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Tunnel under Egypt could lead to Cleopatra's tomb 

ｈ 

archeologist  考古学者 
unearth   発掘する 
ancient   古代の 
marvel   驚くべき 
extensive  広い 
excavation  発掘 
dedicate   捧げる 
tomb   墓 
rule over  支配する 
 

《Vocabulary and Phrases》                           

 

エジプトは永遠の謎と神秘の土地だ// そこは最新の古代の不思議を発掘することを望

んでいる考古学者にとって楽園である// 北エジプトのアレクサンドリアという町の近くの広

大な発掘現場で考古学者たちは/ そのような発見をしたばかりだ// キャスリーン・マル

ティネスはサントドミンゴ大学の考古学者であるが/ クレオパトラ女王の長いこと失われ

ていた墓の研究に人生の大半を捧げている// 女王はエジプトを二千年以上前に支配

していた// 今週初めにマルティネスと彼女のチームは素晴らしい発見に出会った// 彼

らは地下 13 メートルに 1305 メートルのトンネルを発見したのだ// 建築デザインの専

門家はそれを「工学的驚異」と呼んだ// 

マルティネス氏はその発見に大得意であった// 彼女はそのトンネルのそばで CNN に彼

女の発見したものを伝えた// 彼女は言った「その発掘は巨大な宗教の中心地を明らか

にした/ 三つの神聖な場所と聖なる池と 1500 点以上の遺物、像、金品とともに/ さ

らにアレクサンダー大王とクレオパトラ女王の描かれた大量のコインも// マルティネスのク

レオパトラ女王の墓を見つける探求は 2005 年に始まった// 彼女は言った「私の忍耐

は執念と間違われてはならない// 私は単に歴史人物としてのクレオパトラを尊敬してい

る」// マルティネスは彼女のチームの仕事の持つ潜在的な可能性について話した// 彼

女は言った、もしトンネルがクレオパトラの墓につながれば/ それは今世紀最も重要な発

見になるだろう」と// 

Egypt is a land of eternal mystery and wonder.// It is a paradise for 

archaeologists hoping to unearth the latest ancient marvel.// 

Archaeologists at an extensive excavation near the northern Egyptian 

city of Alexandria/ have just made such a discovery.// Kathleen 

Martinez, an archaeologist at the University of Santo Domingo,/ has 

dedicated most of her life to searching for the long-lost tomb of 

Queen Cleopatra.// The queen ruled over Egypt more than 2,000 

years ago.// Earlier this week, Martinez and her team stumbled upon 

an amazing find.// They uncovered a 1,305-metre tunnel, located 13 

metres underground.// Architectural design experts have called it an 

"engineering miracle".// 

 

Ms. Martinez was elated at the find.// She told the CNN news agency 

about what she found, besides the tunnel.// She said: "The excavation 

revealed a huge religious centre/ with three sanctuaries, a sacred 

lake, more than 1,500 objects, statues, golden pieces,/ and a huge 

collection of coins portraying Alexander the Great and Queen 

Cleopatra."// Martinez's quest to find Queen Cleopatra's tomb began in 

2005.// She said: "My perseverance should not be confused with 

obsession.// I simply admire Cleopatra as a historical character."// 

Martinez spoke of the potential importance of her team's work.// She 

said that if the tunnel leads to Cleopatra's tomb,/ "it will be the most 

important discovery of the century".// 

《Linking Logic》 

ex.) searching for the 

 

stumble on  偶然出会う 
elate   元気づける 
religious   宗教の 
sanctuary  神聖な場所 
sacred   神聖な 
portray   描く 
perseverance  忍耐 
confuse A with/for B A を B と混同する 
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