
 
同じ言葉と表現をボールド.フォントで対比した NYTの「顕著な類似」は下記の通りである。 
 
18日のメラニアのスピーチ ミッシェル のスピーチ（2008 年） 
From a young age, my parents impressed on me the 
values that you work hard for what you want in 
life, that your word is your bond and you do 
what you say and keep your promise, that you 
treat people with respect. They taught and showed 
me values and morals in their daily lives.  
 
若い頃から、私の両親は人生で欲しいものの

為に懸命に働き、あなたの言葉はあなたの契

約であり、言ったことを行い、約束を守り、

尊敬の念で人々に対処する価値を私に印象づ

けました。 

Barack and I were raised with so many of the same 
values: that you work hard for what you want in 
life; that your word is your bond and you do 
what you say you’re going to do; that you treat 
people with dignity and respect, even if you don’t 
know them, and even if you don’t agree with them.  
 
バラクと私は人生で欲しいものの為に懸命に

働き、あなたの言葉はあなたの契約であり、

言ったことを貴方は行い、知らない人であ

り、同意しない場合でも尊厳と敬意の念で人

々に対処する多数の同じ価値で育てられまし

た。 
That is a lesson that I continue to pass along to our 
son. And we need to pass those lessons on to the 
many generations to follow. Because we want our 
children in this nation to know that the only 
limit to your achievements is the strength of 
your dreams and your willingness to work for 
them.” 
 
それは私が引き続き私たちの息子に渡す教訓

です。そして、私たちはそれらの教訓を後世

の多くの世代に渡す必要があります。私たち

は、あなたの成就で唯一の制限は貴方の夢の

強さと彼らのために働く貴方の意志であるこ

とをこの国の私達の子供達に知ってほしいか

らです。 
 

And Barack and I set out to build lives guided by 
these values, and pass them on to the next 
generation. Because we want our children — 
and all children in this nation — to know that 
the only limit to the height of your achievements 
is the reach of your dreams and your willingness 
to work for them.” 
 
そして、バラクと私はこれらの価値に導かれ

た人生を構築するため乗り出し、次世代にそ

の価値を渡します。私たちは、あなたの成就

の高さに唯一の制限はあなたの夢の探求と、

彼らの為に働く貴方の意志であることをこの

国の全ての子供達に知ってほしいからです。 
 

My father, Viktor, instilled in me a passion for 
business and travel. Their integrity, compassion 
and intelligence reflects to this day on me and 
for my love of family and America.” 
 
私の父ヴィクトルはビジネスや旅行の情熱を

私に注ぎこみました。彼らの高潔、思いやり

と知性はこの日の私に、そして私の愛する家

My mother’s love has always been a sustaining 
force for our family, and one of my greatest joys is 
seeing her integrity, her compassion and her 
intelligence reflected in my own daughters.” 
 
私の母の愛情はいつも私たちの家族の持続力

になり、私の最大の喜びの一つは、彼女の高

潔、彼女の思いやりと彼女の知性が私の娘に



族とアメリカのために反映します。 
 

反映したことです。 

 


