
I love you 
 

(2007年 5月 20日(日)D76 International Speech Contest優勝。東京代々木) 
 

スピーチスピーチスピーチスピーチ Body Language, Vocal Variety 
 • レクターンは不要。 

• ステージの上には、椅子が二つ。椅子の位

置はステージ中央からみて、2メートル右
にひとつ。2メートル左にひとつ。 

Contest Chair, 
Distinguished guests and 
fellow Toastmasters, Good 
morning. 

• 「待ってました!みんな会いたかったよ
ー」という感じで。 

• Good morningは、Morningを思いっき
り 引 っ 張 っ て Audience か ら の

Reaction（Good morningという応答）
を引き出す。 

• ステージ中央から左に歩く。 
 • １，２，３と数える 
Once upon a time, a long, 
long time ago, when I was 
a high school kid, we had 
a party where all my 
classmates got together in 
a neighborhood 
restaurant. The most 
beautiful girl I had ever 
seen was also there. I 
loved her, truly, deeply, 
but had never invited her 
on a date. 
  

• Once upon a timeはちょっと声にドス
をきかせて深みを出す。 

• 左から右へ歩く。 
• when I was a high school kid 
• といった後で、両手を頭にやりカッコつけ

て髪の毛をセットする仕草。 
• The most beautiful girl は、この上
ない美人を Visualizeしながら。 

• Truly の あ と は pause and look 
around。 

• Deeply のあとは pause and look 
around again 

The party was in full 
swing, and everybody was 
having a good time, and 
letting their hair down.  
 

• In full swing の swing というと同時
に両手を「派手に」広げる。 

• Letting their hair donwはやくざな
感じのハスキーな声で。 



I was just standing there 
looking at them, and 
eating some yakitori.  
 
 

• ちょっとステージの右に位置する。 
• 「ガキの遊びになんか付き合ってられる

か」というニヒルな態度で。 
• Yakitori は口の中に本当に焼き鳥が入
っていて食べながら yakitori 発音する
行儀の悪い感じ。 

• 口をもぐもぐさせる。（下唇を思い切り上

唇に押し付ける。） 
Then I noticed a guitar in 
a corner of the room. I went 
to the guitar and took up, 
and started to play a 
tender, sweet love song.  
 

• ステージの左の客席の上空あたりにギタ

ーを本当に見つけたような感じだが、すぐ

さま見つけたギターを取りにステージ左

に移動。 
• 見えないギターを取り上げる。 
• Sweet は黒人のイメージで低音を響かせ
て発音。 

Soon the room grew quiet 
and was filled with my 
mellow music. 
 

• Grew を発音するときは、本当に「甘い」
静けさが拡がるように、filled withの
F の音を強く発音し、mellow をたそがれ
た感じで発音。 

Somewhere over the rainbow 
Bluebirds fly 

Birds fly over the rainbow 
Why then, oh why can't I? 
 

• （歌）フリーな感じで。ホールに歌声を響

かせる感じ。 
 

As soon as I’d finished 
that song, everyone gave 
me a standing ovation.  
 
 
 
 

• もし誰も拍手をしなければ、客席を見回し

て、ものものものもの欲欲欲欲しそうにしそうにしそうにしそうに “and gave me a 
standing ovation.”とせびるような感
じで悪戯っぽく訴える。 
� おそらく、ここで大爆笑と拍手喝采

がくるので、一時待って態度で「あ

りがとう」と言い、「まぁまぁ抑えて

抑えて」と両手でセスチュアし、次

に移る気持ちを明確に示す。 
• 中央から左に移動。 



I noticed someone had come 
up behind me, and I turned 
around. It was she, 
smiling at me with her eyes 
piercing into my soul. 
 
“Won’t you invite me on a 
date?” she asked me. 
 
“Oh, yes, absolutely, why 
not? Of course.” 
 
I accepted readily. 

• Turn aroundで右手人差し指で上空に弧
を描きながらステージの右に重心を移す。

It was she の She を発音した瞬間でそ
こに立っている「彼女」の顔を指す。 

• With her eyes piercing into my 
soul は、まるで雷が心に突き刺さるかの
よ うな するど い描 写で 発音 する。

Piercingと soulがキーワード。 
• 彼女の声はかわいく。 
• She asked meは驚いて。 
• Of courseは声を裏返す。 
 
• I accepted readily.は落ち着いた感
じで発音しストーリーを完結させる。 

Ladies and gentlemen:  
 
 

• Ladies and gentlemenは深いたくらみ
のあるようないたずらっぽい低音を響か

せながら発音。 
This story is completely 
made-up.  
 
 
 
 
 
 

• Completely といった瞬間に空気を変え
て Made-upは、「へぇ作り話です」と悪び
れもせず開き直ったように発音。 

• (Pause for laughter and look 
around at your audience; see how 
many YBTMC members you can make 
eye-contact with in six seconds, 
while scanning the audience.) 

• Audienceの笑い声を楽しんで聞く。 
It’s a fabrication. 
 
 
 
 
 

• 「こんなの作り話に決まっているじゃな

いの。わからなかった？わかってよん。」

と言わんばかりの態度。 
• (2, 3 4, while looking around and 

seeing and reacting to your 
audience.) 

It never happened. 
(Ditto.) 
 

• 「本当なわけないじゃないの」という態

度。 



When I was a high school 
kid, I made up this story 
and enjoyed day-dreaming 
about it.  Back then, I 
really loved playing the 
guitar and fantasized 
about being like Paul 
McCartney when I grew up.  
 

• 「でもここからは本当だよ。」という雰囲

気に変えて話をする。 

But, my mom always told me 
“ki-chan, you must study 
harder, otherwise you 
won’t be able to get into 
a university.”   
 

• 母の声を Visualizeしながら。 

I didn’t listen to her, 
like many of you, maybe, 
didn’t listen to your 
mom,(pause) right? But I 
was listening to my mom 
enjoying playing the 
piano. It looked as if she 
were telling me “I am happy 
with you, I love you son.” 
 

• 「うるせえな」という態度を見せながら。

母を親指で指差しながら。 
• Like many of youで両手で Audience
を指差す。 

• I am happy with you, I live you son
は、その後の Story への複線なので印象
付けて発音する。 

This February, my 
15-year-old son, Youya, 
and his friend held a mini 
concert at their junior 
high school as a memory for 
their graduation. The 
concert went pretty well 
and Youya was very happy. 

• ここを始める前に「間」を取る。 
• このストーリーはあっさりと表現。事実だ

けを述べる感じ。感情は入れない。 
 



But before this event, he 
stayed up late and played 
the guitar every day until 
midnight. I yelled at him 
every night. “Hey, stop 
playing the guitar and 
start studying now, 
otherwise you won’t be 
able to get into a high 
school.”  
 
Do you know what happened? 
He asked me this question. 
“Daddy, what did you do 
when you were a high school 
kid?” “Ouch!” How come he 
knew it? That’s simply 
amazing!  
 

• ここからは言うことを聞かない息子に腹

を立てているような感じで。 
• Every Day は繰り返し出てくるので印象
的に。 

• I yelled at himはステージ右手に向け
て叫ぶ感じ。 

• you won’t be able to get into a high 
school.はさっき出てきたフレーズなの
で、Audienceにまた同じのが出てきたと
思わせるように発音。 

 
• Do you knowは Audienceとの対話を楽
しむ感じで。 

 
• ステージ中央から左へ移動。 

Every time I drink beer, 
shochu, or wine at home, 
and when I get tipsy, I take 
up the guitar and start 
playing some music. “Oh! 
Darling, please believe 
me, I’ll never do you no 
harm,be??  Be??, Ooops, I 
forget the lyrics.”  
 
 

• (PAUSE) 
• ここから、酒の大好きなお気楽オヤジの雰

囲気で Tipsy は酔っ払った感じをうまく
表現。ステージ右に移動し着席。ギターを

構える。 
• Oh Darlingはでかい、酔っ払いオヤジの
声で歌う。途中で忘れたところの描写は、

客席に向かって目が据わった酔っ払いの

顔を向ける。 
• I forgot the lyrics は酔っ払いが、
ウップとかヒックとかしゃっくりをしな

がら言う感じ。 
• 椅子から立ち上がる。左へ移動。 
 
 
 



Music, wine and family 
make me happy, and when I 
am happy, I start singing, 
and  my body is, then, 
sending my words of love to 
my sons. “I am happy with 
you, sons, and I love you, 
sons.”  
My body speaks. 
 

• タイマーを確認。ここらへんで黄色に変わ

るはず。 
• 音楽、酒、家族を本当に愛してやまない描

写。幸せで仕方がない描写。 
• My words of loveはゆっくりとたっぷ
りと発音。 

• “I am happy with you, sons, and I 
love you, sons.”はささやく 

 
 
• My body speaks はまさに Tell a 

story, make a pointのポイント。 
I must confess that my 
mouth lied. No matter how 
much I loved my two sons, 
truly and deeply, the 
words that came out of my 
mouth were sometimes 
different, harsh, and 
hurtful.  
 
 
 

• ちょっと間を取って、I mustにはいる。 
• Liedを長めに発音。 
• No matter はちょっと暗めの色に変えて
発音する。ここからスピーチの方向が変わ

る。 
• Truly and deeplyの andの前に間を取
る。 

• Sometimes different の後の間に来る
静寂をしっかり聞く、さらに Harsh と
Hurtfulの間はもっと空けて静寂を聞く。
思い沈黙を作る。暗く悲しい。 

But I believe my body never 
lied and I hope my kids 
understood me through my 
body language.(Pause)  
 

• しかし、ここから「救い」の方向に話を移

していく。希望の方向に話を移す。暗さを

払拭する。 

Ladies and gentlemen, can 
you say “I love you” to your 
kids?  
 

• 芥川龍之介の小説「杜子春」で主人公が。

地獄から再び洛陽の門に戻ってきた瞬間

のような印象。もとの楽しい雰囲気。 
• いたずらっぽく、質問。 



Chiiiiiiiiiis. I cannot 
say “I love you” to my sons 
face to face. That’s 
embarrassing.   
 

• 自分の顔を両手で覆って、まるで自分はで

きもしないのに聴衆にえらそうに説教を

た れた のを恥 じる よう な感 じで、

Chiiiiiiiiiis.と発音。 

But maybe I could do this 
way. And you could do this 
way. 
 

• さらに調子をクライマックスにむけて整

えていく。 
• And you couldは、クレッシェンド。 

 • ここからはゼスチュアのみ。 
• まず、左にいるゆうやに対して左手を差し

伸べる。「ゆうや」とつぶやく。 
• そして右手にいるせいやに対して右手を

差し伸べる。「せいや」とつぶやく。 
• 見えない息子達をハグしながらぎゅっと

中央で抱き寄せる。 
• 静止しそのまま１，２，３と数える。 
• その後、再び客席を向いて、Contest 

Chairと声に題して手で Chairを指し示
す。 

 


