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Stage9 

Pirates 
海賊 
 

作・ジェーン・ペンローズ 
 
＜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いいでしょう。 
表紙と裏表紙を見ましょう。目次を見てください。次のような質問をしてみましょう。 
・海賊について、どんなことを知っている？ 

・海賊の生活は、どんなものだったと思う？ 
・この本を読んで、海賊について、どんなことを学べると思う？ 
自分のスピードでこの本を読めばいいよと、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。 

anchor 錨（いかり） 
navigation 航海 
surrender 降伏する 

ballast 底荷（バラスト） 
barnacles フジツボ 
pillory さらし台 

precious 貴重な 
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[p. 2] 

海賊って？ 
海賊のことを思い浮かべてください。どんな姿が思い浮かびますか？ 木でできた義足ですか？ 
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黒い帽子ですか？ 眼帯ですか？ 

このページには、映画や本に登場する有名な海賊が幾人かのっています。みなさんはこの中で、

何人知っていますか？ 
＜これは映画『パイレーツ・オブ・カリビアン』シリーズのジャック・スパロウ船長です。俳優のジョニ

ー・デップが船長を演じています。＞ 
 
[p. 3] 

＜これは J・M・バリーが書いた物語『ピーター・パン』に登場するフック船長です。＞ 
＜ロング・ジョン・シルバーは物語の『宝島』に登場します。この物語は、100 年以上も前にロバー

ト・ルイス・スティーブンソンによって書かれました。＞ 

海賊は物語の主題として人気があります――ものすごい悪役が登場するからです！ でも、海賊

が実際にいることを知っていましたか？ 今の時代にもいるのを？ 
 

[p. 4] 
実際の海賊 
海賊は実際に何千年にもわたって存在しています。海賊は海の泥棒です。海賊のなかには、バイ

キングのように、海だけでなく陸地を襲うものもいました。 
＜バイキング＞ 
 

[p. 5] 
海賊は物語のなかや過去のものではありません。下の表は、2007 年の 1 月から 5 月にかけて、

大西洋・インド洋・太平洋であった海賊の襲撃数を示しています。 

現代の海賊に襲われやすい、いちばん危険なのはどこの海でしょうか？ 
 

海賊の襲撃数 

月 大西洋 インド洋 太平洋 

2007 年 1 月 3 7 1 

2007 年 2 月 4 7 0 

2007 年 3 月 3 11 0 

2007 年 4 月 4 22 0 

2007 年 5 月 10 27 3 

 
現代の海賊は、この写真の小さな「貨物」船のような襲いやすい

、、、、、
船を狙います。多くの海賊は、船

を襲って「乗組員」からお金を奪います。残りの海賊は襲った船から積み荷を奪います。 
 
[p. 6] 

海賊の宝もの 
物語のなかの海賊と現実の海賊には共通点がひとつあります。宝を奪うということです！ 海賊に

とって、宝とは大金に値するものでした。つまり、金や銀だけではなかったということです。 

＜塩＞ 
＜金・宝石＞ 
＜ココア＞ 

＜香辛料＞ 
 
[p. 7] 
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「商船」は、塩やココア、麻、香辛料といったものを運んでいました。これらは奪う価値のあるもので

した。海賊は商船を「襲って略奪し」、品物を売ってお金に換えていました。 
海賊船では、「戦利品」はすべて分配するのがきまりでした。船長がいちばん多くとっていました！ 
＜『宝島』は自分の宝を埋めた海賊の話です。海賊は地図をつくって、もういちどその宝を見つけ

ようとしました。宝は、この地図のどこにあると思いますか？＞ 
＜麻＞ 
 

[p. 8] 
有名な海賊たち 
300 年ほど前頃には、海賊がたくさんいました。とても有名になった海賊もいました。次にあげる当

時の有名な海賊たちのことを聞いたことがありますか。 
 
おたずねもの 

ヘンリー・エヴリー 
金持ちのアラブの船を襲い、その財宝を奪ったかどにより。 
別名：ジョン・エイヴリー、ロング・ベン、ベンジャミン・ブリッジマン 

行方不明 
 
おたずねもの 

エドワード・ティーチ 
多くの財宝を奪い、被害者を処刑したり、島流しにしたりしたかどにより。 
別名：黒ひげ 

戦死 
 
[p. 9] 

おたずねもの 
バーソロミュー・ロバーツ 
400 隻以上の船を捕獲したかどにより！ 

別名：ブラック・バート、大海賊ロバーツ 
戦死 
 

おたずねもの 
アン・ボニーとメアリー・リード 
男装をして、ジャック・ラッカム船長の海賊船に乗り込んでいたかどにより。 

別名：アン・コーマックとマーク・リード 
刑務所行き 
 

この海賊たちは、アフリカやカリブ、ヨーロッパの海で商船を襲っていました。貴重なココアや砂糖、

銀、真珠などを大量に奪ったのです。海賊たちのせいで、航海はとても危険なものになっていまし

た。 

 
[p. 10-11] 
海賊船に乗る 

黒ひげは非常に有名な海賊でした。黒ひげの海賊船は「アン女王の復讐」号と呼ばれていました。

その船はフランスから奪ったものでした。当時、最も強力な船のひとつとされていました。 
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＜トイレ 

「船首」として知られ、海へ直接つながっている穴でした。足元に気をつけて！＞ 
＜錨（いかり） 
海底に投げて、船を固定していました。＞ 

＜見張り台（見張り）＞ 
＜黒ひげの旗＞ 
＜帆柱（マスト）＞ 

＜大砲 
黒ひげの船には 40 門のカノン砲がありました。＞ 
＜底荷（バラスト） 

重たい石や他のもので船を安定させて、船がひっくり返らないようにしていました。＞ 
 
[p. 12] 

海賊船の内部 
＜甲板＞ 
＜調理場（台所）＞ 

＜食料貯蔵庫 
ネズミの大好きな場所！＞ 
 

[p. 13] 
＜船長室 
船長が食事をしたり、寝たり、海図を見たりする場所。＞ 

＜乗組員の部屋 
船によっては、最大 300 人が「ハンモック」でぎゅうぎゅうづめで寝ていました。すごい匂いがしたこ

とでしょう！＞ 

＜火薬庫 
火薬はここで濡れないように保管されていました。＞ 
 

[p. 14] 
船長？ それとも弾薬運び？ 
海賊船にはたくさんの仕事がありました。あまり素敵じゃない仕事もありました！ みなさんなら、

どの仕事を選びますか？ 
船長 
職務： 勇敢な指導者であること 

 略奪する船を見つけること 
 みんなを支配すること 
操舵（そうだ）手 

職務： 「航海」の手助けをすること 
 海賊のおきてを破った者を罰すること 
 食べ物や洋服を配ること 

 
[p. 15] 
砲手 

職務： 大砲を使えるようにしておくこと 
 火薬を乾燥させておくこと 
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 砲弾がさびないようにしておくこと 

弾薬運び 
職務： 戦闘中、火薬や砲弾を運んでくること 
 マストにのぼって帆を固定すること 

 モップをかけ、掃除すること――汚れ仕事！ 
料理人 
職務： 乗組員に食事をつくること 

 シチューをみんなに行き渡るよう水で薄めること 
 食料貯蔵庫にネズミを寄せつけないこと 
 

[p. 16] 
カメと乾パン 
海賊は 1 回で何カ月も海の上で過ごしました。お店もなければ、冷蔵庫もありませんでした！ 

＜香辛料 
腐った肉の味をごまかすために、料理人は香辛料を使いました。＞ 
＜マイルドなスパイス 新鮮に近い肉用＞ 

＜中くらいのスパイス ちょっと腐った肉用＞ 
＜強力スパイス ほんとうに古くなった肉用＞ 
＜乾パン 

食べるものが乾パン――固くて、乾燥したビスケット――だけになることもありました。たびたびウ

ジ虫だらけになるので、海賊たちはあまり近くで見ないようにして食べました！＞ 
＜魚 

魚は腐らないように塩漬けにされていました。＞ 
 
[p. 17] 

＜生きた動物 
新鮮な肉が食べられるように、海賊船には生きた動物を乗せていました。＞ 
 

乾パンを食べてみませんか？ 
つくりかた 
1. 小麦粉 2 カップに水 4 分の 3 カップを加えて混ぜる。 

2. 植物性の油脂小さじ 1 杯と塩を 6 つまみ加える 
3. 練り合わせてパン生地をつくる 
4. 1 センチの厚さに生地をのばす。 

5. 生地を 200℃で 1 時間焼く。 
6. 四角に切る。 
ウジ虫を入りこませないように！ 

 
[p. 18] 
降伏しろ！ 

海賊は戦うことなく商船を捕えることがよくありました。他の船の乗組員たちは海賊をおそれていた

ので「降伏」するのです。 
海賊船は、ときどき、ニセの旗をかかげて敵ではないふりをしました。商船もだますことがありまし

た。船の側面に大砲の絵を描いて、もっと強い船に見えるようにしたのです。 
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[p. 19] 

＜戦艦どうしは大砲を撃ち合いました。ほとんどの大砲は重い玉を 1000 メートル近くも飛ばすこと

ができました。＞ 
＜移乗 

海賊は「引っかけフック」を投げて、商船を近くに引き寄せました。つぎに、ロープを使って飛び移っ

たり、渡し板で移ったりしました。海賊は、剣や銃や短刀で乗組員と戦いました。そして宝を奪いま

した。＞ 

 
[p. 20] 
海賊の懲罰 

海賊は敵や掟（おきて）を破った者に対して、おそろしい罰をあたえました。 
むち打ち 
操舵手は、9 本のひもがついた鞭（むち）で、掟を破った者を打ちました。この鞭は、9 尾の猫鞭と

呼ばれていました。 
＜9 尾の猫鞭＞ 
船底くぐり 

犠牲者は船の下の海を、一方からもう一方へ綱で引っ張られました。おぼれ死ぬこともありました。

あるいは、船の底にくっついている鋭い「フジツボ」で切った傷がもとであとで死んでしまうこともあ

りました。 

＜フジツボ＞ 
 
[p. 21] 

マストに縛りつける 
1726 年、あわれな給仕係の少年が、盗みの罪で 9 日間帆柱に縛りつけられました。少年はまた、

むち打ちの刑も受け、海水の入った樽に入れられて、それから船長に踏みつけにされました。痛そ

う！ 
置き去り 
ときに、掟を破った海賊は、無人島にひとり置き去りにされました。唯一の希望は、食料や水がつ

きるまえに、通りがかった船に助けてもらうことだけでした！ 
＜ジャック・スパロウ船長は置き去りにされました。＞ 
 

[p. 22] 
裁かれる海賊 
海賊の中には「海軍」に捕まる者もいました。海賊は悪人なので、罰を受けなければなりませんで

した。 
ある者は、奴隷として売られました。とても厳しい労働をしなければならず、ひどい扱いを受けまし

た。多くの者は死んでしまいました。現代では、海賊は刑務所に入れられます。 

 
＜海賊は市場にあるさらし台と呼ばれる特別な台にくくりつけられることがありました。通行人は棒

や石や腐った野菜や泥などを海賊に向かって投げつけました。＞ 

 
[p. 23] 
barnacle かたい殻をもった小さな海の生物で、船の底にはりつく 

booty 奪った宝物 
cargo ある場所から別の場所へと船で運ばれる品物 
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crew 船の上でいっしょに働く人たち 

grappling hook ロープの端についている鉄のフック 
hammock ふたつのフックの間にかけられたゆれるベッド 
merchant ship 物品を、ある国から別の国へ売るために運ぶ船 

navigation 船を正しい方向に操舵すること 
navy 国を守る船と船員 
plunder 他の船を襲って、財宝を奪うこと 

surrender 戦わずにあきらめること 
 
＜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： 
・海賊について、どんな新しいことを学んだかな？ 
・この本を読んでみて、海賊の暮らしがどんなものだと思った？ 

・海賊について、ほかにどんなことを知りたい？ 
・この本は気に入った？ その理由は？ 

この話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＞ 

図書館で本を借りたりインターネットを使ったりして、もっと海賊のことを調べてみるよう、お子さん

に言ってみましょう。 
お子さんと、17 ページのレシピを使って、乾パンづくりに挑戦するのもいいかもしれません。おいし

そうですか？ 


