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Cooking began 600,000 years earlier than we thought 

ｈ 

previously  以前に 
archeologist  考古学者 
assert   主張する 
ancestor   祖先 
prehistoric  先史時代 
bank   土手 
definitive  決定的な 
evidence  証拠 
Neanderthals   ネアンデルタール人 
 
 
 

《Vocabulary and Phrases》                           

 

新しい研究は示唆している、火を食べ物の調理に使うことは/ 以前に考えられていたより

60 万年前に始まったと// イスラエルにあるテルアビブ大学のスタインハート自然史博物館の

考古学者たち/ 77 万年前の人類の祖先は火を使って魚を調理していたと主張している//

考古学者たちは主張する、この先史時代の人類は/ 現在のイスラエル北部にあるヨルダン

川の川岸に住んでいた/ 近くの湖で獲った「巨大な魚」を調理するために火を使った// この

発見は、食物が調理されていたことを示す最古の記録であるという// この新しい発見がある

まで、科学者たちは調理に関する最初の「決定的な証拠」は/ 17 万年前頃のネアンデルタ

ール人と初期のホモ・サピエンスによるものであった// 

主任研究員のイリット・ゾハールは、16 年かけて古代の魚の骨を分析した/ それと魚の歯に

見られるエナメルを// 彼女の分析によると、770 千年前に焼き魚が食べられていたことが分

かった// 彼女は AFP 通信の取材にこう答えている、「まるでパズルに挑戦しているようだった

/ どんどん増える情報を前にして、人類の進化の物語を紡げるようになるまでは」// 彼女は

また、魚が生で食べられたかどうかを確かめることが最大の謎であったという/ そして、その骨

は火に投げ込まれただけなのか/ それとも調理が先なのか// 彼女は「火にさらす行為/ 

は、残骸を取り除くことなのか、それとも料理への欲求なのか、それがすべての問題だ」と言っ

た// 彼女は、その魚は体長 2 メートルの鯉だと言った/ 調理すると特に水分が多くなるは

ずの// 

New research suggests that using fire to cook food/ started 600,000 

years before previously thought.// Archeologists from the Tel Aviv 

University's Steinhardt Museum of Natural History in Israel/ assert that 

our early ancestors cooked fish with fire 770,000 years ago.// The 

archaeologists claim that these prehistoric humans,/ who lived 

alongside the banks of the Jordan River in what is present-day 

northern Israel,/ used fire to cook the "huge fish" they caught in a 

nearby lake.// They say their finding is the earliest recorded evidence 

of food being cooked.// Until this new discovery, scientists believed the 

first "definitive evidence" of cooking/ was by Neanderthals and early 

Homo sapiens, around 170,000 years ago.// 

 

Lead researcher Irit Zohar spent 16 years analyzing ancient fish 

bones/ and the enamel found on fish teeth.// Her analysis showed 

that the grilled or baked fish had been eaten 770 millennia ago.// She 

told the AFP news agency that: "It was like facing a puzzle,/ with more 

and more information until we could make a story about human 

evolution."// She added that her biggest conundrum was to ascertain 

whether or not the fish had been eaten raw/ and then their bones 

thrown into the fire,/ or whether it had been cooked first.// She said: 

"The whole question about exposure to fire/ is whether it is about 

getting rid of remains or a desire to cook."// She said the fish were 

two-metre-long carp,/ which would have been particularly succulent 

when cooked.// 

《Linking Logic》 

ex.) and the enamel 

 

analyze   分析する 
enamel   エナメル 
millennia  千年 
face   直面する 
conundrum  謎 
ascertain  たしかめる 
exposure  さらす 
succulent  水分の多い 
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