
Most inspirational quotes by President Obama オバマ大統領の最も感動的な引用集 
 

Change will not come if we wait for some other 
person or some other time. We are the ones 
we've been waiting for. We are the change that 
we seek. 
 
Campaign Speech 2008 

他の人が行動すること及び他の機会を私たちが待

っているなら、変化は起こりません。我々は私た

ちが待っていたものです。我々は私たちが求めた

変化です。 
 
2008年の選挙スピーチ 

Clear eyes, we can understand that there will be 
war, and still strive for peace. 
 
Nobel peace prize acceptance speech 2009 

澄み切った目で我々は戦争がある事を理解でき、

まだ平和のために努力しています。 
 
ノーベル平和賞受諾スピーチ 2009 
 

We do not have to think that human nature is 
perfect for us to still believe that the human 
condition can be perfected. We do not have to 
live in an idealized world to still reach for those 
ideals that will make it a better place. 

Dec. 10, 2009 

私たちは人間の条件が完璧になる事をまだ信じる

為、人間の本性が完璧だと考える必要はありませ

ん。 私たちはより良い場所にする理想を到達しよ
うとするため、理想化された世界に住む必要はあ

りません。 
 
2009年 12月 10日 
 

The best way to not feel hopeless is to get up 
and do something. 
 

絶望的な気分にならない最良の方法は、起きて何

かをすることです。 

Cynicism is a sorry kind of wisdom. 
 

シニシズムは気の毒な知恵の類です。 

We lose ourselves when we compromise the 
very ideals that we fight to defend. And we 
honor those ideals by upholding them not when 
it’s easy, but when it is hard. 

我々は擁護するために戦う理想に妥協した時、自

身を失います。その理想は容易な時ではなく、困

難な時にそれを支持することで、我々はそれらの

理想を称えます。 
 

We should do everything we can make sure this 
country lives up to our children’s expectations. 
 
Tucson, Arizona 2011 

私たちは、この国が子供の期待に応えられるかど

うかを確認するためにすべてを行うべきです。 
 
2011年アリゾナ州ツーソン 
 

There are some who seem to be suffering from a 
kind of collective amnesia. … Their philosophy 
is simple: We are better off when everybody is 
left to fend for themselves and play by their own 

一種の集団記憶喪失に苦しんでいるように見える

人がいます。彼らの哲学は簡単です：皆が自分自

身を守る以外に方法はなく、自分勝手にする場



rules. I am here to say they are wrong. 
 
Dec. 6, 2011 

合、私たちはより良好です。私はそのような哲学 
が間違いであると言うためにここにいます。 
 
2011年 12月 6日 
 

The strongest weapon against hateful speech is 
not repression; it is more speech. 
 
 
UN General Assembly 2012 

憎しみに満ちたスピーチに対する最強の武器は抑

圧ではありません。それはもっとスピーチが増え

ることです。 
 
2012年国連総会 
 

The cynics may be the loudest voices, but I 
promise you, they will accomplish the least.  
 
Oregon State University Commencement 2013 
 

シニックは最も騒々しい声かもしれませんが、ほ

とんど成就しないことを私は貴方に約束します。 
 
2013年オレゴン州立大学卒業式 

We choose hope over fear. We see the future not 
as something we can control, but as something 
we can shape for the better through concerted 
and collective effort.  
 
UN General Assembly 2014 

我々は恐怖より希望を選びます。私たちは未来を

私たちが支配できるものとして見ませんが、協調

と集団的努力によって、更に向上するよう形を整

えることができるものと見ています。 
 
2014年国連総会 
 

Two hundred and thirty-nine years after this 
nation’s founding, our union is not yet perfect, 
but we are getting closer. Our job’s easier 
because somebody already got us through that 
first mile. Somebody already got us over that 
bridge. 
 
March 7, 2015 

この国の創設 239年後、私たちの団結はまだ完璧
ではありませんが、近づいています。 誰かがすで
に最初の距離を進んだため、私たちの仕事は簡単

です。誰かが既にその橋の上で私たちを持ってい

ました。 
 
2015年 3月 7日 
 

No matter who you are or what you look like, 
how you started off, or how and who you love, 
America is a place where you can write your 
own destiny. 
 
2015 

あなたが誰であろうと、あなたがどのような容姿

であろうと、どのように始めようと、誰を愛して

いようと、アメリカは貴方自身の運命を書くこと

ができる場所です。 
 
2015年 
 

That’s the America I know. That’s the country 
we love. Clear-eyes. Big-hearted. Undaunted by 

それは、私が知っているアメリカです。それは私

たちが愛する国です。 澄み切った目。大きな心。 



challenge. 
 
State of the Union Address 2016 

挑戦にはびくともしません。 
 
国連総会 2016年 
 

If you’re walking down the right path and 
you’re willing to keep walking, eventually you’ll 
make progress. 
 
Barack Obama’s 55th birthday on August 4, 
2016 

あなたが正しい道を歩いているなら、歩き続ける

ことを望むなら、最終的に進歩を遂げるでしょう

。 
2016 年 8 月 4日オバマ大統領の誕生日 
 

Nothing in life that’s worth anything is easy.  
 

人生で価値のある事に容易なものはありません。 

If we aren’t willing to pay a price for our values 
then we should ask ourselves whether we truly 
believe in them at all. 

我々の価値のために代価を払うつもりがなければ

、本当にそれを信じるかどうかを自身に問うべき

です。 
 

Money is not the only answer, but it makes a 
difference. 

お金は唯一の答えではありませんが、違いがあり

ます。 
 

Democracy does require a basic sense of 
solidarity -- the idea that for all our outward 
differences, we are all in this together; that we 
rise or fall as one. 

Welfare Speech on January 10, 2017 

民主主義は、基本的な連帯感を必要とします。つ

まり、私たちの外見の違いのために、上り坂の 
時も下り坂の時も私たちはすべて一緒です。 
 
 
2017年 1月 10日	 送別のスピーチ 
 

Democracy can buckle when we give in to fear. 
So just as we, as citizens, must remain vigilant 
against external aggression, we must guard 
against a weakening of the values that make us 
who we are. 

Welfare Speech on January 10, 2017 

恐怖に陥ると、民主主義は挫折する可能性があり

ます。故に、私たちはだた市民として、外部の侵

略に対して警戒を続け、人間としての価値を弱め

ることに警戒する必要があります。 
 
2017年 1月 10日	 送別のスピーチ 

Our democracy is threatened whenever we take 
it for granted. All of us, regardless of party, 
should throw ourselves into the task of 
rebuilding our democratic institutions.  
 
Welfare Speech on January 10, 2017 

私たちの民主主義は、当然のことながら脅かされ

ています。当事者にかかわらず、私たち全員が私

たちの民主的機関の再建の課題に取り組まなけれ

ばなりません。 
 
2017年 1月 10日	 送別のスピーチ 
 
 



Ultimately, that's what our democracy demands. 
It needs you. Not just when there's an election, 
not just when your own narrow interest is at 
stake, but over the full span of a lifetime. If 
you're tired of arguing with strangers on the 
internet, try to talk with one in real life. 
 
Welfare Speech on January 10, 2017 

最終的には、私たちの民主主義が要求するものな

のです。選挙がある時だけではなく、自分の狭い

関心が危機に瀕している時だけでなく、生涯にわ

たって、それはあなたを必要とします。インター

ネットで見知らぬ人と論議する事に疲れたら、実

際の生活の中で話をしましょう。 
 
2017年 1月 10日	 送別のスピーチ 
 

My fellow Americans, it has been the honor of 
my life to serve you. I won't stop; in fact, I will 
be right there with you, as a citizen, for all my 
days that remain. For now, whether you're 
young or young at heart, I do have one final ask 
of you as your president―the same thing I 
asked when you took a chance on me eight 
years ago. I am asking you to believe. Not in my 
ability to bring about change—but in yours. 
 
Welfare Speech on January 10, 2017 

アメリカの皆さん、貴方のために奉仕する事は私

の人生の名誉です。私は止めません。事実、私は

市民として、私の余生は全てあなたとそこに一緒

にいます。今のところ、若い人又は気持ちが若い

人であろうと、私はあなたの大統領として最後に

お願いしたい事があります。8年前に私を選出し
てくれた時、尋ねた事と同です。私は貴方に信じ

る事を求めています。変化をもたらすための私の

能力ではありませんが、あなたを信じる事です。 
 
2017年 1月 10日送別のスピーチ  
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