SPECIAL
INTERVIEW

New Star Member
of the Team
亡き母の形見で伝えた愛

ハリー王子&
メーガンさん婚約
祝

チャールズ皇太子と故ダイアナ元妃の次男のハリー王子が、米女優のメーガン・マークルさんと婚約した。かつて
「世界で最

も結婚したい独身男性」とも言われたハリー王子のハートを射止めたのは、自身と同じく慈善活動にも尽力するメーガンさ
んだった。離婚歴があり、母親がアフリカ系アメリカ人であることなどからメーガンさんを「英王室にふさわしくない」という声

もあったが、2 人は自分たちの信じる道を歩み、1年半の交際を経て、めでたく婚約の運びとなった。今年5 月19 日に結婚
そして故ダイアナ元妃について語ってくれた。
式を挙げるハリー王子とメーガンさんが、2 人のなれ初めや互いへの思い、
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■ヘンリー・オブ・ウェールズ王子

■メーガン・マークル

英国のチャールズ皇太子と故ダイアナ元妃の
次男。本名ヘンリー・チャールズ・アルバート・
デービッド。別名通称、ハリー王子。1998 年9
月、名門私立高校のイートン校入学。2005 年
5 月サンドハースト陸軍士官学校に入学、’06
年4 月卒業後、近衛騎兵連隊に配属。
’07 年
からはアフガニスタンなどに 従軍 するなどし
て’15年6月に退役。1984年、ロンドン生まれ。

ハリー王子の婚約者、米女優。ノースウェスタ
ン大学で演劇と宗教学を専攻。インターンと
してアルゼンチンの米大使館で勤務した経験
を 持 つ。2002 年、ソープオペラ『 General
Hospital 』で女優デビューし、’11 年からはテ
レビシリーズ『 SUITS/ スーツ』で主人公の一
人、レイチェル・ゼイン役を務めた。1981 年、
ロサンゼルス生まれ。

79 ボツワナの星空の下、愛を育む

Interviewer How

did

you

インタビュアー

first

出会いを教えてい

ただけますか。

meet?
mutual friend:

ハリー王子 はい。初めて会ったの

met... We were introduced, actually,

back to back:

は……実は紹介でした、共通の友

yes.

We

共通の友人

立て続けに、連続して

人の。それから1 度、2 度と立て続

met once and then twice, back to

manage to do:

けに会って、2 回デートしました、

back, two dates, in London last

persuade...to do:

去年（2016 年）の 7 月にロンドン

Botswana:

で。そのあと、確か3 週間か4 週間

by a mutual friend. And then we

July. And then it was, I think, about

☞ 別冊 p.25参照
何とか〜する

…を説得して〜させる

くらいたってから、何とかして説得

managed to persuade her to come

ボツワナ ▶アフリカ南部に
ある内陸国。正式名称はボ
ツワナ共和国。

and join me in Botswana, and we...

camp out:

キャンプする、野宿する

たんです。2 人で星空の下でキャン

and we...we...we camped out with

absolutely:

プをして、最高でしたよ。そのとき

each other under the stars, which

be by ourselves:
水入らずである、2 人きりで

は本当に2 人きりで、僕にとっては、

three, maybe four weeks later that I

was absolutely fantastic. So then we
were really by ourselves, which I

完全に、ものすごく

ある

crucial:

きわめて重要な、決定的な

th...which was crucial to me to

make sure that:

make sure that we had a...a chance

get to know:

to get to...to know each other.
Interviewer But the friend who in-

troduced you—was she trying to set

してボツワナに一緒に行ってもらっ

もっと親しくなるための非常に大
切な時間でした。

確実に〜するようにする
〜を知る、〜と親しくなる

set...up:

…をカップルにしようとお
膳立てする

インタビュアー

あなたを紹介した

ご友人ですが—彼女はお2 人を
カップルにしようとお膳立てしたの

you up?

でしょうか。

Meghan Markle

Yes, it was defi-

nitely a setup. It was a blind date. Because I’m from the States—you don’t
grow up with the same understanding
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はい、確かにお

setup:

メーガン・マークル

blind date:

膳立てでした。ブラインドデートで

お膳立て
ブラインドデ ート ▶まだ
会ったことのない2 人が、第
三者の仲介によって出会っ
て行うデート。

した。私はアメリカ人ですから—
アメリカ人は王室について（イギリ
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強化編

first

Prince Harry Ah,

