 

telescope 遠く離れたところにあるものを見るために人間がのぞく筒 

tomb 死んだ人の体が埋められている場所 

 

＜読んだあとで＞ 

読んだあとで、この本についてお子さんと話しましょう。こんな質問をしてみましょう： 

・どんな新しいことがわかった？ 海のなかで見つかったものについてどんなことがわかった？ 

・どの発見にいちばんおどろいた？ どれはどうして？ 

・この本はおもしろかった？ それはどうして？ 

この本をまた読んでみようとお子さんにすすめてください。読む自信をそだて、つかえずに読めるよ

うになります。 

 

＜ほかにすること＞ 
お子さんに見つけてもらうために、なにか隠しましょう。見なれたものと、あまり見なれていないもの

を隠してください。こんな質問をしながら、お子さんにその隠したものを説明するようにすすめてくだ

さい： それはどれくらい古いもの？ どこでそれを見つけたの？ それはどんなことに使われるも

の？ それはどんなふうに見える？ 


