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I am here to speak for all future generations to come. 私は未来のすべての世代のためにここで発言しています。

I am here to speak for starving children around the world. 私はここで、世界中の飢えた子供たちのために発言しています。

I am here to speak for animals dying across this planet. 私は、この地球上で死にかけている動物たちのために、ここで発言します。

I am afraid to go out in the sun now because of the holes in the ozone layer. 私はオゾン層に穴が開いているため、太陽の下に出るのが怖いです。

I am afraid to breathe the air because I don't know what chemicals are in it. 空気中にどんな化学物質が含まれているのか分からないので、空気を吸うのが怖いです。

And now we hear about animals and plants going extinct every day -vanishing forever. そして、毎日のように動物や植物が絶滅し、永遠に消えていくというニュースを耳にします。

Did you have to worry about these little things when you were my age? あなたが私の年齢の時に、このような小さなことを心配する必要がありましたか？

All this is happening before our eyes, このようなことが目の前で起こっているのに、

and yet we act as if we have all the time we want and all the solutions. 私たちがあたかも好きなだけ時間があり、全ての解決策があるかのように振舞っています。

I'm only a child and I don' t have all the solutions, but I want you to realize, neither do you! 私はまだ子供で、すべての解決策を持っているわけではありませんが、あなたにも気づいてほしいのです。

You dont know how to fix the holes in the ozone layer. あなたはオゾン層の穴を直す方法を知らない。

You don,'t know how to bring salmon back to a dead stream. 死んでしまった川にサケを復活させる方法も知らない。

You dont know how to bring back an animal now extinct. 絶滅してしまった動物を復活させる方法も知りません。

And you can,t bring back the forests that once grew in areas that are now desert. また、今は砂漠となっている地域にかつて生えていた森林を取り戻すこともできません。

If you dont know how to fix it, please stop breaking it! 直し方がわからないのなら、壊すのをやめてください。

Here, you may be delegates of your governments, business people, organizers, reporters, or politicians. ここでの皆さんは、政府の代表者、ビジネスマン、組織人、記者、政治家などです。

But really you are mothers and fathers, brothers and sisters. aunts and uncles しかし、実際にはあなた方は母親や父親、兄弟や姉妹、叔父や叔母であり、

and all of you are somebody's child. あなた方全員が誰かの子供なのです。

I'm only a child, yet I know we are all part of a family. 私はまだ子供ですが、私たちは皆、家族の一員であることを知っています。

I'm only a child, yet I know we should act as one single world toward one single goal. 私はまだ子供ですが、私たちは一つの目標に向かって一つの世界として行動すべきだと知っています。

In my country, we make so much waste. 私の国では、私たちは非常に多くの無駄をしています。

We buy and throw away, buy and throw away. 買っては捨て、買っては捨てを繰り返しています。

And yet northern countries will not share with the needy. それなのに、北の国々は困っている人に分け与えようとはしません。

Even when we have more than enough, we are afraid to lose some of our wealth, afraid to share. 私たちは十分な量を持っていても、富の一部を失うことを恐れ、共有することを恐れているのです。
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Two days ago here in Brazil, 2日前、ここブラジルでは

we were shocked when we spent time with some children living on the streets. 路上生活をしている子供たちと一緒に過ごした時、私たちは衝撃を受けました。

One child told us: 一人の子供が私たちに言いました。

And if I were, I would give all the street children food, clothes, medicine, shelter, and love and affection.” もし私がそうだったらすべての路上の子供たちに、食べ物、服、薬、シェルター、そして愛情を与えます。

If a child on the street who has nothing is willing to share, 何も持っていない路上の子供が喜んで分け与えてくれるのであれば

why are we who have everything still so greedy? すべてを持っている私たちはなぜこんなにも貪欲なのでしょうか。

At school, even in kindergarten, you teach us how to behave in the world. 学校では、たとえ幼稚園であっても、社会でどのように振舞うべきか教えてくれます。

You teach us: 教えてくれるのは

not to fight with others 人と争わないこと

to work things out 物事を解決すること

to respect others 他人を尊重すること

to Clean up our mess 自分のしたことはきれいにすること

not to hurt other creatures 他の生き物を傷つけてはいけない

to share, not be greedy 貪欲にならず、共有する

Then why do you go out and do the things you tell us not to do? ではなぜあなたは「やってはいけない」と言っていることを外に出てやってしまうのか。

Parents should be able to comfort their children by saying, 親は、子供にこう言って慰めるべきです、

"Everything's going to be all right, “ 「すべてがうまくいくよ」

“Were doing the best we can, “ 「できる限りのことをしている」

and" It's not the end of the world. “ 「この世の終わりではない」

But I don,t think you can say that to us anymore. でも、もうそんなことは言っていられないでしょう。

My father always says, 私の父はいつも言っています。

"You are what you do, not what you say " あなたは何をする人か、何を言う人かではない。

You grown-ups say you love us. あなた方大人は私たちを愛しているといいます。

I challenge you, please make your actions reflect your words. どうか、その言葉通りに行動してください。

Thank you for listening. ご清聴ありがとうございました。


