
Jens Martensson

あちこちに伏線が張られていて、何度読
んでも面白い！非常によくできた物語で
す。最後に近づくにつれてどんどん伏線
が回収されていくのは圧巻です。300ペー
ジとかなり長い本ですが、易しい英語で、
大きめの文字で書かれていますので、比
較的サクサク読み進めることができると
思います。日本語訳も出ていますので、
難しい部分は日本語と比較して読み進め
たり、先に日本語で読んで概略を理解し
てから挑戦したりするのも楽しいですよ！

（推薦者：教育学部 准教授 鈴木幸平）

2英語教育センター(ACE)では、
英語版と日本語版の
両方を用意しています！

HOLES (Holes Series)
(by Louis Sachar)
穴 （ルイス・サッカー 著）
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C.S.ルイスが執筆した『ナルニア国物語』の7部作の
最初の作品です。私自身最初に読んだのは、2作目
の「カスピアン王子(Prince Caspian)」でした。あまり
にも印象的でしたので、どうしても残りの作品を読み
たくなりました。4人兄弟・姉妹が部屋の中にある洋
服ダンスの奥をのぞいてみると、穴があり、ナルニア
国という別世界の入口になります。ナルニア国に入
ると様々な変わった人物が登場し、4人兄弟・姉妹が
その国の出来事に巻き込まれていくというファンタ
ジーです。ナルニア国物語の最初の2部は2005年と
2008年に映画にもなり、それも推薦します。

（推薦者：人間社会学科 教授 ランカシャー）
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The Lion, the Witch and the Wardrobe
Author:  C.S. Lewis

ナルニア国物語 ～ライオンと魔女と洋服だんす～

英語教育センターには
DVDもありますよ！

夏休みに読んでみませんか？



WhatDreamsMayCome

Author: Richard Matheson

奇蹟の輝き/リチャード・マシスン（著）

Although you probably do not know

him, you have definitely seen or

maybe even read his work. In addition

to creating stories that inspired science

fiction, fantasy and horror, this man has

influenced writers like Stephen King

and Anne Rice, directors like George A.

Romero and producers such as Steven

Spielberg. His name is Richard

Matheson.

Richard Matheson writes about

ordinary people who find themselves in

extraordinary circumstances. What if

you were the last man on earth? What

if you could create your own

paradise? What if you could talk to

ghosts? What if you could make robots

that think and feel? What if you found

your true love, but that person was

born one hundred years before you?

This theme of “what if...” permeates

through all of his work and is what

makes Matheson’s stories so

memorable—because, ultimately he

asks the question, “what would you

do?”

As I mentioned at the beginning, you

have probably seen some of his works

made into film. Have you seen any of

these movies?
（推薦者：特任講師 アラオ）

 I Am Legend

 What Dreams May Come 

 Somewhere in Time A Stir 

of Echoes

 Real Steel Night of the 

Living Dead 

 Cell

著者は、リチャード・マシスン。
名前は知らなくても、彼の作品を読ん
だり、映画で鑑賞観したことはきっと
あると思います。

多くの有名な作家（スティーブン・キ
ング、アン・ライス）や監督（ジョー
ジ・A・ロメロ、スティーヴン・スピル
バーグ）が、SF・ファンタジー・ホ
ラーなどを創作したマシスンの影響を
受けています。

彼は、ごく普通の人が異常な状況に置
かれるさまを描いています。彼のテー
マは「もし～だったらどうする？
（What if~?）」。

英語教育センター（ACE）では、アラ
オ先生の推薦本の中から、上記の本を
用意しています！



Beyond Economic Growth:
Meeting the Challenges of  Global Development
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最近、SDGsということばを見ない日はありません。
Sustainable Development Goalsの略で、日本語では「持続
可能な開発目標」と訳されています。このSDGsを正確に理
解しアクションにつなげていくためには、SDGsの「D」つ
まり、「開発」が、1970年代と1990年代に経験した概念的
成長を踏まえる必要があります。今回、紹介する書籍は、
2000年代はじめ、世界銀行が英語圏の高校生・大学生向けに
出版したものですが、この「開発」の意味を分かりやすい英
語で解説してくれています。現在では、以下のサイトでも無
料でダウンロードできます。ぜひチャレンジしてみません
か？

（推薦者：人間社会学科 教授 岡島 克樹）

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/15789




