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 Charles Darwin’s Notebooks Returned to Cambridge University after 20 Years 
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《Vocabulary and Phrase》 

3 月のはじめ、イギリスのケンブリッジ大学図書館は「贈り物」を受け取った// 誰かが手紙とともにピンク色の

ギフトバックを建物の近くに置いて行ったのだ// 「ハッピーイースター、Ｘ」と書かれてあった//この場合、Ｘは

名前欄に書かれていた// バッグの中は贈り物であった:/ イギリスの有名博物学者であるチャールズダーウィ

ンの 2 冊の小さなノート// 彼は進化論の功績で知られている/ 長い時間の中で生物は変化するという// 

これらのノートの 1 つには”種の起源”と呼ばれる有名な絵が描かれている// ダーウィンはその絵を 1837

年に描いた// この大学は火曜日に出来事について話した// ケンブリッジはそのノートが 20 年前に取られ

たものだと信じていた// それらははじめ建物の中でなくなっているものだと考えられていた/ 写真を撮られた

後に// しかし 1000 万冊の本や地図、文書の中を探したあと/ 2020 年、この大学は書籍が盗まれたと

警察に報告した// イギリス捜査官は世界中の警察に知らせ、捜索が始まった// そのノートは何百万ドル

もの価値がある// しかしそれは良い状態で返却された// ダーウィンのノートは彼の有名な世界中の旅行に

関する記述が含まれていた/ H.M.S ビーグル号での// この調査は進化に関する彼の著書を導いた/ 

「種の起源」という// ケンブリッジ大学の司書であるジェシカ・ガードナーは/ そのノートを見て安心したと言っ

た// しかし彼女は言った、彼女の本当の気持ちは「深く/ そして適切に表現することはほぼ不可能である」

と// ガードナーは言った このノートはダーウィンの記録所に戻されると// この図書館はまた、保管場所であ

る/ 科学者のステファン・ホーキングとアイザック・ニュートンの作品の// この作品は今年度末に展示される/

この図書館のダーウィン展覧で// 地元警察はその記録書を盗んだかもしれない人を探し続けると言った/ 

そして情報を持っている人に協力を求めた//                       301 文字     WPM 

 

The Cambridge University Library in Britain received a “gift” in early March.// 

Someone left a pink gift bag near the building with a note:/ “Happy Easter, X,” it 

read.// In this case, “X” was in place of a person’s name.// Inside the bag was the 

gift:/ two small notebooks from the famous British naturalist Charles Darwin.// He 

is credited with the theory of evolution,/ which says living things change over 

large periods of time.// One of the notebooks has a famous drawing in it called the 

“Tree of Life.”// Darwin made the drawing in 1837.// The university talked 

about the incident on Tuesday.// Cambridge believes the notebooks were taken 

20 years ago.// They were first thought to be missing inside the building/ after 

they were taken to be photographed.// But, after searching through 10 million 

books, maps, and documents,/ the university reported the notebooks stolen to 

police in 2020.// British investigators notified police around the world, and a 

search began.// The notebooks are valued at millions of dollars.// They were 

returned, however, in good condition.// Darwin’s notebooks contained writings 

about his famous trip around the world/ on the ship H.M.S. Beagle.// The research 

led to his book on evolution/ called On the Origin of Species.// Cambridge 

University Librarian Jessica Gardner/ said she was relieved to see the notebooks.// 

But she said her true feelings are “profound/ and almost impossible to 

adequately express.”// Gardner said the notebooks will go back into the Darwin 

Archive.// The library is also home/ to the works of scientists Stephen Hawking 

and Isaac Newton.// The notebooks will be on display later this year/ in a Darwin 

show at the library.// Local police said they are continuing to look into who may 

have taken the notebooks/ and asked for help from anyone who has information 

about the case.//                                           301 words      WPM 
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