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San Francisco Is Home to World’s Oldest Fish in Aquarium  

 

link between A and B  A と B との関連 

Bible   聖書 

lungfish   ハイギョ 

by default  デフォルトでは 

confirm   確かめる 

《Vocabulary and Phrase》 

サンフランシスコにあるカリフォルニア科学アカデミーは/ その水族館に世界で最も古い生

物がいると考えている// その魚はオーストラリアハイギョであり、博物館のガラス容器に住

んでいる// サンフランシスコクロニクル紙は 1947 年にはじめてその魚についての記事を

書いた// その記事はその魚の見た目が「奇妙」であると書いた/ そして関連を示す例で

あるかもしれない、海に生息していた生物と/ 陸に生息していた生物との。// その魚の

名前はメトセラと名付けられた/ 旧約聖書で 969 歳まで生きたとされる人物からとられ

た。// その魚はそこまで古くはないが/ 水族館の生物学者はその魚が 90 歳くらいであ

ると考えている。// かれらはそれが最も古い生物の例としている/ 水族館におけるハイ

ギョの// 数年前まで/ 最も高齢なハイギョはシカゴのシェッド水族館にいた。// しかし

「おじいちゃん」と名付けられていたその魚は 2017 年に 95 歳で死んだ// 「既定では」

生物学者のアランヤンは言った、「メトセラはもっとも高齢である」// ヤンはサンフランシス

コでその魚の面倒を見ている// かれはその魚がメスであると考えているがはっきりとはわ

からない// その水族館はその魚のひれのごく小さな一部を取りオーストラリアの研究者

に送る予定である// 科学者たちはその魚の年齢と性別を特定するつもりである// ヤン

はメトセラが背中をかかれるのが好きだといっている// かれはメトセラを海中の子犬とな

ぞらえている// メトセラは約 1 メートルで体重は 20 キロほどである// ジャネット・ピーチ

は水族館の広報担当である// 彼女はいったメトセラは新鮮なイチジクを食べるのがす

きであると// 「メトセラは冷凍イチジクは食べない。」とピーチは言った// 

The California Academy of Sciences in San Francisco/ believes it has 

the world’s oldest living fish in an aquarium.// The fish is an Australian 

lungfish,/ and it lives in a glass container in a museum.// The San 

Francisco Chronicle newspaper first wrote about the fish in 1947.// The 

story said the fish looked “strange”/ and might have been an example 

of the link between animals that lived in the ocean/ and those that 

lived on land.// The fish is named Methuselah/ after a person said to 

have lived 969 years in the Bible.// While she is not that old,/ 

biologists at the aquarium think the fish is about 90 years old.// They 

believe it is the oldest living example/ of a lungfish in an aquarium.// 

Until a few years ago,/ the oldest Australian lungfish was at the Shedd 

Aquarium in Chicago.// But that fish, named Granddad, died in 2017 at 

the age of 95.// “By default,” said biologist Allan Jan,/ “Methuselah is 

the oldest.”// Jan looks after the fish in San Francisco.// He believes 

the fish is female but does not know for sure.// The aquarium plans to 

take a very small part of the fish’s fin/ and send it to scientists in 

Australia.// The scientists will try to confirm the fish’s age and sex.// 

Jan said Methuselah likes getting rubbed on her back.// He 

compared her to an “underwater puppy”.// She is a little longer than 

one meter/ and weighs about 20 kilograms.// Jeanette Peach is a 

spokeswoman for the aquarium.// She said the fish enjoys eating 

fresh figs, a type of fruit.// “She won’t eat them when they’re frozen,” 

Peach said.// 

 

The aquarium has two other Australian lungfish. Jan said they are 

thought to be in their 40s or 50s. 

 

The species is now threatened and can no longer be exported from 

Australian waters. So, getting another lungfish after Methuselah is not 

《Linking Logic》 

ex.) after a person said to have  

lived 969 years 

 

get rubbed on  こすられる 

compare  比べる 

weigh   体重 

spokeswoman  広報担当者 
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