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104-year-old woman learns to read and write 

 

literacy   識字能力 

somewhat  幾分 

flying colour  見事 

achieve   達成する  

grin   歯を見せて笑う 

grin 

《Vocabulary and Phrase》                           

インドのケララ州出身の 104 歳の女性が/ 州の識字能力試験に合格した// 彼女の名前

はクッティヤッマといい、去年読み書きを学んだだけだ// たった一年のみ授業を受け、やや平

均の児童たちよりも年が上であるにもかかわらず/ クッティヤッマは見事に試験に合格した// 

彼女は 89％もの得点を達成した/ ケララ州識字試験において// 彼女の業績は素晴らし

かったため/ カララ州の教育大臣は彼女に祝いの言葉を述べた// 彼はツイートした：”最

大の敬愛をこめて、クッティヤッマの幸福を願う”// 彼はこのスター生徒の写真をアップロード

した/ 彼女が口を大きく開けて笑っている// 他の人はツイートした：” クッティヤッマの献身

に敬意を表す”// これは確実に他の人々にインスピレーションを与える”// カララ州はインド

最高の識字率である 96.2％を保持しており/教育に大いに投資している// この州は生涯

教育に強い焦点を当てており、クッティヤッマはこれの恩恵を受けた// 彼女の努力は年齢

がただの数字であることを証明し/ それに専念すればなんでも達成することが出来るというこ

とを示した// クッティヤッマは学校に行かなかったため、正式な教育を受けなかった/ しか

し、彼女の州配属のチューターは彼女を”とても聡明な女性”と呼んだ// 彼は、自分の生

徒はテスト結果を見たのち”大喜びした”と言った// ある州の役員は言った：”クッティヤッマ

はロールモデルであり/ 生涯教育におけるすべての女性のモチベーションである”// クッティヤ

ッマは言った手紙を書き始めたいと/ そして彼女の技能を高めるために勉強を続けたいと// 

A 104-year-old woman from Kerala, India/ has passed a state literacy 

test.// Her name is Kuttiyamma and she only learned to read and write last 

year.// Despite having just a year's tuition and being somewhat older than 

the average pupil,/ Kuttiyamma passed her tests with flying colours.// She 

achieved a score of 89 per cent/ on the Kerala State Literacy Test.// Such 

was her inspirational achievement,/ Kerala's education minister 

congratulated her.// He tweeted: "With the utmost love and respect, I wish 

Kuttiyamma the best."// He uploaded a photo of the star student/ in which 

she is grinning from ear to ear.// Another person tweeted: "I salute 

Kuttiyamma for her dedication.// It will inspire others for sure."// Kerala 

state has India's highest literacy rate at 96.2 per cent/ and invests heavily 

in education.// It has a strong focus on adult education, which Kuttiyamma 

benefited from.// Her endeavors prove that age is just a number/ and that 

we can achieve anything when we put our minds to it.// Kuttiyamma did not 

have a formal education as she did not go to school.// However, her state-

assigned tutor called her "a very sharp woman".// He said his student was 

"overjoyed" after she saw her test results.// A state official said: 

"Kuttiyamma is a role model/ and motivation to all women in adult 

education".// Kuttiyamma said she wants to start writing letters/ and 

continue her studies to improve her skills.//       234 words       WPM 

《Linking Logic》 

ex.) to read and write 

 

salute   敬意を表す 

dedication  貢献、献身 

invest in  投資する 

benefit from  利益を得る 

endeavor  努力 
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