
楽楽英語カテゴリー：都市伝説系 

（２０１９年から２０２１年４月） 

１：古代ミステリー（１）～（３） 

２：古代宇宙人説（１）～（１７） 

３：真実を追求する記事（１）～（１６） 

４：超常現象・心霊スポット（１）～（１４） 

 

 

 

古代ミステリーで英語 

 

 

（１）古代ミステリーで英語：古代の驚くべき発明１０ 

 

第 10位 自動販売機（Vending Machine） 

 

ヘロンによって発明されたお寺に設置された自動販売機である。 

硬貨を入れると聖水が湧き出てくる装置である。 

 

第 9 位 滑車装置（Block-and-tackle） 

 



アルキメデスによって発明。 

滑車のおかげで重たいものを運ぶのが容易になった。 

 

第 8 位 ジンバル（Gimbal）: ある軸を中心に回転するジャイロ装置を格納するもの。 

 

フィロンによって発明。 

インクがもれないようにインクポットに利用された。 

 

第 7 位 アルキメデス・ポンプ（Archimedes Screw） 

 

スクリューが内に入った管の装置である。 

回すと水が組み上げられ管の反対側から水が出てくる。 

 

第 6 位 消化ポンプ（The Water Pump） 

 



クテシビオスによる発明。 

この消化ポンプは圧縮空気を利用している。 

 

第 5 位 水時計（The Water clock） 

 

またしてもクテシビオスによる発明。 

サイフォンを利用している。 

サイフォンにより水が空っぽになったらまた一杯になる。 

 

第 4 位 熱光線（The Death Ray） 

 

またもやアルキメデスの発明。 

太陽光線を鏡で反射させ、ローマ軍の船を燃やしたそうだ。 

 

第 3 位 古代のロボット工学（Ancient Robotics） 

 



またもやフィロンによる発明。 

ワインをついだりとか単純なことができた。 

 

第 2 位 自動ドア（Automatic Doors） 

 

またもやヘロンの発明。 

地下で火をおこし、その熱で蒸気を起こした。 

蒸気によりドアを開けることができた。 

 

第 1 位 アイオロスの球（The Steam Ball） 

 

またもやヘロンの発明。 

一分間に 1500回転する銅の球で蒸気により回転する。 

それではトップ 10をゆるーく英語で覚えてスピーキングの練習をしてみよう。 

第 10位：Vending Machine invented by Heron. 

Popped in a coin, and out came in return, a cup of holy water. 

第 9 位：The block-and-tackle invented by Archimedes. 

Using a pulley made it much easier to life a heavy weight. 

第 8 位：The gimbal invented by Filon. 

The ancient ancestor of the modern day gyroscope to stable the ink. 

第 7 位：Archimedes Screw invented by Archimedes. 

It was a tube with a screw in the center. When turned, this draws water up from the bottom 

through the screw, and out through the other side. 



第 6 位：The water pump invented by Kutesibios. 

The power behind the pump was compressed air. 

第 5 位：The water clock invented by Kutesibios. 

He fitted a siphon to his water to his water clock. It made the clock empty and refill itself 

automatically. 

第 4 位：The Death Ray invented by Archimedes. 

He used the power of the sun and reflected it back onto the Roman boats, which caught the 

fire. 

第 3 位：Ancient Robotics invented by Filon. 

It performed a very simple human task, such as pouring wine. 

第 2 位：Automatic doors invented by Helon. 

The fire heated a tank underneath. The doors used the expanded air as a power source. 

第 1 位：The steam ball invented by Helon. 

It’s a rotating copper ball which rotates 1500 rounds per minute. 

以上トップ 10だが、10個もあると少し長くて退屈になってしまうかもしれない。 

疲れそうなら 5個ずつでもいいと思う。 

 

 

 

（２）古代ミステリーで英語：エジプトの謎トップ１０（１０位から６位） 

 

10位 大スフィンクス 

 

それではまず 10位に輝いたのは「大スフィンクス」である。 

BC2500年ほどに彫られたと言われている。 

王の頭、ライオンの体を持つスフィンクスの役割はファラオの安息の地を守るためだと言

われている。 

神様：スフィンクスの本当の役割を知ったら世界は驚くじゃろうのう、ふふふ。 

Pesoo：教えてくれないんですよね？ 



神様：近い将来分かるじゃろう。 

英語で説明すると、 

「The Great Sphynx: With the head of the king and the body of a lion, the role of the sphynx 

may have been to guard the pharaoh’s resting place.」 

 

9位 ファロスの灯台 

 

第 9位はファロスの灯台である。 

別名「アレクサンドリアの大灯台」である。 

400フィートの高さで 40階建てのビルに相当する。 

灯台では光を集約して敵の船を燃やしたのだという。 

神様：わしは見たことがあるのじゃが、圧巻じゃったぞ。 

英語で説明すると、 

「Four hundred high, that is the height of a 40-story building. The light house could focus a 

lethal beam of light and aim it at enemy ship, burnig.」 

 

8位 トリノのエロ本 

 

第 8位はトリノの性描写パピルスである。 

3000年前に書かれたこの性描写はエロ本に近いものがある。 

このパピルスのおかげで古代エジプト人に対して 

より人間味あふれる見方ができるようになった。 



神様：むふふ。 

Pesoo：神様の愛読書ですね。 

神様：（無視） 

英語で言うと、 

「This papyrus has been 3000 years old. This much more resembles human pornography. It 

changes and humanizes our view of ancient Egypt.」 

 

7位 切りかけのオベリスク 

 

第 7位は切りかけの巨大オベリスクである。 

オベリスクとはエジプトの神殿などに建てられた記念碑の一種。 

エジプト中で発見されている。 

特にこの切りかけのオベリスクは巨大で、 

もし完成していたならばナイアガラの滝くらいの高さになっていた。 

神様：古代の忘れられた技術はすごいぞ。 

英語で説明、 

「Unfinished obelisk is huge. If it would have been finished, it would have been nearly as high 

as Niagara Falls.」 

 

6位 クフ王の船 

 

第 6位はクフ王の船である。 

ピラミッドの近く、砂漠の中から発見された。 



4000年前に作られたと言われている。 

舟により死んだファラオが運ばれたと信じられている。 

英語で説明、 

「Buried in the desert outside the Pyramid, bigger than the Mayflower over 4000 year ago. 

The ship was meant to transport the dead Pharaoh up to his place in the heavens.」 

 

 

 

（３）古代ミステリーで英語：エジプトの謎トップ１０（５位から１位） 

 

5位 アブシンベル神殿 

 

それではまず前回の続きで 5位に輝いたのはアブシンベル神殿である。 

この神殿は 1300年ほど前につくられたと言われており、 

10階建ての建物にも相当する高さがある。 

ラムセス 2世により作られ、妻のネフェルタリ王妃の像が多くある。 

神様：わしも見たことがあるが、ものすごい高さじゃった。あの頃を少し思い出したわ

い。 

英語で説明すると、 

「Abu Simbel temple: A huge temple build in 1300 BC. It has a height of a 10-story 

building.」 

 

4位 ミイラ 



 
4位に輝いたのはエジプトのミイラである。 

当時の死生観（a view of life and death）では死んだら魂が肉体から旅立ち、 

その後肉体に帰ってくると信じられていたので、 

肉体を保存しておく必要があった。 

神様：人々の死生観はいろいろじゃのう。おもしろい。 

英語で説明すると、 

「After death, the soul left the body, but at that night it will return to it to revive new 

life. That’s why the body had to be reserved.」 

 

3位 ロゼッタストーン 

 

3位はロゼッタストーンだ。 

ロゼッタストーンは 3つの言語で書かれており、 

それにより一気に考古学が発展した。 

神様：ロゼッタストーンという言語学習ソフトがあるよのう。 

Pesoo：そっか、もともとのロゼッタストーンってこういう意味だったんですね。 

英語で説明すると、 

「It has information written in 3 languages, Ancient Egyptian Hieroglyphic, Greek, and the 

other. 」 

 



2位 ピラミッド 

 

2位に登場するのがピラミッド。 

ピラミッドの役割については詳しくは分かっていない。 

もしかしたら豪華な住処だったのかもしれないし、 

ファラオが死んだ後に天国に旅立つための装置だったのかもしれない。 

神様：わしは知っとるけどな。 

Pesoo：教えてくださいよー。 

英語で説明すると、 

「It could be that the pyramids were lavish homes for them. It might have been built to help 

the dead Pharaoh up to the heavens.」 

 

1位 ツタンカーメンのマスク 

 

そして輝く第 1位に輝いたのはツタンカーメンのマスクであった。 

あの有名な精巧に作られた黄金のマスクはどのようにして作られたのだろうか。 

更に黄金のマスクは高価な宝石で飾られている。 

神様：そりゃ見事じゃったのう。 

英語で説明すると、 

「The incredible golden death mask of Tutankhamun. It’s genuine perfection in art, 

surrounded by precious stones.」 

 



 

 

古代宇宙人説で英語 

 

 

（１）古代宇宙人説で英語：人類はどこからきたのか（宗教と科学） 

 

 

 

Every religion seeks to answer the same question: Where did we come from? 

Science has looked for evidence that might one day give us the answer. 

Both of them are searching for truths, especially at moments like the momento of big 

bang, the moment of creation, the genesis. 

↓ 

Why do we consider religion and science at odds? 

We should bridge the gap between religion and science. 

↓ 

We must recognize that religion needs to become more scientific. 

Science would benefit by becoming a little bit more religious. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（２）古代宇宙人説で英語：人類誕生について 

 

 

 

１９４５年、エジプトにおいてある農民がパピルスの本を発見した。 

その本には「Gnostics」（グノーシス主義者）によって書かれたものだった。 

グノーシス主義とは１世紀から３世紀に地中海で勢力を得た思想である。 

このパピルス本の中で「Archon」（アーコン）と呼ばれる種族が登場する。 

アーコンの特徴はロボットのように冷血で、 

アーコンとはまさに爬虫類型宇宙人のことなのだ。 

アダムとイブの話の中で登場するヘビは、この爬虫類型宇宙人を示唆していて、 

人類を DNA操作によって生み出したという。 

だとしたら「アダンの園」とは DNA操作を行ういわゆる実験場だったのだろうか。 

古代宇宙人説信奉者によると、 

現在でもこの爬虫類型宇宙人の DNAを持った人間は 

現代社会の中に溶け込んで暮らしているそうだ。 

それでは上の話を英語でまとめるので、 

単語などなんとなく雰囲気をつかんで自分の言葉で語れるようになろう。 

 

In 1945, Egypt, a farmer discovers some papyrus books. 

These books were written by early Christians known as Gnostics (発音はノースティクス) in 

the first several centuries AD. 

They made a mention of a very mysterious race of creatures that have become known as the 

Archons. 

They’re very robot-like and machine-like. 



The books are talking about the point when human genetics were interfered with and 

genetically manipulated. 

People had a great infusion of Archon genetics. 

The Garden of Eve was nothing else but some type of a lab that was run by extraterrestrials in 

which we were created. 

Any ancient alien theorists believe that reptilian humanoids are alive and well and living 

among us today. 

 

 

 

 

（３）古代宇宙人説で英語：レプテリアンの謎について 

 

 

 

（レプテリアンとは？） 

人間の姿をして人間界に潜んでいると言われる人型爬虫類宇宙人。 

爬虫類なので冷徹で残忍な性格。 

王室、皇室、有名人など多くの支配勢力になり、人間を支配している。 

メディアなどを使って人間を堕落させて、 

人間の精神的進化を防ごうとしている。 

その昔アナンヌキと言われる宇宙人が DNA操作により 

レプテリアンを作りあげ、その後人間を作ったと言われる説がある。 

神様：ふむふむ。 

Pesoo：神様は真実を知ってるんですよね。 

神様：知っておるが、教えることはできんがの。 

 

（恐竜進化論） 

１９８２年にカナダの自然博物館館長、 

ラッセル・フランクリンはある考察を発表した。 



ラッセル氏によるとによると、 

恐竜の脳の大きさを考慮に入れ、 

さらに二足歩行をしている種類がいることを考えると、 

恐竜のある種が進化して、大災害を逃れたかもしれないというのである。 

恐竜は絶滅しておらず、今でも爬虫類型人間として生きている。 

 

（最後は英語でまとめ） 

In 1982, at the natural museum of Canada, paleontologist and curator of fossils, Russel 

Franklin publishes a thought experiment. 

Based on the size of the brain and the upright posture of dinosaurs, he proposes a theory about 

what one species of dinosaur would have evoleved into, even if it survived a mass extinction 65 

million years ago. 

 

 

 

 

（４）古代宇宙人説で英語：アトランティスの謎 

 

 

 

（アトランティス大陸とは？） 

アトランティスとは大昔に存在されていたとされる失われた超古代文明。 

紀元前３６０年あたりにプラトンによってその存在が語られる。 

プラトンは彼の時代よりも９０００年以上も昔に 

存在していたアトランティス文明について記述を残している。 

自分の時代よりも９０００年も昔のことを記述に残すとは、 

昔の人の方が宇宙人とつながる方法とかを知っていたのだろうか。 

 

（オリハルコンの謎） 

プラトンによるとアトランティス大陸の真ん中には 



ポセイドン神殿がありその真ん中には大きな柱が立っていた。 

その柱には法が書かれておりその法に従って 

アトランティス人は暮らしていた。 

そしてその柱は伝説の「オリハルコン」で 

できていたのだ。 

さらにポセイドン神殿はオリハルコンの光で 

赤く光っていたそうだ。 

２０１５年に海洋学者がシシリーの沖で難破船を 

発見したが、その中で発見された金属が 

オリハルコンだと考えらえている。 

このオリハルコンの比率は８０パーセントの銅と 

２０パーセントのスズである。 

そしてスズというのは自然界に存在しないものである。 

アトランティスにそのような技術がどうやって伝わったのだろうか？ 

 

（英語でまとめ） 

「Atlantis is a lost island civilization that was originally discussed by Plato in his dialogues, 

around 360BC. 

Plato was writing about events that took place 9000 years before his time. 

He tells us that Atlantis was governed by laws that were inscribed on a pillar that was housed 

in the temple of Poseidon in the center of Atlantis. 

This pillar was made of orichalcum. 

It was said that the temple of Poseidon flashed with the red light. 

Orichalcum is 80% copper and 20% zinc. 

Zinc doesn’t naturally occur. 

Who taught them the technology to produce zinc?」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（５）古代宇宙人説で英語：魔法のランプは実在した？ 

 

 

 

中東に位置するオマールにある洞窟で 

ジーニーに出会える場所というのがある。 

今でもオマールの人々はこの伝説を信じており 

瓶をこすると願いをかなえてくれるという。 

いろいろ考察してみて、 

もしこの瓶が現在で言うところのスマートフォンみたいな 

デバイスでそこからホログラムが映し出され 

メッセージを伝えてくれるようなものだったとしたら 

あり得るだろうか。 

もしも古代の人々が宇宙人からそのようなテクノロジーを 

授かっていたとしたら。 

それでは以上の事柄を英語で読んで、 

 

音読して、スピーキングの練習をしよう。 

In Oman, a mysterious cavern lies hidden for beneath the surface, called “Meeting Place of the 

Jinn.” 

Many Omanis still believe this cavern and others like it are actually inhabited by supernatural 

creatures called Jinn. 

With Jinn in a bottle, you rub the bottle and then Jinn comes out of it and it fulfills your 

wishes. 

If you have a little device and push a button and a hologram comes out, then could that be a 

Jinn in a bottle? 

 

 



 

 

（６）古代宇宙人説で英語：ギリシャ神話のポセイドンは宇宙人？ 

 

 

 

古代宇宙人説によると、 

ギリシャ神話はたとえ話であり、 

実際には地球外生命体たちの話だったと思われている。 

クロノスが吐き出した子供たちというのは 

地球外生命体の乗っていた母船から 

締め出された反逆者だった言われている。 

反逆者というのは、 

地球人と性的関わりを持った者たちのことだった。 

彼らの決まりでは、地球人と交わることは許されておらず、 

そのようなものたちは反逆者として 

母船から締め出されたと考えられている。 

そのうち締め出されたものの一人が 

ポセイドンという名前だと信じられている。 

 

それでは英語でまとめてみよう。 

「In Greek mythology, Cronus eats all of his children, except for Zeus, who eventually rescues 

his siblings, including Poseidon from the belly of his father. 

Ancient astronaut theorists believe this Greek myth is actually a metaphor for an 

extraterrestrial event. 

They believe the notion of gods being vomited up from the belly of their father actually 

describes defiant aliens being expelled from the mother ship. 

Some of the extraterrestrials, they had sex with Earthly females. 

They were not allowed to do this. 

So one of those extraterrestrials who were not allowed to go back with the mother ship had the 

name of Poseidon.」 



 

 

（７）古代宇宙人説で英語：インド神話最強のビシュヌの兵器とは？ 

 

 

 

インド神話に登場するヒンドゥー教における三大神の一人。 

残りの二神は、ブラフマーとシヴァ。 

ブラフマーは世界を想像したとされ、 

シヴァは最強の破壊神。 

そして、そのシヴァよりも強いとされているのが 

ビシュヌ(Vishnu)なのである。 

インド神話では彼らの兵器や戦いが 

まるで現代の核戦争などのように描かれている。 

インド神話「マハーバーラタ(Mahabharata)」によると、 

無人兵器は音速で敵を攻撃した、などの記述が残っている。 

これらの神話を読んでみると、 

現代の兵器のような記述が残されている。 

その中の一つとして、 

最強の中の最強の神であるビシュヌ神の兵器である。 

ビシュヌ神の兵器は追尾機能がついており 

敵を追尾していったという。 

これらの兵器は超ハイテクで宇宙人から授かったのだとされている。 

 

それでは英語でまとめてみよう。 

According to Mahabharata, an unmanned missile travels at a supersonic speed, programmed 

to destroy the enemy. 

When you read about the ancient Hindu epics, they talk about highly-advanced missiles and 

atomic weapons and so on. 

One example of those deadly weapons is the guided-missile thrown by Vishnu. 



 

 

（８）古代宇宙人説で英語：ツタンカーメンの謎 

 

 

 

ツタンカーメンと言えば黄金のマスクが有名である。 

その一方で考古学者たちを悩ませていたのが 

ツタンカーメンのさびないナイフである。 

ツタンカーメンが生きた時代は 1300年 BCで 

鉄の時代（The Iron Age）に入る前で 

銅の時代（The Bronze Age）である。 

そんな時代にこのナイフは一体どこからきたのであろうか。 

ある説によると隕石から作られたそうである。 

しかし、 

ナイフの作られた痕跡を調べてみると 

ハンマーで打ち付けられた痕跡もなく 

全体が研ぎ澄まされているらしい。 

だとすればこのナイフは 

どこからやってきたのだろうか。 

それでは英語でまとめてみよう。 

The scientists studied King Tut’s dagger and discovered that it was likely to be made out of 

meteorite iron. 

meteorite: 隕石の 

Iron was not well used in the 1300 BC. 

One of the qualities that makes this dagger so unique is the way that it was made. 

It has no hammer marks on it. 

It’s completely smooth. 

It doesn’t have all the signs of iron working from 1300 BC. 

So where did the dagger come from? 



 

 

（９）古代宇宙人説で英語：ジェリコの壁とは？ 

 

 

 

エルサレムの北東に位置する古代都市ジェリコの遺跡。 

旧約聖書によると、 

モーゼの後継者であるジョシュアは神のお告げのもと 

ジェリコの壁の周りを 7人の聖職者たちとともに 

角笛を持って歩いた。 

7日目に角笛をを吹くと、 

鉄壁の壁はいとも簡単にくずれおちたのである。 

聖書の研究者によると 

これは奇跡だと言われているが、 

古代宇宙人説者から見るとこれは 

宇宙からもたらされた技術であるとしか思えない。 

音を使った技術というのは超古代によくみられる技術である。 

それでは上のストーリーを英語でまとめてみよう。 

完璧でなくていいのでなんとなく流れを英語で 

説明できるようになってみよう。 

17 miles north east of Jerusalem lies the ancient ruins of the city of Jericho. 

According to the bible, Jericho is believed to be where God instructed Joshua to march around 

the city once every six days with seven priests carrying lambs horns. 

Then, on the seventh day, under orders by God, Joshua blew the horn. 

The walls of Jericho fell. 

To religious scholars, collapse of Jericho’s walls was a miracle. 

To ancient alien theorists, it was the technology from the aliens. 

 



 

 

（１０）古代宇宙人説で英語：エジプトのアクエンアテン王とは？ 

 

 

 

エジプトのお墓と言えばツタンカーメンが有名である。 

しかし、 

ツタンカーメンのお墓が発掘される以前に 

興味深いお墓の発掘があった。 

それが「アクエンアテン王」のお墓である。 

そのお墓が発見されたのは 1907年。 

正確に言うとそのお墓の主ははっきりとはわかってはいない。 

そのお墓が発見されたときには 

司祭の呪文が書かれた石板がお墓の内側に向けて 

置かれていたのである。 

その呪文と言うのは通常であれば外側に向けられて 

お墓の主を守る意味がある。 

しかし、 

このお墓ではまるでお墓の主を封じ込めるかのように 

呪文が内側に向けて置かれていたのである。 

それだけではない。 

お墓の壁には 

「この悪が再び日の目を浴びないように」と書かれてあったのだ。 

エジプトに現存している書物によると、 

アクエンアテン王は司祭たちとうまくいっていなかった。 

アクエンアテン王は太陽神であるアテンを信仰していたからだ。 

アテンは円盤状のカタチで描かれており 

アアクエンアテン王は宇宙人から知識を授かっていたのだと 

考えられている。 

それでは英語でまとめてみよう。 



In 1907 a good few years before Tutankhamun’s tomb was discovered, another tomb was 

discovered. 

ツタンカーメンって英語で書くと難しい。 

Inside the tomb, there’s a chamber with a body inside and four magical blocks around it. 

The four magical blocks were not turned outwards, but were turned inwards, as if whoever did 

it didn’t want to protect the mummy from the outer world, but instead wanted to prevent the 

contents of the tomb from going out. 

4つの石板ってなんだかゲームみたいだ。 

From the records that survived from ancient Egypt, there’s a pharaoh called Akhenaten. 

アクエンアテン王。 

There was a struggle between Akhenaten and high priests, because Akhenaten believed only 

one god, Aten. 

アテン神。 

Aten is depicted behind the solar disc. 

円盤の姿で描かれている。 

Akhenaten was believed to have been given knowledge from the alien. 

円盤ということは宇宙人か。 

 

 

 

（１１）古代宇宙人説で英語：バールベック遺跡は宇宙船の着陸場だった？ 

 

 

 

オーパーツで有名なバールベック遺跡は 

シリア国境近くのベカー高原の近くに位置する。 

多くの遺跡がローマ帝国時代に建てられたと言われている。 

驚かされるのがその大きさである。 



特にバッカス神殿の横に人が立っているとまるで豆みたいにみえる。 

そして神殿だけではなく、 

驚かされるのが神殿の土台に使われている巨石群である。 

平均で 800トンから 1200 トンだと言われている。 

現在の技術でも最大級の巨石を運ぶことは不可能だそうだ。 

 

①Eastern Lebanon, Baalbek is one of the most mysterious ruins of the Roman Empire. 

多くの遺跡がローマ帝国時代のものだと言われている。 

 

②The temple in the site was built to honor Zeus. 

「ゼウス」はギリシャ神話での呼び方。 

ローマ神話では「ジュピター」と呼ばれる。 

 

③According to archaeologists, it dates back nearly 9000 years. 

ゼウス神殿はアレクサンダー大王の時代だと言われているが、 

遺跡自体はもっと古いそうだ。 

 

④The ancient city of Baalbek was named after the early deity Baal, the god of the sky. 

古代のバール神とは。 

 

⑤Archaeological surveys have revealed that the enormous dome foundation that lies at the 

base of the site dates back tens of thousands of years. 

遺跡の基礎をなしているものが驚異的なのだ。 

 

⑥Each stone weighed between 800 to 1200 tons and perfectly fitted together. 

800トンから 1200トンと言われている。 

1トンを動かすのでも 20人近く必要らしい。 

 

⑦Some of the stones are so large that the modern machinery is incapable of putting them 

there. 

1000トン以上のものを古代の人はどうやって 

運んだのだろうか。 

 

⑧And it’s believed to have been the landing pad for space travelers. 

宇宙船の着陸場だったと言われている。 

 



 

 

（１２）古代宇宙人説で英語：フランスのカルナック列石の謎 

 

 

 

フランスのブルターニュ地方に位置する巨石の列。 

そこには 3000以上の巨石が 3キロほどもきれいに並べられている。 

このカルナック列石は紀元前 4000年ごろのものだと言われている。 

ピラミッドや世界中に存在する巨石文明。 

その時代の技術では持ち運ぶことができないような巨石文明。 

いろいろな説がある。 

いわゆる定説とされているのが、その時代の人たちが 

何年もかけて協力して運んで作ったお墓と言われているそうだ。 

だけど、 

ボクはそんなわけないと思う。 

何百年も多大な労力を使ってお墓を作る？ 

なんておかしな話だと思う。 

その他に伝説とされているのが、 

巨人説とか、または古代の人は現代技術を上回る技術を 

持っていたのではないかという説だ。 

ボク的にはおそらく、 

巨人族が、人間と協力して宇宙人から教えてもらった最新技術で 

巨石文明を残したのだろうと思う。 

考古学者たちはヘリコプターを使い上空からカルナック列石の 

写真を撮ったところ、 



ピタゴラスの定理にぴったり当てはまる比率だったそうだ。 

もちろんその時代にピタゴラスの定理などあったはずがない。 

それではカルナック列石についての説明を英語でまとめてみる。 

 

In the south of Brittany, France, lies a village of Carnac. 

At the village, over 3000 gigantic stones are placed in rows over 3 kilometers long. 

They are the largest collection of the standing stones in the world. 

The Carnac Stones were erected in approximately 4000BC. 

The mainstream archaeologists speculate that the Canac Stones are most likely tomb markers. 

The legend has it that Giants spilled the stones. 

The archaeologists took the photographs of this area by a helicopter, 

they found the Pythagorean triangular set in the site. 

During the Stone Age, it’s impossible for them to know the Pythagorean triangles. 

 

 

 

（１３）古代宇宙人説で英語：マヤカレンダーの謎 

 

 

 

古代マヤ文明においてマヤの人々はものすごく発達した 

カレンダーを使っていた。 

彼等のカレンダーはものすごく複雑で、 

約 20個ものカレンダーを組み合わせて使用していたという。 

その中でも重要なのがこれからお伝えする 3つのものである。 

 

①長期歴（Long Count Calendar） 

１周期が約 52年 



②ツォルキン（Tzolk’in） 

１周期が 260日 

スピリチュアルなための暦である。 

この暦に基づいて、いろいろな催しなどが開かれた。 

 

③ハアブ（Haab） 

１周期が 365日 

この暦に基づき、農耕が行われた。 

20個近いカレンダーを組み合わせて、時代を測ることができる。 

それによると、第五の時代が紀元前 3114年に始まったらしい。 

そして 2012年 12月に第六の時代に入った。 

 

マヤカレンダーについて英語で学んでみよう。 

①The Maya created the most elaborate calendar system of any culture in the world. 

 

②They had a solar calendar, then they made a lunar calendar. They even made a calendar for 

Venus. 

 

③They used a very complicated system of calendars. They used some 20 calendars altogether. 

 

④There were three primary calendars; The Long Count Calendar, The Tzolk’in, and Haab. 

 

⑤The Long Count Calendar consists of approximately 52 years. 

 

⑥The Tzolk’in is a spiritual calendar. It consists of a 260-day year. And this calendar was 

used to plan ceremonies and to pay honor and tribute to particular deities of gods. 

 

⑦The Haab told them when they should plant crops and harvest. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（１４）古代宇宙人説で英語：サンダーバードの不思議 

 

 

 

サンダーバードとは 

アメリカの南カリフォルニアで目撃された大きな鳥のことである。 

現地の人（当時はメキシコ）はサンダーバードのことを悪魔のペットと呼んでいる。 

なぜなら、サンダーバードはこの土地にあるエリザベス湖の底から出現すると言われてい

るからである。 

そして、エリザベス湖は地下世界とつながっていると言われている。 

この土地に農場をもっている人によると、 

サンダーバードは湖から現れ、家畜をさらっていったそうだ。 

ある農家はサンダーバードに銃撃したのだが、 

まるで防弾で、金属のような表面に跳ね返されたそうだ。 

 

それじゃあ、サンダーバードについて英語で学んでみよう。 

①The Mexicans called the Thunderbird as the Lake of the Devil. 

 

②The bird is said to come from the bottom of the Elizabeth Lake. 

 

③The bottom of the lake is said to be an ancient underworld city. 

 

④The ranchers in this area claimed to have been harassed by the Thunderbird, because it 

stole their cattle and menace the locals. 

 

⑤A rancher fired a few shots at this creature, which seemed to be bulletproof and metallic and 

bullets bounced off. 

 



 

 

（１５）古代宇宙人説で英語：ソロモン王の空飛ぶ絨毯とは？ 

 

 

 

エチオピアの伝承などをまとめた秘密の書物ケブラナガストによると、 

その昔、ソロモン王は空飛ぶ乗り物を使っていたらしい。 

その乗り物というのが、空飛ぶ絨毯なのか、航空機みたいなものなのかは 

分かっていない。 

ケブラナガストによると、ソロモン王は空飛ぶ何かを使って世界地図を作ったそうだ。 

「空飛ぶ絨毯」なのか、「空飛ぶ乗り物」なのか分からないが 

おそらく宇宙人の技術なのだと思う。 

その世界地図だが、ところどころ今の世界とは異なるところがあるらしく、 

その姿は氷河期だと思われるような部分もあるらしい。 

空飛ぶ乗り物と言えば、聖書の中にも似た話が登場する。 

聖書の中に登場する乗り物は天使によって運ばれる。 

 

それでは空飛ぶ乗り物について 6つの英文で話せるようにまとめてみよう。 

①Kebra Nagast means the book of kings, which is the most secret book of the Ethiopians. 

②In it, King Solomon is described that he had access to some type of flying machine. 

③Kebra Nagast described how King Solomon used his flying airship to make maps of the 

world. 

④Some of these maps show the world not as it looks today, but as it looked during the last Ice 

Age. 

⑤One of the most referenced stories of ancient aircraft is found in a surprising place, the 

Bible. 

⑥It describes a flying chariot powered by angels. 

 



 

 

（１６）古代宇宙人説で英語：隕石から地球外バクテリア 

 

 

 

2011年、NASA宇宙飛行センターのリチャードフーバーによると、 

隕石の中から地球外バクテリアが発見されたそうだ。 

40億年ものとみられる隕石の中から発見されたのは 

バクテリアの化石であり、地球外のものだという。 

これまでの研究だと、生物は宇宙空間を移動することは不可能だと考えられていた。 

しかし、フーバーの発見によるとこのバクテリアは地球外からやってきたようだ。 

この発見により、その昔地球には地球外生命体が訪れていたかもしれない 

可能性が証明された。 

DNAを発見したフランシスクリックによると、DNAの配列は自然では 

あり得ない可能性なのだという。 

もしかしたら、その昔人類が地球外生命体によって作られたかもしれない 

ということは、外ではなく、我々の内側から発見されるかもしれない。 

 

それでは世紀の大発見について 4文の英語で話せるようになろう。 

①Alabama, NASA’s Space Flight Center, in 2011, astrobiologist Richard Hoover reports the 

extraordinary news that he found microfossil organisms or ancient bacteria inside rare 

meteorites that are more than 4 billion years old. 

②Until recently, scientists did not believe that life could survive the rigors of space travel. 

③Hoover’s finding suggests that live bacteria made it to Earth and may have even taken root 

here. 

④A British Scientist Francis Crick who co-discovered DNA in 1953 said that all this can’t 

happen by chance, but has to been engineered. 



 

 

（１７）古代宇宙人説で英語：シュメールの石板に書かれた秘密 

 

 

 

（シュメール石板の驚くべき内容を７文の英語で説明できるようになろう） 

①According to interpretations of the Sumerian tablets, the gods were called Anunnaki. 

Anunnaki: アナンヌキ 

②Anunnaki were giant beings standing 8 feet tall who came to Earth in search of gold 

for their home planet. 

金を使って特殊なシールドを作ることができるそうだ。 

③When Anunnaki realized the toll they were taking to mine the gold themselves, they 

decided to fashion a worker being, a slave to mine the gold for them. 

take the toll: に犠牲を強いる 

fashion: 作り出す 

mine: 採掘する 

④Our genetic evolution was a process done by the Annunnaki to create us in their 

image and after their likeness. 

genetic evolution: 遺伝進化 

after their likeness: 彼らの姿に似せて 

⑤They created Adam and Eve. 

⑥Ancient chronicle of sky beings creating human life are common all over the world. 

(The Sumerians are not the only culture that talks about this.) 

chronicle: 年代記 

sky being: 空からやってきた生き物 

 

 



 

 

真実を追求する記事で英語 

 

 

（１）真実を追求する記事で英語：トランスヒューマニズムとは？ 

 

 

 

英語を参考にしつつ自分の言葉で説明できるようになろう。 

 

Transhumanists look forward to a future in which homosapians is superseded by a better, 

smarter, fitter model, humanity 2.0. 

ヒューマニズムの考えでは機械化は進化の一つだという。 

 

Humans are in dire need of improvement. 

自然災害、ウィルス、経済破綻など、問題は次々に。 

 

Aging could be stopped and even reversed. Enhancement can dramatically raise our IQs. 

夢がある話だ。 

 

We can even leave our bodies and upload ourselves to computers, living forever in virtual 

worlds. 

これこそある意味で永遠の命。 

 

Scientists believe we are approaching what he calls “the singularity”- the point at which 

computers become smart enough to learn for themselves. 

未来は AIにコントロールされる。 

そんな世の中で今のままだと確実に人間は生きていけない。 

AI と共存するにはトランスヒューマニズム。 

 



 

 

 

（２）真実を追求する記事で英語：地球人と宇宙人のハーフ、ヒューメリアンとは？ 

 

 

 

地球人と異星人の混合を、「Humalien（ヒューメリアン）」という。 

今回の記事ではオーストラリア在住の Jane Pooleyさん 

の話を聞きながら英語を学んでみよう。 

ジェーンさん自身もヒューメリアンだ。 

彼女は幼いころから宇宙人に「abduction（誘拐）」されていたらしい。 

Jane Pooleyさんはうそ発見器（Lie detector）をつけて 3つの質問をされている。 

彼女のインタビュー動画での英語を下にまとめてみたので 

参考にしながらインタビューの内容を英語でまとめて言えるようになってみよう。 

 

She describes herself as a lifelong alien experiencer and claims that she is an alien abductee, 

the mother of 3 hybrid babies, humaliens, who live in a spaceship. 

「experiencer」経験者 

「abductee」誘拐される人 

 

She’s also a mother of 2 children who live on Planet Earth. 

 

（以下 3つの質問） 

1. Did you make an alien? Yes. 

2. Do you have part alien children? Yes. 

3. Have you been part of an alien breeding program? 

彼女は小さい頃に宇宙人にさらわれた記憶を持っている。 

 

 

 



 

 

 

（３）真実を追求する記事で英語：冷凍保存とは？ 

 

 

 

まず初めに冷凍保存とは英語で「cryonics」という。 

 

①まずは冷凍保存とは何なのか？ 

「Cryonics is the process of preserving people at very low temperatures so they can be revived 

in the future.」 

冷凍保存よりも、 

復活させるときの方が技術が必要になるそうだ。 

 

②冷凍保存の歴史とは？ 

「Cryonics began in 1962, when Robert Ettinger suggested in his book that freezing people 

could preserve them so that more advanced medicine can revive them in the future.」 

想像するものは何でも実現できるのだろう。 

 

③冷凍保存科学者にとって死とは？ 

「Cryonics researchers work under the assumption that a person isn’t really dead until the 

information in the brain becomes lost.」 

つまり脳の情報を取り出せる技術が発達すれば 

それをロボットに移すことも可能なのだろうか。 

 

 

 

 

 



 

 

 

（４）真実を追求する記事で英語：マイクロチップについて 

 

 

 

北欧ではマイクロチップ化が進んでいるらしい。 

マイクロチップにまつわる英語まとめ 

 

Thousands already have microchip implants that they use in their daily lives, waving their 

hands to gain entrance to the gym, confirm their ID, or make payments. 

マイクロチップをかざすだけで 

簡単に何でもできてしまう。 

逆に言うと、情報がつつぬけということだ、 

 

People get a microchip embedded under their skin. 

「embed」埋め込む 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

（５）真実を追求する記事で英語：５じいのいんぼうとは？ 

 

 

 

①5Gが危険だと言われているのはなぜ？ 

「The smaller wavelengths used in each new generation of mobile phone infrastructure have 

never been tested, and therefore we are guinea pigs for this technological experiment.」 

wavelength: 波長 

mobile phone: 携帯電話 

guinea pigs: モルモット、実験台 

いつの時代も新しい技術にはどんな危険や副作用があるかは、 

後になってみないと分からない。 

 

②コロナウィルスと 5Gの関係は？ 

「5G is to blame for the rapid spread of corona virus. It degrades the immune system and that 

the dangers are being covered up by powerful forces in the global telecommunication 

industry.」 

corona virus: コロナウィルス、（ニュースとかでは COVID-19（コビッド１９）とかがよ

く使われている。） 

degrades: 悪化させる 

immune system: 免疫システム 

cover up: 隠す 

巨大企業や政府は自分たちが儲けることが優先だ。 

 

③その他 5Gの危険性とは？ 

According to the report prepared by the Bio-initiative Group, the list of possible damages is 

frightening: 

Cancer, DNA damage(especially in infants and fetuses), and infertility. 



infant: 幼児 

fetus: 胎児 

infertility: 不妊 

 

 

 

（６）真実を追求する記事で英語：シーステッドユートピア計画とは？ 

 

 

 

シーステッドユートピアを英語で言うと「Seasteading Utopia」という。 

シーステッドユートピアについて英語で知識をつけてみよう。 

 

Calcium carbonate will be harvested directly from sea water, creating sea shell cities grown 

organically using 3D-printed bio-rock. 

calcium carbonate: 炭酸カルシウム 

organically：有機栽培で 

bio-: 生体～ 

自然と共存するテクノロジーこそ今後必要になってくるのだろう。 

 

Reaching a depth of a thousand meters sea-scrapers will produce a super abundance of 

electricity through the magic of ocean thermal energy conversion. 

sea-scrapers: 海面下に伸びる超高層ビル 

thermal energy: 熱エネルギー 

水中に眠っているエネルギーを使うことができる。 

 

There’s a proven technology that uses the ocean as a solar panel. 

海は地球の 70パーセントを覆っているから 



それを利用できれば大きな力になる。 

 

A rich concentration of nutrients is suspended in seawater where sunlight can’t reach. 

nutrient: 栄養素、栄養物 

海中にはたくさんの資源が眠っている。 

 

Vast seaweed farms will absorb megatons of carbonic acid, reducing ocean ability to feed the 

world with environmentally restorative food. 

carbonic acid: 炭酸 

restorative: 回復の 

環境に優しい技術だ。 

 

 

 

 

（７）真実を追求する記事で英語：人工知能について 

 

 

 

すでにアメリカでは裁判などの過程で人工知能を利用している。 

これが進んでいくと映画マイノリティリポートのような 

「予測逮捕」などにつながっていくのだろうか。 

 

Joshua Browder氏は２００億ドルの法律サービスを 

チャットボットで一新させようとしている。 

彼は２０１５年に「DoNotPay」というツールを開発した。 

以下人工知能裁判について英語で知識をつけてみよう。 

 



「Joshua Browder is trying to replace the 200 billion legal industry with Artificial 

Intelligence.」 

ジョシュアブラウダー氏は「DoNotPay」の開発者。 

 

「This AI lawyer has already helped people sue Equifax without paying a lawyer anything.」 

ＡＩ弁護士を使ってすでに世の中は動いている。 

 

「Robots are already helping judges determine bail or if a person should be detained.」 

すでに人工知能は裁判の過程で使われているのだ。 

 

以下はＡＩに乗っ取られる裁判官をパロディ化したセリフである。 

「The law is about the person with the most money and resources winning.」 

 

 

 

 

 

（８）真実を追求する記事で英語：アポロ計画の秘密とは？ 

 

 

 

（月人工説と月空洞説） 

 

Scientists from UCLA determined that the moon is significantly older than we ever thought. 

UCLAとはアメリカの名門大学である。 

 

Besides the fact that they have found processed metals such as brass and mica on the Moon, 

they have also found uranium 236 and neptunium 237 on the moon. 



: processed (加工された) 

: brass (真鍮) 

: mica (雲母) 

: uranium (ウラン)放射能核廃棄物であり、使用済み核と再処理ウランに見られるもの 

: neptunium (ネプツニウム)放射性金属物質で、原子炉の副産物であり、プルトニウムか

ら生成される 

月で、加工された真鍮や雲母が発見されただけでなく、ウラン 236やネプツニウム 237が

発見されたというのだ。 

 

The hollow Moon theory? 

月空洞説とは？ 

 

Besides the mathematical formulas and equations that are utilized for measuring mass, NASA 

and other scientists have been baffled on why the Moon just lacks so much mass that it should 

have based on all the other calculations that we have about it. 

月の直径や構成物から考えると科学者のたたき出した 

月の重量は軽すぎるのだそうだ。 

 

When experiments have been done from the seismographs placed from the early Apollo 

missions, such as when we threw the Saturn V(five) launch vehicle from the Apollo 13 mission 

when it crashed into the Moon, it resulted in a impact equivalent to approximately 11 tons of 

TNT. And when they did that, the seismographs bounce with wavelengths for more than three 

hours and 20 minutes. 

: seismograph (地震計) 

: Saturn V(five) (サターンファイブ；使い捨て方式の液体燃料多段式ロケット) 

: launch vehicle (打ち上げ機) 

: equivalent to (～と同等である) 

: wavelength (波長) 

まるで中が空洞化のように振動が続いたらしい。 

 

There’s other questions such as the big mystery on why these massive craters on the Moon are 

so shallow like dinner plates. 

あれだけのクレーターならばもっと深いはずだ。 

 

（宇宙飛行士たちが月で見たものとは？） 



Neil Armstrong lacked any enthusiasm for it whatsoever despite just coming back from being 

the first people to set foot on the Moon and being a global superheroe overnight. 

歴史的瞬間の宇宙飛行士アームストロング氏の会見は 

少し奇妙なものだったらしい。 

 

And Neil Armstrong went into hiding for more than three decades without doing a single 

formal public interview about his experience. 

あれだけの歴史的瞬間の当事者なのにも関わらず 

30年近くメディアにもほとんど現れないのはおかしい。 

やはり月で何かを見て、それを口止めされている 

とか何かあるのだろう。 

 

But there’s other outstanding questions about the Moon, such as Apollo 10 mission where they 

did that practice run where they did a lap around the Moon prior to the Apollo 11 mission 

where the astronauts overheard what they described as music. 

交信の中で宇宙飛行士たちは音楽みたいなリズムが 

聞こえてきたと言っている。 

 

People back on the earth are planning their barbecues meanwhile NASA calls to Apollo 11 to 

say that through their telescopes he observed some sort of glowing greenish light on the north 

side of the Moon. 

着陸の前に何か緑色の閃光が月から発見されたらしいが 

それについては全く取り上げられていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（９）真実を追求する記事で英語：ケネディ大統領暗殺の真相とは？ 

 

 

 

事実：何が起こったのかを時系列で説明できるようになろう。 

①President John F Kennedy was associated on November 22nd, 1963. 

 

②He was announced dead about 70 minutes after the shooting. 

 

③Former US marine Lee Harvey Oswald was arrested by the police about 70 minutes after 

the shooting. 

 

④Oswald was killed by Jack Ruby 2 days later. 

 

⑤Jack Ruby died in prison 4 years later. 

 

⑥New documents relating to the event are currently being released by Donald Trump. 

 

次におかしい点を挙げてみる。 

①Kennedy’s head goes flying backwards. 

銃で撃たれた場合は弾丸が向かってきた方向に動くのだが、 

ケネディ大統領が撃たれた時は後ろに動いている。 

狙撃は前から撃たれたことになっているが。 

 

②Every policemen involved violated standard procedures on interviewing detainees. 

detainee: 抑留者 



現行犯ではないのにもかかわらずすぐに逮捕している。 

 

③How could Jack Ruby shoot Oswald in a police basement? 

オズワルドを殺害したとされているジャック氏が 

厳重な警察管理の中どうやってオズワルドを殺害したのだろうか。 

 

④There is a man holding an umbrella. 

カメラの中には晴れているのにも関わらず 

傘をさした男がいるのは、何かの合図だったのだろうか。 

とすれば、犯行は一人ではない。 

 

 

 

 

（１０）真実を追求する記事で英語：シュメール文明について 

 

 

 

（シュメール文明で発明されたもの９つ） 

①The calendar based off of the lunar cycles originates from the Sumerians. 

太陰暦のほうが太陽暦よりもいろいろと正確なのかもしれない。 

 

②The 6012(sixty-twelve) counting system that’s used for measuring hours, minutes, and 

seconds which is also utilized in basic mathematics and geometry for measuring degrees and 

angles, minutes, and seconds. 

子供のころに「だれが 60秒って決めたんだろう」とか 

考えた記憶がある。 



③The Sumerians are the creators of the very first writing system altogether, also referred to 

as Kanaya form which was a advanced system that even utilized pictographs just as used 

today, symbols to represent entire sentences. 

「カナヤ」とは「カタカナ」みたいだ。 

 

④The Sumerians created not just glass or the wheel, but even the sailboat. 

ガラスや車輪だけでなく、セールボートさえもあったなんて。 

 

⑤They even set the platform for modern agriculture through the invention of the plow and 

even the seed sowing machine. 

農業によって人はピラミッド型社会が始まったのだ。 

 

⑥The Sumerians created the first sewer systems, canals, and irrigation systems. 

灌漑（かんがい）施設まで。 

 

⑦The Sumerians themselves are the very first to utilize jewelry, makeup, and get this, even 

beer. 

ビールっていつの時代も味は似たようなものなのだろうか。 

 

⑧The Sumerians created instruments, such as flutes, drums, tambourines, and even the harp. 

いつの世も音楽や芸術は大事だ。 

 

⑨The Sumerians are the first known conductors of wrestling or mixed martial arts altogether. 

レスリングや武術は分からなくもないが。 

 

（シュメール文明の謎４つ） 

①Researchers found the infamous solar-system tablet. 

宇宙船もない世の中の人々がどうやって 

惑星が太陽の周りをまわっていたことを知っていたのだろうか。 

 

②According to some tablets, the Sumerians could have been communicating the so-called 

ninth planet that they know exists? 

望遠鏡も持たない人々がどうして 9番目の惑星のことまで 

知っていたのだろうか。 

 



③According to some tablets, and there are others that show seven stars, seven planets, seven 

something, seven dots. 

And many will say that this is just indicative of the Pleiad star system, seven stars. 

プレアディス星から宇宙人がやってきていたのだろうか。 

 

④The Sumerians somehow knew about the great year cycle, the Earth’s tilt, and precession 

25,920 year cycle. 

地球の地軸が傾いていることや 2万 5920年サイクルのことを 

知っているとは、絶対に宇宙人と交信があったに違いない。 

 

 

 

 

（１１）真実を追求する記事で英語：アナンヌキとは？ 

 

 

 

In 1849 a British archaeologists discovered 14 tablets in Sumeria. 

ギリシャ神話などははるか昔から伝えられているが 

シュメールの歴史はつい最近発見されたばかりなのだ。 

歴史主流派からしたら隠したい歴史なのだろう。 

 

While they do refer to a “Father of all beginnings,” or some kind of ultimate Supreme Being, 

the tablets say that the creators in Genesis were aliens. They came Earth 445,000 years ago. 

世界に広がる神話の最初は神々となっているが、 

シュメール神話では直接、宇宙人と言われている。 

 



These beings were called the Anunnaki which means “Those who from Heaven to Earth 

came”. 

これらの宇宙人のことをアナンヌキと呼んだそうだ。 

 

The Anunnaki inhabited a distant orbiting planet called Nibiru, which only entered our solar 

system every 3,600 years. 

inhabit: 居住する 

ニブルは 3600年周期で太陽の周りをまわっているらしい。 

 

Nibiru atmosphere began to deteriorate and become a hostile place for life. And in order to 

restore it, the Anunnaki needed one important element for their atmosphere: Gold. 

deteriorate: 悪化する 

hostile: 適さない、不利な、厳しい 

どんな生き物も住む場所が適さなくなれば他を探すのだろう。 

 

They created a mining settlement they called Eridug, “Earth Staion 1” in the Persian Gulf 

under a leader named Enki. 

mining settlement: 鉱山集落 

Persian Gulf: ペルシャ湾 

エンキに率いられてアナンヌキたちは地球開拓を開始した。 

アナンヌキたちは何十万年も生きたらしい。 

 

The great Anunnaki made the Igigi undertake the toil. 

undertake the toil: 労苦を引き受ける 

アナンヌキたちはイギギと言われる下等生物たちを連れて来ていた。 

時が経つにつれてイギギたちは不満を覚えてアナンヌキたちに 

反乱を起こしたが、滅ぼされたのだ。 

 

Unable to replace the Igigi, Nibiru’s ruler, Anu ordered his son, Enki, to genetically engineer a 

new slave race. 

ニビルの支配者アヌの命令でエンキは人間を遺伝子操作で 

作り出したのだ。 

 

Enki finally successfully met his goal and the result: a genetic hybrid between Earth’s 

cavemen, Homo Erectus, and the Anunnaki themselves: this hybrid we call Homo sapiens. 

もともと地球に住んでいた種類であるホモエレクトスと 



アナンヌキたちの混合でホモサピエンスが作られた。 

我々は宇宙人との混合種なのだ。 

 

The tablets called first man “the Adam.” 

タブレットによると最初の人間をアダムと呼んだ。 

まさに聖書と同じことが書かれている。 

世界中の神話などは違う視点から共通のことを 

話していることが多いのだろう。 

 

The Anunnaki, who we know lived many centuries, were giants compared to the Homo 

sapiens. 

ちなみにアナンヌキたちは人間に比べると巨大で何世紀も生きたのだ。 

世界中に広がる巨人伝説もここから来たのかもしれない。 

 

As humans evolved to become more intelligent, some Anunnaki leaders bred with these 

humans. 

breed with: ～と交配する（bredは過去形） 

巨人の中でも比較的小さめなものとだろう。 

 

The children which resulted from these forbidden unions between races, were called the 

Nephilim. 

アナンヌキと人間の間に生まれた禁断の種族をネフィリムと呼んだ。 

 

These practices enraged Enlil, the Anunnaki’s leader of that time, who was also the brother of 

Enki. 

これがエンキの兄であるエンリルの逆鱗にふれた。 

エンリルは人間をほろぼしたいが、エンキは人間を助けたい。 

 

Though stating that Nibiru usually passes without causing harm, the tablets describe one 

cataclysmic event, which occurred when Nibiru neared Earth. 

3600年周期で太陽系に近づくニブルは、太陽系に近づいたときに 

大災害を引き起こすこともあるらしい。 

この時、およそ 12000年前は大洪水を引き起こしたらしい。 

 

Enlil returned to Nibiru, but many Anunnaki chose to stay, and witnessed the flooding and 

destruction on the planet from their celestial boats, which circled the Earth. 



celestial: 天空の 

洪水が起きた時にエンリルを含むアナンヌキたちは天空の船に逃げたとされる。 

この天空の船が月だったのではないかとボクは思う。 

月人工説と月空洞説にもつながってくる話だ。 

 

The tidal wave continued north until it reached and submerged the city of Eden, one of the 

first Anunnaki settlements on Earth, now located somewhere at the bottom of today’s Persian 

Gulf. 

この大洪水でアダンの地はペルシャ湾の底に沈んだらしい。 

ペルシャ湾を本気で探したら見つかるはずだ。 

 

Witnessing the cataclysm, Enki who felt sympathy for his creations, instructed his chosen ones 

to build boats. 

人間の味方であるエンキにより少数の人間は救われる。 

After the Deluge, reconstruction of a new spaceport began. The tablet describes how the 

Anunnaki made their buildings according to the position of the stars. 

deluge: 大洪水 

大洪水のあとに現在の人類の文明が作られたのだ。 

星の配列によって作られたとあるが、 

まさにピラミッドなどがそれだろう。 

 

Before Enki and some Anunnaki left, he gifted humanity the Sumerian civilization, which was 

inexplicably advanced for its time, having made of sort of a sudden appearance as a mature 

and highly organized culture that came out of nowhere. 

エンキが地球を去る前に、シュメール文明をさずけたとされる。 

これで、どこからかいきなり現れた高度文明の説明ができる。 

 

Now here’s where it gets interesting: the kings would act as their emissaries on Earth and rule 

the people according to ancient principles. Unbeknownst to man, royal bloodlines were 

genetically manipulated by the Anunnaki. 

emissary: 使者 

エンキたちが去る前に、人間の王族たちを遺伝子操作して 

アナンヌキたちの使者として働くように残していったというのである。 

確かにヨーロッパの王族たちは結婚相手なども王族同士だ。 

いろいろと説明ができる。 

 



Some people speculate that the tablets indicate Nibiru may once again come close to our planet 

and then the Anunnaki will return and restore rule over the slave race they created. 

石板を読み解くと、ニブルが近づいたときにアナンヌキたちが 

地球を再び支配するのではないかと予想する人たちもいる。 

確かに、もともと人間を作った理由は奴隷目的なのだ。 

 

 

 

 

（１２）真実を追求する記事で英語：世界を支配している宇宙人（神々） 

 

 

 

①グレイ(Grey alien) 

見た目は小さくて、大きな目が特徴である。 

アメリカのロズウェル事件の宇宙人だと思われる。 

Grey aliens are described as being human-like with small bodies and large eyes. They are 

considered to be the aliens which appeared in the Roswell UFO incident. 

 

②ノルディックエイリアン（Nordic Alien） 

金髪青目の高身長が特徴だ。 

後で紹介するプレアデス人とかオリオン人とかの 

総称をノルディックエイリアンという。 

Nordic Aliens are described as being tall with long blonde air and blue eyes. Nordic Alien 

include such aliens as Pleiadians and Orions. 

 

③プレアデス星人（Pleiadian） 

プレアデス星団は日本語で「スバル」という。 



プレアデスには戦争はなく、非常に平和的存在である。 

もともと彼らは金星で生まれ、その後プレアデスに移住したそうだ。 

The Pleiadian’s mission is to assist humanity with the process of spiritual transformation. 

 

④レプテリアン（Reptilian） 

爬虫類（はちゅうるい）の外見で、人間の姿に変身している。 

現人類の存在に大きくかかわっており、シュメール神話に存在する 

アナンヌキが創造したのではないかとも考えられる。 

政府を裏で操り、世界を牛耳っているいわゆる「悪役的存在」。 

Reptilians are described as having a human body and a snake head. They can change their 

shape at will. Most of the world leaders are said to be related to Reptilians. 

 

⑤ドラコニアン（Draconian） 

外見は爬虫類（はちゅうるい）で、体は非常に大きい。 

12000年前の洪水の時に地底世界に移り住んだらしい。 

彼らは自分たちを宇宙で最もすぐれた存在だと考えている。 

Draconians consider themselves as the most intelligent species in the universe. 

 

 

 

 

（１３）真実を追求する記事で英語：レプテリアンについて 

 

 

 

レプテリアンがどこからやってきたのか？ 

いろいろと説がある。 

都市伝説などを調べていくと、 

シュメール神話にたどりついた。 



シュメール神話において 

およそ４０万年前に地球にやってきたアナンヌキたちが 

恐竜と自分たちの DNAを交配させて 

労働力としてレプテリアンを作り出したというのである。 

アメリカの陰謀論者であるデイビットアイク氏によると、 

レプテリアンはもともと地球にいたが宇宙旅行ができるほどの 

科学技術を身につけたので何十万年ぶりに地球に戻ってきた 

というのである。 

どちらの説にせよ、おそらく恐竜の DNAとアナンヌキの DNA により 

作り出されたようである。 

そして彼らの能力はその姿を変えることができるということである。 

そして支配層に入り込み、地球を支配しているという。 

たしかに世界中の神話には爬虫類らしい神が登場する。 

ロイヤルファミリーや有名人などがレプテリアンである 

と言う陰謀論もある。 

彼らのやり方の一つとして、「陰謀論＝ばかげている」という 

情報操作をするなどがあげられる。 

確かに、レプテリアンについていろいろと調べてみても 

わざと「陰謀論！」などと書かれた記事が多く、 

「中二病だ」とか「作り話」だみたいな 

印象を植え付けているのかもしれない。 

 

①その昔、竜座からやってきたレプテリアン達。 

In ancient times a group of advanced reptiles from the Alpha Draconis star system came to 

Earth. 

もともと地球で作られて、その後、竜座アルファ星に移り住んだのだろうか。 

 

②彼らは支配層に入り込み人類を裏から支配してきた 

They’re here to control all the humans and enslave them and became their rulers and bred 

with other humans to form crossbreeds so that their DNA can infiltrate the minds of humans. 

彼らの目的の一つとして、人類を奴隷として使うことがある。 

シュメール神話でも、アナンヌキたちが去る時に 

ロイヤルファミリー同士で結婚するように言い残していったことが 

言われている。 

 

③人類を弱くして支配している。 



They can control us by making us dumber, slower, and weaker and therefore easier to control. 

彼らの得意なやり方で情報操作がある。 

人類にテレビや映画などのエンタメを与えて 

馬鹿にして支配しやすくするのだ。 

有名な政策に「スリーS政策」というのがある。 

Sとは「screen, sport, sex」のことである。 

これらを大衆に与えることで、エネルギーをそちらに集中させて 

真実を隠す政策のことである。 

他にも、情報操作は彼等のお手の物である。 

 

④脳の一番古い部分はトカゲ脳と呼ばれている。 

Furthermore, oldest parts of our brain which control the most primal functions and instincts is 

called the reptilian brain. 

学校の理科でトカゲ脳という言葉を聞いたときに 

なぜだろうと思ったが、ここに理由があった。 

 

⑤世界中の神話で爬虫類の神が信仰されている。 

Many religions in ancient civilizations depict some sort of reptilian god or goddess. 

当時インターネットも電話もない時代から共通で爬虫類の神が 

信仰されていたのがおもしろい。 

 

 

 

 

（１４）真実を追求する記事で英語：ドラコニアンとレプテリアンの違いとは？ 

 

 

 



都市伝説とか陰謀論を調べていくと必ず出てくる 

単語がある。 

それはレプテリアンとドラコニアンである。 

どちらも爬虫類型宇宙人っぽいけど。。。 

前回の記事で紹介したようにレプテリアンが 

この世の中を支配しているという説がある。 

レプテリアンとは爬虫類型の宇宙人だ。 

爬虫類は英語で「reptile」（レプタイル）だから 

なんとなくイメージできる。 

さらに調べていくと出てくる単語がドラコニアンである。 

ドラコという響きが「ドラゴン」のようでなんとなく 

爬虫類型という姿が想像できる。 

しかし、調べていくにつれて 

ドラコニアンというのはレプテリアンのさらに凶暴化バージョンという 

ような記事が多くトップに上がってくる。 

ドラコニアンに対して好意的な記事はほとんど見つからなかった。 

何かおかしいと思い、いろいろな資料を調べてみると 

もしかしたら「ドラコニアン＝恐ろしい」という情報操作 

をされているのではないかという結論にいたった。 

 

英語での記事だがまとめてみた。 

①Draconians are potentially capable of shape-shifting. 

②Draconians are in command of Earth-based subterranean reptilians. 

③Draconians consider themselves as the most intelligent species in the universe. 

 

（最後にドラコニアンは悪い存在ではないとする説） 

ドラコニアンは人間が成長するのを 

助けてくれているという説も存在する。 

ドラコニアン達は、特に縄文時代に特に日本人とかかわりが 

深く、コミュニケーションをとっていたらしい。 

縄文時代と言えば、 

原始的な文明というイメージがあるが、 

実際は高度なテクノロジーを有しており、 

自然とうまく共存しており、平和で、幸せに暮らしていたそうだ。 

ドラコニアンとは 

そんな縄文人を悪の存在から守るために見守っていたというイメージだ。 



 

 

（１５）真実を追求する記事で英語：アトランティスの謎 

 

プラトンのアトランティスに関する記述によると、 

モータリアに位置する「リシャット構造」 

またの名を「アフリカの目」が、 

アトランティスが存在していた場所である可能性がある。 

 

「The Richat Structure」リシャット構造：アフリカのモーリタニアにそんざいする直径

３８キロにも及ぶ巨大な環状構造 

 

「The information contained in the Plato’s writings of Atlantis actually originates from the 

ancient Egyptians.」 

プラトンの記述にアトランティスが登場するが 

プラトンは古代エジプト人からその情報を得たという。 

それでは以下にアトランティスがアフリカの目に 

存在していた証拠を８つ英語で見てみよう。 

 

（アトランティスの存在を示す証拠を英語で８つ） 

 

①Atlantis was said to be made up of concentric circles, three rings of water and two of lands. 

「concentric」同中心の 



３つの同心円に囲まれた土地とは、まさにリシャット構造と一致する。 

 

②The mountains of the island of Atlantis was celebrated for their number and size and 

beauty. -Plato 

山々が北にそびえたっており、まさにリシャット構造そのもの。 

 

③The surrounding mountains of the city flowed with rivers. -Plato 

衛星写真で見ると、複数の川が山々からアトランティスの方に 

向かって広がっているのを確認できる。 

 

④This part of the island looked toward the south and was sheltered from the north. -Plato 

山々が北にそびえたち、アトランティスに対して北からの 

侵入を防いでいた。 

 

⑤The main city was constructed with red, black and white rocks. -Plato 

この地域はおおっくの浮石があり、これらの色と一致する。 

 

⑥A well near the central acropolis provided the city with fresh water. -Plato 

この周りの場所の地下は塩水に囲まれているにもかかわらず 

リシャット構造の中心では淡水が噴出しているらしい。 

 

⑦There were great numbers of elephants on the island. -Plato 

この地域では像の骨の跡がたくさん見つかっているらしい。 

 

⑧There was abundance of metals, copper, and gold. -Plato 

モーリタリアの現在輸出で最も多いのが鉄、銅、金である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（１６）真実を追求する記事で英語：ムー大陸について 

 

 

 

太平洋の失われた文明としてムー大陸の存在を世間に広めたのが 

James Churchward氏である。 

彼は戦時中、インドのある高僧からムー大陸のことを教えてもらったそうだ。 

インドの高宗は古代のタブレットを紹介してくれて 

そのタブレットを読み込んでムー大陸のことを調べた。 

そのタブレットによるとムー大陸が栄えていたのが 

紀元前５万年から１万２千年前。 

生き残ったムーの人々は世界中に散り、 

エジプト、ギリシャ、中央アメリカ、インドなどの文明の祖となったそうだ。 

日本の縄文人もおそらくムー人の生き残りだろう。 

文献によるとムー大陸の痕跡は太平洋の各地に残されているらしい。 

①12,000 years ago, the world’s oceans were 100 meters lower than they are today. 

ムー大陸が海底に沈む前は海面が今よりももっと低かったらしい。 

 

②12,000 years ago, Hawaii islands would have been one land mass. And in Hawaiian oral 

tradition they speak of a race of people living on it before the Tahitians. These first people 

were called Mu. 

ハワイにも伝承が残されている。 

 

③Easter Island 

The Moai statues are concentrated along the current coast of the Easter Island, which implies 

that the island’s shape has changed little since they were built. 



イースター島のモアイは何を示しているのだろうか。 

 

④Yonaguni 

Underwater structures located off the coast of Yonaguni are possibly ruins of Mu. 

沖縄、与那国の海底遺跡にもその痕跡が残されている。 

さらに与那国だけではなく、 

沖縄にはギザのピラミッド似た３つのピラミッドが 

存在する。 

そのうちの一つは海底に沈んでいる。 

 

⑤Polynesia 

All megalithic art in Polynesia are attributed to the people of Mu. 

確かにポリネシア文化圏の彫り物の表情って似ている。 

 

 

 

超常現象で英語 

 

 

（１）超常現象で英語：スコットランド：エジンバラ城 

 

 

 

歴史あるエジンバラ城ではさまざまなドラマが繰り広げられてきた。 

そんな歴史あるお城だからこそ多くの悲劇も起きた。 

そのためエジンバラ城にまつわる怖い話はたくさんある。 

地下牢を亡霊が歩いていたり、 

銃用の壁穴からドラムの音が聞こえたりするらしい。 



その他、魔女狩りにまつわる怖い話もある。 

16世紀初めに、お城の下に位置する空き地で 

何百人もの魔女だと認定された人たちが焼き殺されたのである。 

今でもその空き地を歩くと、彼女たちの叫び声が聞こえたり、 

焼かれたような感覚を覚えたものもいるという。 

 

それではエジンバラ城にまつわる怖い話を英語でまとめてみよう。 

「On the esplanade below the castle, hundreds of so-called witches were burned at the stake in 

the early 16th century. On walks along the esplanade, some have claimed to see them 

screaming in the flames, while others have described a feeling of being scorched by fire.」 

 

 

 

 

（２）超常現象で英語：スコットランド：グラームス城 

 

 

 

グラームス城で有名な幽霊と言えばビアーディー伯爵である。 

ビアーディー伯爵はお城のゲストとして招待された。 

飲みすぎた彼は言った。 

「誰かカードゲームの相手をしてくれないと悪魔とプレイするぞ！」 

そうすると、フード付きの黒い布に包まれた男が現れ、 

扉をノックし、ビアーディー伯爵とカードゲームを始めたのだ。 

次の日、ビアーディー伯爵は姿を消していた。 

今でもビアーディー伯爵の幽霊が城を徘徊して音をたてたりするそうだ。 

神様：わしもこの話は聞いたことがあるぞ。永遠に続く悪魔とのカードゲームじゃ。 

 



それでは以上を英語でまとめてみよう。 

One of the most notorious ghost is Earl Beardie, once a castle guest. 

After a heavy drinking session, he returned to his room in a drunken rage, demanding that 

someone play him at cards. 

If not, he said, he would play the devil himself. 

Then a man, hooded and dressed in black, knocked on the castle door and offered to play with 

Beardie. 

The next morning Earl Beardie disappeared. 

It is said that his ghost still lurks in a secret room, and reports of loud voices, the rattle of dice 

are evidence of his pact to gamble with the devil for eternity. 

 

 

 

（３）超常現象で英語：イギリス：ロンドン塔 

 

 

 

約 1078年にウィリアム征服王の命令によりロンドン塔は建設された。 

ロンドンの中心テムズ川のほとりにたたずむロンドン塔。 

1000年の歴史の中で城、要塞、牢獄などの役割を演じてきた。 

そんな長い歴史の中で処刑などいろいろな悲劇も繰り広げられてきた。 

それでは短めに英語でまとめてみよう。 

 

The Tower of London was constructed by William the Conqueror in 1078. 

The famous victim of the ax was Anne Boleyn, Henry Ⅷ’s second wife, who was accused of 

witchcraft and adultery. 

Anne’s spiritual footprint wanders restlessly among the towers, forever hoping for 

redemption. 



 

 

（４）超常現象で英語：イギリス：バックファストリー 

 

 

 

イギリスのデボン（Devon）に位置する小さな市街区。 

この町にあるのが、鉄格子に囲まれたお墓である。 

そのお墓は小道からすこし外れたところに位置しており 

地元ではキャベル家のお墓だと知られている。 

お墓の中にいるのはリチャード・キャベル氏である。 

彼は１７世紀に妻を殺害し、魂を悪魔に売ったとされている。 

１６７７年にキャベル氏は亡くなり、その亡骸をお墓に埋葬された。 

その夜にお墓の周りを猟犬の群れが囲みキャベル氏がお墓からよみがえり、 

その猟犬を引き連れて立ちふさがるものを引き裂いていったというのだ。 

町の人は彼の魂を鎮めるために 

お墓の周りを鉄格子で囲み、石板をお墓の上に設置した。 

伝説によるとお墓の周りを七回周り、鉄格子の中に手を入れると手を噛まれるそうだ。 

 

それでは英語でまとめてみたので 

大まかに覚えてスピーキングの練習に使ってみよう。 

It’s a small town located in Devon, England. 

There is a tomb encased by heavy metal bars. 

It is locally known as the Cabel family tomb. 

Inside are the remains of Richard Cabell reputed to have murdered his wife and sold his soul 

to the devil. 

In 1677 he passed away and was laid to rest in the tomb. 

That night, it is said, a ghostly pack of hounds howled outside his tomb. 



Cabell’s ghost then rose, left the tomb, and led the phantom hounds on a night hunt, snatching 

and tearing to pieces every living creature in their path. 

In an attempt to lay his soul to rest, the villagers set iron bars around the tomb and placed a 

slab on top of Cabell’s grave. 

According to legend, if you run around the tomb seven times and then stick your hand through 

the bars, your fingers will be bitten. 

 

 

 

 

（５）超常現象で英語：イギリス：ジャマイカ宿 

 

 

 

ある日のこと、 

ジャマイカ・インで男(A)は大ジョッキのビールを 

飲んでいた。 

外を見ると、なにやら別の男が手招きをしている。 

男(A)は、 

「なんだ？」 

気になり外に行ってみる。 

しかし、 

男(A)は二度と戻ってこなかった。 

次の日に見つかったのは男(A)の死体だった。 

それ以来 

ジャマイカ・インでは 

男(A)の幽霊が残りのビールを飲みにやってくる姿の 

目撃情報が多発している。 



それでは今回の話を英語で言えるようにまとめてみた。 

「Located on Bodmin Moor, Jamaica Inn was a meeting place for smugglers in the 18th 

century. 

One day, a man (A) was drinking beer at the bar. 

Beckoned outside by another man, he left his beer unfinished, went out i to the dark and never 

returned. 

The following day, his body was found on the moor. 

Since then, visitors have heard and seen the ghost return to finish his beer. 」 

 

 

 

 

（６）超常現象で英語：イギリス：ニューステッドアビー 

 

 

 

ある日、 

アメリカ人記者、ワシントン・アービンが 

ニューステッド・アビーに泊まっていた。 

部屋にはバイロン氏の絵が飾ってあった。 

その夜、 

絵の中からバイロン氏の亡霊が出てきて 

修道院の中をうろついて 

お客を怖がらせたという。 

その他にも亡霊の目撃例が多発している。 

 

それでは英語でまとめるので 

何となく覚えて自分の言葉で説明してみよう。 



「The Newstead Abbey was built in 1165. 

Once the home of the romantic poet Lord Byron, the abbey has many ghost stories. 

The American writer Washington Irving was staying at the abbey. 

There was a picture of Lord Byron. 

On that night, the apparition(亡霊) descended from the picture, terrifying all who stayed 

there.」 

 

 

 

（７）超常現象で英語：アイルランド：ロフタスホール 

 

 

 

18世紀終盤、 

屋敷の主の娘、アン・トーテンハムは 

屋敷の客人に夢中になってしまった。 

その客人は嵐のため船が難破してしまったそうだ。 

ある日のこと、 

二人がトランプで遊んでいた。 

アンはトランプを床に落としてしまったので 

拾おうとすると、 

「ああ！何てこと！彼の足は悪魔のようなひづめだわ！」 

アンはショックで気を失ってしまった。 

客人が去ってからは、 

アンは座ったままで客人のことを思い焦がれていた。 

何も食べず飲まずで亡くなってしまった。 

それ以来、 

屋敷ではポルターガイストなどの現象が 

起こるようになった。 

今でもアンと客人がかくれんぼでもしながら 

遊んでいるようである。 

それでは英語でまとめて簡単に説明できるようになろう。 



Loftus Hall is located in Ireland. 

It is known as the scariest mansion in the world. 

In the late 18th century, the daughter of the house, Anne Tottenham, fell in love with a visitor. 

The visitor said he had been shipwrecked at sea during a storm. 

shipwreck: 難破させる 

One day, as they ware playing cards, Anne bent down to pick a card from the floor and 

noticed the man had a cloven feet. 

cloven: ひづめの 

She immediately fainted. 

After he left, she refused to eat or drink and sat with her knees tucked under her chin, hoping 

he would return. 

After she died, poltergeist activity happened frequently. 

Anne and the visitor are playing hide and seek in the mansion. 

 

 

 

 

（８）超常現象で英語：イギリス：リープ城 

 

 

 

もともとは屋敷として使われており、 

普通に人が暮らしていたのだが 

一家の中で争いが起こり悲劇があったらしい。 

その後は監獄として使われていた。 

20世紀に入り、リープ城を調査していた時の 

話である。 

「下の地下牢を調べてみよう。」 

下に降りる。 

「うわ！何だ！」 

そこには 150体以上の死体がころがっていた。 



地元の人が言うには 

「あそこの城には何か特別な力（elemental）がはたらいている」らしい。 

 

英語でまとめてみよう。 

Leap Castle was used as a residence. 

Later it was used as a prison. 

In the 20th century, workman found the remains of 150 people in the dungeon. 

The ghosts of the victims are said to have created a horrific force field known as “the 

elemental.” 

 

 

 

 

（９）超常現象で英語：フランス：ベルサイユ庭園 

 

 

 

世界的に有名な観光地であるベルサイユ宮殿に位置する 

ベルサイユ庭園。 

実はここは心霊スポットとしても有名なのである。 

いろいろと話があるが、 

今回はそのうちの一つ。 

1901年、アンとエレノアの目撃情報。 

アン：このベルサイユ庭園って有名な観光地だけど、歴史的に有名な場所ってそこで起き

た史実を勉強するといろんな出来事があったんだなって思うわ。 

エレノア：そうよね。それこそここはフランス革命が起きた場所だから、たくさんの人が

殺されたりしたでしょうね。ギロチンで処刑された人とかもいるしね。 

アン：そう思うとなんだか気味が悪くなってきたわ。 

エレノア：あれ？何あれ？ 

（二人はおかしな格好をした人たちを目撃） 



アン：あれって 18世紀くらいの服装じゃない？もしかしたら。。。 

エレノア：お化けよーーー！！ 

（二人は小道を通って湖の近くに） 

アン：あれ、あそこにいる女性って？ 

エレノア：もしかしたら、マリーアントワネットじゃない？スケッチしてるわー！ 

（マリーアントワネットが二人の方を見つめてほほ笑む） 

二人：きゃあああ！ 

それではベルサイユ庭園にまつわる怖い話を 

英語でまとめるので英語で語れるようになってみよう。 

 

Versailles Gardens have casualties of the French Revolution wandering. 

Ann and Eleanor claimed an eerie experience in 1901. 

They saw strangers all dressed in 18th-century costume. 

They also mentioned they saw Marie Antoinette sketching by the lake. 

Some say Marie Antoinette’s execution at the guillotine in 1793 left her spirit restlessly 

wandering the gardens. 

 

 

 

 

（１０）超常現象で英語：フランス：モルテマー修道院 

 

 

 

モルテマー修道院は 1134 年に 

イングランド王ヘンリー一世によって建てられた。 

沼地に囲まれているため「死のプール」と呼ばれる。 

ここでは王女の霊、狼の霊、それから修道僧の霊が 

出るそうである。 

①王女の霊 

ヘンリー一世の娘、マチルダは夫の死後ここに閉じ込められた。 

②狼の霊 



16世紀に、狼の霊に殺された女性が、さまよっているらしい。 

③修道僧の霊 

フランス革命の際に修道士たちが殺された。 

 

以上の怖い話を英語で話せるようになってみよう。 

Built by Henry Ⅰ of England in 1134, this abbey gets its name from the surrounding marshland 

known as the dead pool. 

This abbey is haunted by a queen, a werewolf, and monks. 

①Queen’s ghost 

Henry Ⅰ of England imprisoned her daughter Matilda here. 

②Werewolf’s ghost 

At the beginning of the 16th century, a local woman possessed by the spirit of a wolf was 

exorcised. 

But the wolf took revenge by killing another woman and inhabited her spirit. 

During the full moon, the beast is said to roam the grounds. 

③Monk’s ghosts 

During the French Revolution, the few monks remaining at the abbey were killed. 

以上、怖い話を自分の中でまとめて 

英語で話せるように練習してみよう。 

 

 

 

 

（１１）超常現象で英語：イタリア：ポヴェーリア島 

 

 

 

イタリアのベネチアとリドの間に位置するこの島は 

世界一幽霊が出る島だと言われている。 

14世紀にペストが流行したときには隔離施設として 

使用された。 



そしてその期間は約 300年以上と言われている。 

当時から「あの島に行ったら生きては帰れない」と言われていたらしい。 

ペストではヨーロッパの 3分の 1の人口が亡くなったらしい。 

それが 300年以上も隔離施設として使われていたのだから。。。 

その後も精神病院が立てられたりしたが 

そこの院長が、 

鐘のある塔にのぼり身を投げ出したこともあるらしい。 

そんな世界最強の心霊スポットを英語で説明してみよう。 

 

The small Italian island of Poveglia sits between Venice and Lido. 

This place had been a refuge for the dying and diseased. 

In 1348, the plague arrived in Venice. 

Like other small islands, Povegia Island became a quarantine colony. 

One out of three Europeans were killed by the disease. 

Being sent to the island was equal to a death sentence. 

In the late 1800s, the asylum was constructed on the island. 

The rumor has it that a doctor did something strange on the patients. 

And the doctor went mad and threw himself from the asylum’s tall bell tower. 

 

 

 

 

（１２）超常現象で英語：イタリア：コロッセウム 

 

 

 

血生臭い歴史をもつコロッセウムだからこそ 

怖い話もつきない。 

コロッセウムを訪れた人の中には 

うめき声が聞こえたり影が見えたりするそうである。 

地上の競技場だけではなく、地下に存在する奴隷「剣闘士たちの 



控え室では、競技のケガがもとで亡くなった人たちも数多くいるらしい。 

更には、猛獣に殺されたキリスト教徒たちのうめき声も聞こえるらしい。 

そんなコロッセウムの心霊スポットとしての情報を英語で発信できる 

ようになってみよう。 

まずは読んで、理解してある程度を暗記する。 

最後に暗記した英文をもとに一人でつぶやいてスピーキング練習 

を行おう。 

 

（たったの４文でコロッセウムについて話す！） 

①Many disembodied spirits are said to populate this well-known heritage site. 

②Visitors describe hearing Latin spoken or seeing Roman guards. 

③Countless victims of religious persecution met a deadly end in the jaws of lions and tigers 

here. 

persecution: 迫害 

④The sounds of weeping slaves, swords clashing, and animals howling have been reported. 

weep: しくしく泣く 

clashing: がちゃんがちゃんと音を立ててぶつかり合うこと 

howling: ほえる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（１３）超常現象で英語：ドイツ：心霊スポットのお城 

 

 

 

①Wolfsegg Castle：ヴォルフスエック城 

Hidden below this medieval castle is a limestone cave where restless specters are rumored to 

rise at night. 

「limestone」石灰石 

「specter」幽霊 

 

②Stockenfels Castle：ストッケンフェルス城 

This castle is said to be haunted by the souls of publicans who, in life, cheated customers by 

diluting their beer. 

「publican」居酒屋の主人 

「dilute」薄める 

 

③Nordkirchen Castle：ノルドキルヒェン城 

When the miserly debt collector who lived in this 16th-century castle died, his terrifying 

specter returned to haunt it. 

「miserly」けちな 

「debt collector」借金取り 

 

④Plassenburg Castle：プラッセン城 

A woman’s ghost, who murdered her children, is said to roam the castle, longing for her 

children. 

「roam」うろつく 



 

⑤Eltz Castle：エルツ城 

The armor and battle-ax on the wall of the Countess’s Room were worn by Lady Agnes, who 

died defending the castle from invasion. 

「Countess」伯爵夫人 

 

 

 

 

（１４）超常現象で英語：デンマーク：ドラッグズホルム城 

 

 

 

ドラッグズホルム城はデンマークに位置するお城。 

デンマークでは最も知られた心霊スポットの一つ。 

「ホワイトレイディー」と言われる幽霊が出るらしい。 

それでは英語でリーディングを行ってみよう。 

 

Once a prison for noble traitors, Dragsholm Castle stands on an island in Denmark’s Zealand 

archipelago. Phantoms of a White Lady and the Earl of Bothwell are reputed to stalk its 

staircases and courtyard in the chill northern air. 

「noble traitors」貴族階級の裏切り者 

「archipelago」島々 

「Earl」伯爵 

The White Lady is thought to be the lovelorn daughter of a draconian former master of the 

castle. According to legend, when her father discovered that she loved a commoner, he was so 

angry and killed her and bricked her up in the castle walls. 

「lovelorn」報われない恋で傷心した 



「draconian」厳格な 

「commoner」平民 

「brick」れんがでおおう 

 

 


