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Former Malaysia leader to run for office aged 97  

ｈ 

prove   証明する 

ripe   成熟した 

parliament  議会 

typically  典型的に 

coy   口を割らない 

《Vocabulary and Phrase》                           

人は年齢はただの数字だといい、若さは気持ち次第であると// 以前のマレーシ

ア首相であるマハティール・モハメドは/ このことを真実だと証明した// マハティー

ル氏は年齢を差し置いて/ 97歳でオフィスを経営している// 彼はこれまで二度

国の指導者になった// 初めての時は 1981年から 2003年までの 22年間

であった/ 二度目は 2018年 5月から約二年間であった// 彼は議会に出馬

することを発表した/ 彼の国でまもなくある総選挙のために// 彼は彼の眼が再

度トップの仕事に向いているかどうかについて口を割らなかった// 彼はジャーナリ

ストに言った「私たちは誰が首相になるかを決めてはいない/ なぜなら私たちが勝

った場合のみ首相の候補は関係があることだから//  

マハティール・モハメドは常にマレーシア政治の有力者である// 彼は 1964年に

初めて議員になった// 彼は国の経済の状態を変えるために先見の明があると

みなされている// 彼は 1980年代にかけてマレーシアの急速な経済の転換の

先頭に立った// マハティールはランカウイの議会へ出馬を決定したことが/ 11回

目の選挙キャンペーンになった// 多くのマレーシアの批評家たちはマハティール氏

のチャンスに関して懐疑的である/ なぜなら彼の最近の病気のせいで/ 彼は心

臓病歴がある/ そして何度か心臓発作を起こしバイパス手術も行った// 彼は

先月病院から退院した/ コロナウイルスに罹患した後// 

They say age is just a number, and that you are as young as you 

feel.// The former prime minister of Malaysia, Mahathir Mohamad,/ is 

proving this to be true.// Mr Mahathir is pushing back the years/ and 

running for office at the ripe old age of 97.// He has been the country's 

leader twice before.// The first time was for 22 years, between 1981 

and 2003;/ the second time was a near-two-year term from May 

2018.// He has announced he will run for parliament/ in his country's 

upcoming general election.// He was typically coy on whether or not 

he has his eyes set on the top job once again.// He told journalists: 

"We have not decided who will be prime minister/ because the prime 

minister candidate is only relevant if we win."// 

Mahathir Mohamad has been an ever-present force in Malaysian 

politics.// He first became a member of parliament in 1964.// He is 

widely regarded as being a visionary for changing his country's 

economic fortunes.// He spearheaded Malaysia's rapid economic 

transformation throughout the 1980s.// Mahathir's decision to contest 

the parliamentary seat of Langkawi/ marks his 11th general election 

campaign.// Many commentators in Malaysia are sceptical about Mr 

Mahathir's chances/ because of his recent ill health.// He has a history 

of heart trouble/ and has had several heart attacks and bypass 

operations.// He was discharged from hospital last month/ after 

contracting COVID-19. 

《Linking Logic》 

ex.) in his country 

 

candidate  候補者 

spearhead  先頭に立つ 

sceptical  懐疑的 

discharge  解放する 

contract  (病気に)かかる 
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