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梅雨も終わりを迎え、本格的に夏がやってきていますね。外に出ると厳しい日差しが肌を刺す毎日は、外
出がおっくうになりますね(-_-;) 今回の ES News は、暑い日に部屋で観るおすすめ映画を紹介したいと
思います。
プラダを着た悪魔（コメディ）

マイ・インターン（コメディ）

おしゃれにまったく興味がなかったアンドレアが厳
しい上司のもとで成長しようと日々精進し磨かれて
いく姿は、自立していく楽しさと感動を思わせます。
内面も外見も素敵になっていくアンドレアを見てい
ると、自分も頑張ろう！ときっと思えることでしょう。

定年退職した 70 歳のベンは、シニア・インターンに
応募し、会社の様々な問題に取り組みます。この作
品は、なにか悩みを抱えている人が新しい考え方を
持ち、それによって心を軽くするような、ホっと温か
くなるお話です。

バック・トゥ・ザ・フューチャー（SF）

メメント（ミステリー/サスペンス）

言わずと知れた超名作。この作品は、とにかくタイ
ムスリップによる時系列のずれを見事に表現してお
り、予想がつかない展開に片時も目が離せません。

ある男が、ある日一人の男を殺害しますが、10 分
で記憶がなくなる彼はどのように犯人を見つけたの

第 2 作にある 30 年前に予想された 2015 年の世
界へタイムスリップするシーンでは、実際に私たち
が生きる今と、映画で予想された姿を比べることが
でき、とても楽しいですよ！ぜひ観てみてください。

か？複雑なストーリーの中であなたは真実をみつけ
られるか？1 度では理解できないといわれるこの作
品、頭を使って真相を突き止めたい！という方や、普
通の映画には飽きた！という方におすすめです。
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Rainy season has ended. It’s so hot outside, that you probably want to stay inside,
so today’s ES News features some movies you can watch in your room!
The Devil Wears PRADA (Comedy)
The Intern (Comedy)

Andrea Sachs, a girl who is not
interested in fashion, is struggling
under her vicious boss, Miranda
Priestly. You will be impressed by her
gaining inner beauty as well as
physical beauty. This is a story that
tells you the importance of never
giving up.

A retired 70-year-old man, Ben,
applied to be a senior intern and
changed many things at the company.
I recommend this movie to anyone who
has worries or anxieties. This movie
will give you a new way to think about
things and help you relax.
Memento (Mystery/Suspense)

Back To The Future (SF)

This is one of the most famous movie
series in the world. It really shows the
effects of the time travel occurred from
time slip. You can’t look away during
the movies. In the second movie, there
is a scene that shows an image of the
world of 2015. You can compare it with
that of now, and it’s so much fun!

A man who can no longer build new
memories killed a man. But how did
he do that? You cannot understand
this story by watching only one time. I
recommend this movie if you want a
movie that is not the same as the
others.
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