
29 "l Have A Dream"
o o Martin Luther King, Jr.

... .. sqy lo you todoy, my friends, so even though we lqce the

diff iculi ies of todoy ond lomorrow, lsl i hqve o dreom. lt is o

dreorn deep y rooied in ihe Americqn dreom

I hove o dreom lhot one doy ih s notion wil rise up ond live

out lhe true meoning of i is creed: 'We hold these

trulhs lo be se f-evidenl; thql ol men ore creoted

equol

I hove o dreom thot one doy on lhe red hil ls

of Georgio, the sons of former slqves qnd the sons

of f  ormer s loveowners wi l l  be oble io s i t  down

togeiher o1 the loble of brotherhood.

I hove o dreom thol one doy even lhe Slote

of Mrssrssippi,-o slole swellering with the heot of

inluslice, sweltering with the heqt of oppression,

wil l be ironsformed inlo on oosis of freedom ond

justice.

hove o dreom thoi my four liitle children wil one

dqy live in o noiion where ihey will nol be judged by the color of iheir

skin b'ul by ihe conlent of lheir chqrqcler. I hove o dreom iodqy

I hqve o dreom lhol  one doy, down in Aloboma, wi ih i ts

viclous roc sts, wiih its Governor hoving his l ips ddpping with ihe

words of interposition ond nu l if icolion, one doy right ihere in

Alobomo, l i t t le block boys qnd block gir ls wi l l  be oble to jo in

honds with l i t l  e whi te boys ond white gir ls os s isters ond

brolhers. hove o dreom iodoy

I hove o dreom ihot one dqy 'every vo ey sho I be exolled,

every hil ond mounlqin shqll be rnode low, the rough ploces wil

be mqde pqin, qnd the crooked ploces wil be mode strqighi,

ond the glory of the Lord sholl be reveo ed, and qll f lesh sholl

see it together."
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This is our hope. This is the foith thot I go bock to the souih

with. With this foith we will be oble to hew oul of the mountoin of

despoir o slone of hope. With this foilh we will be oble lo lronsform

the jongling discords of our nolion into a beoutiful symphony of

brotherhood. With this fqith we will be oble to work together,

to proy together, 'to struggle together, to go to joil iogether, to

stond up for freedom together, knowing lhoi we will be free

one doy.

This will be the doy... This will be the doy when oll of God's

children will be oble to sing with new meoning, "My couniry, l is

of lhee, sweet lond ol l iberty, of thee lsing. Lond where my

tothers died, lqnd of the pilgrims' pride, from every mounloinside,

let freedom ring."

And if Americo is to be o greoi noiion, this must become true.

So le l  f reedom r ing f rom the prodigious hi  l tops of  New

Hompshire.

Lel freedom ring from the.mighty motjntoins of New York.

Let freedom ring from ihe heightening Alleghenies of Pennsylvonio!

Let freedom ring kom the snowcopped Rockies of Colorodo!

Lel freedom ring from lhe curvoceous slopes of Colifornio!

But not only thol. Let freedom ring from Stone Mountoin of

Georgiol

Lel freedom ring from Lookoul Mounloin of Tennessee!

Lei freedom ring from every hill and molehill of Mississippi.

From every mountoinside, let freedom ring.

And when lhis hoppens ....

When we ollow freedom to ring, when we let it ring from

every villoge ond every homlet, from every stote ond every cily,

we will be oble to speed up thot dqy when oll of God's children,

block men ond white men, Jews ond Geniiles, Prolestonts ond

Coiholics, will be oble to join honds ond sing in lhe words of lhe

old Negro spirituol. "Free ot lost. free ol lqsll Thonk God Almighiy.

we are free ot lostl"
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==日 本語訳 ■ 十

友よ,私 は申し上げたい。今 日,明 日, どんな困難が待ち受けてい

ようとも私には夢がある。それはアメ リカン ・ドリームに深 く根ざし

た夢だ。

私には夢がある。いつの日か,我 が国が立ち上が り,「万人は生 ま

れながらにして平等である。 これが自明の理であると考えるJと いう

この国家の基本理念を, その真の意味によって実現する日が来 るとい

う覆雰力S。

私には夢がある。いつかジョージアの赤土の丘にかつての奴隷の子

孫たちとかつての奴隷所有者の子孫たちが一緒に座 り,友 愛のテーブ

ルを囲む日が来るという夢が。

私 には夢がある。いつかあの不正義 と抑圧の熱にうだるミシシッ

ピー州さえもが自由と正義のオアシスに変わる日が来 るという夢が。

私には夢がある。私の幼い子 どもたち4人 が肌の色で評価されるの

ではなく,人 格の内容で評価される,そ んな国に住める日が必ずや来

るという夢が。

私には夢がある。悪意に満3た差別主義者がはびこるアラバマ,知

事の口からは干渉,取 り消ししか出てこない,そ んなアラバマにもい

つかきっと,幼 い黒人の少年少女が,幼 い自人の少年少女 と手 と手を

つなぎ,兄弟姉妹のように仲 よく暮 らしていける日が来るという夢が。

私には夢がある。「すべての谷間は高 くな り,す べての山や丘は低

くな り,険 しい道は平 らになり,曲 が りくねった土地はまっす ぐとな

る。そして,主 の栄光が現れ,人 はみな共にそれを見るであろうJと

。ヽう夢が。

これこそが我々の希望。この信仰 を抱いて私は南部に帰る。 この信

仰があれば,絶 望の山から希望の石を切 り出すことだって出来る。 こ

の信仰 があるなら, この国の騒々しい不協和音を友愛の美 しいシン

フォニーに変えてい くことが出来 る。 この信仰があれ,£ 我々は共に

働 き,共 に祈 り,共 に闘い,共 に監獄へ行 き,共 に自由のために立ち

上がることが出来 る。いつかきっと,い つかきっと自由になると,そ

う信 じることが出来る。

その日…あ りとあらゆる神の子は新 しい意味を込め, こう歌 うであ

ろう。「わが国は汝の国,自 由の地。 ここは父たちの死せ る地,巡 礼

開拓者の誇 り高 き地。あ りとあらゆる山腹から自由の鐘を鳴 り響かせ
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そして,ア メリカカЧ掌大な国であるならば,必 ずや実現の日は来る

だろう。

だから, 自由の鐘を鳴らそう,ニ ューハンプシャーの巨大な丘の頂

から。

自由の鐘を鳴らそう,

自由の鐘を鳴らそう,

自由の鐘を鳴 らそう,

自由の鐘を鳴 らそう,

まだ終わ りではない。

ニューヨークの雄大な山々から。
たが ね

ペンシルバニアのアレゲーニー山脈の高嶺から。

コロラドの雪を頂 くロッキー山脈から。

カ リフォルニアの曲が りくねった坂道から。

ジョージアのス トーンマウンテンから自由の

鐘を鳴 らそう。

テネシーのル ックアウ トマウンテンから自由の鐘を鳴らそう。

ミシシッピーの丘 という丘,塚 という塚から自由の鐘を鳴らそう。

あ りとあらゆる山腹から, 自由の鐘を鳴らそう !

そして,自 由の鐘を鳴 らせ ,∴

その時,す べての村,す べての集落,す べての州,す べての街から

自由の鐘が鳴 り響き,私 の夢は3っ と早

`実

現の日を迎え,あ りとあ

らゆる神の子は,黒 人も自人もユダヤ教徒も非ユダヤ教徒もプロテス

タントもカ トリック教徒も共に手を携えて, あのいにしえの黒人霊歌

を歌 うのである。「ついに自由になった !ついに自由になった !全能

なる神よ,感 謝します。ついに我々は,自 由になったのだ !Jと 。

(1963823「 ワシントン大行進Jでのスビーチより)

Martln Luther King,」r〈キング牧師)

1929年,ア メソカ合衆国ジョーシア州で牧師の子として生まれる。黒

人差別の根強いアラパマ州|で教会牧師をしながら,全 米各地で公民権運動

を指導。弾圧に晋 しみながらも人種差別撤廃運J7Jに取 り組んだが,1968

年に暗殺される。ノーペル平和賞受賞 (1964年)。
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考えるヒント

○ キング牧師を支えた夢とは何でしよう。

○ 夢の実現に向けて、キング牧師はとんな思いで行動したのでしよう。

○ あなたを支える夢について語り合つてみましょう。
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