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BEKAA VALLEY, Lebanon
(Reuters) —  Malala Yousafzai, the
youngest winner of the Nobel Peace
Prize, celebrated her 18th birthday in
Lebanon on July 12 by opening a
school for Syrian refugee girls and
called on world leaders to invest in
“books not bullets.”
Yousafzai became a symbol of defi-

ance after she was shot on a school bus
in Pakistan 2012 by the Taliban for
advocating girls’ rights to education.
She continued campaigning and won
the Nobel in 2014.
“Today on my first day as an adult

... I demand of leaders we must invest
in books instead of bullets,” Yousafzai
said.
There are about 500,000 Syrian

school-age children in Lebanon, but
only a fifth are in formal education.

■ マララさん、難民のための女子校を開校
ノーベル平和賞を最年少で受賞したマララ・ユスフザイ

さんは７月12日、レバノンで18歳の誕生日を迎え、シリア
難民の少女のための学校を開校。世界の指導者に対して、

「銃弾ではなく本」への投資を呼びかけた。
女性教育の権利を訴えていたマララさんは2012年、パキ

スタンで通学中、バスの中でタリバーン勢力に銃撃された。
以来、「果敢な抵抗」を象徴する人物となった。（人権）運
動を続けた彼女は2014年、ノーベル賞を受賞。
「私が成人になった最初のこの日、私は世界の指導者たち

に求めます。銃弾ではなく、本への投資が私たちには必要
なのです」と、マララさんは訴えた。

レバノンには、約50万人もの学齢期のシリア人児童がい
るが、そのうち２割しか正規の教育を受けていないという。

■ 冥王星に米探査機が最接近　発見者トンボー氏の遺灰載せて
米航空宇宙局（NASA）の無人探査機「ニューホライズ

ンズ」が７月14日、人類史上初めて冥王星に接近し、その
姿をとらえた。大成功の知らせは、50億キロ離れた地球で、
かたずをのんで待つ科学者たちに届けられた。

任務成功が確認されたのは、探査機が冥王星の１万2550
キロ圏内を通過した13時間後。NASAは接近の直前に撮影
された、氷に包まれたこの天体の画像を公開した。

先例のない遭遇は、NASAの過去半世紀にわたる惑星大
周遊の終着地点でもあった。ニューホライズンズの旅の始
まりは、まだ冥王星がれっきとした「惑星」とみなされて
いた９年半前にさかのぼる。

ニューホライズンズは、その氷に覆われた世界を85年前
に発見した天文学者、クライド・トンボー氏の遺灰をはじ
め、いくつかの記念の品を載せていた。
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分数の読み方
第４段落の最後の部分、… but only a fifth

are in formal educationの a fifthは「５分の１」
の意味で one fifth と同じです。英語での分数
（fraction）の読み方は、まず、分子を基数（普
通の数字の読みで、１は a でも同じ）で、次に
分母を序数（first, second, third...）で読み、
日本語とは逆です。注意点は分子が２以上の場
合です。例えば、３分の２なら two thirds、５
分の３なら three fifths のように、分母に複
数の -s をつけます。分数の主語をうける動詞
は One third of the apple was rotten.（リンゴ
の３分の１は腐っていた）／ Two thirds of the
people are on your side.（３分の２の人々が君
の味方だ）のように単複は of の後の名詞に合わせ
ます。記事では、a fifth (of the students) のカッ
コ内が省略されていると考えてください。

シリア難民の少女たちと交流するマララさん（中央）＝７月12日、レバ
ノン AP

CAPE CANAVERAL, Florida (AP)
— NASA’s New Horizons spacecraft
got humanity’s first up-close look at
Pluto on July 14, sending word of its
triumph across 5 billion kilometers to
scientists waiting breathlessly back
home.

Confirmation of mission success
came 13 hours after the probe passed
within 12,550 kilometers of Pluto.
NASA released images of the icy
planet taken on the eve of the flyby.
The unprecedented encounter was

the last stop on NASA’s grand tour of
the planets over the past half-century.
New Horizons’ journey began 9½ years

ago, back when Pluto was
still considered a full-
fledged planet.
New Horizons is car-

rying several mementos
including part of the ashes of
astronomer Clyde Tombaugh, who dis-
covered the icy world 85 years ago.
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最接近直前の冥王星の画像を見つめる科学者チーム＝７月14日、米メリ
ーランド州の研究所 AP

Astronomer’s ashes pass by icy world he discovered
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過去形で過去完了の代用
第２段落にある Confirmation of mission

success came 13 hours after… の afterは、主
節と従属節をつなぐ接続詞です。ここでは従属
節の動詞（passed）が、主節の動詞（came）
より前の出来事を表すので本来なら過去完了の
had passed となるところです。しかし、after
によって前後関係が明らかなので、過去形で済
ますことができます。Your friend arrived after
you (had) left.（君がでかけてから君の友人が来
た）や She became a photographer after she
(had) graduated from college.（彼女は大学卒
業後、写真家になった）も同様。同じ理由で
before も、He (had) started a new job before
he graduated from college.（彼は大学を卒業
する前に新しい職についた）のように使えます。

英検3〜2級程度、TOEIC 400〜550点を目指す人向け 英検2〜準1級程度、TOEIC 550〜700点を目指す人向け 英検準1〜1級程度、TOEIC 700〜800点以上を目指す人向け
それぞれのレベルは、学習の際のおおよその目安となるように、朝日ウイークリー編集チームが設定しているものです。
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このコーナーは、スマホやタブレットで英文音声を聴くことができます。
無料アプリ「朝日コネクト」をインストール。起動したら、日付選択で
発行日（７月26日）に合わせ、それぞれのニュースの先頭にかざしてく
ださい。詳細は http://t.asahi.com/connect へ。

 

朝日ウイークリーのウェブサイト
（http://www.asahi.com/english/

weekly）でも、音声ファイルを公
開しています。


