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Here comes a wave meant to wash me away
A tide that is taking me under
Swallowing sand, left with (
) to say
My voice drowned out in the thunder
But I (
) cry
And I won't start to crumble
Whenever they try
To shut me or cut me down
I won't be (
)
You can't (
) me quiet
Won't tremble when you try it
(
) I know is I won't go speechless
'Cause I'll breathe
When they try to suffocate me
Don't you underestimate me
'Cause I know that I won't (
) speechless
Written in stone
Every rule, every word
Centuries old and unbending
"Stay in your place"
"Better seen and not heard"
But now that story is ending
'Cause I
I(
) start to crumble
So come on and try
Try to shut me and cut me (

I won't be silenced
You can't keep me (
)
Won't tremble when you try it
All I know is I won't go speechless,
speechless
Let the storm (
)
I cannot be broken
No, I won't (
) unspoken
'Cause I know that I won't go speechless
Try to lock me in this cage
I won't just lay me (
) and die
I will take these broken wings
And watch me burn across the sky
Hear the echo saying:

By Naomi Scott

私を洗い流そうとする波が来た

私は黙ってなんていない

私を飲み込もうとしている潮流は

私を静めることなんてできない

砂を飲み込み、何も言わないまま

あなたが何かしようとしても、震えないわ

私の声は溺れるように雷の中に消えていった

私は声をあげるの
嵐を呼んで

だけど、私は泣かないし

私は壊れないわ

崩れたりもしないわ

無口でなんて、私は生きないわ
なぜなら、私は声をあげるのだから

私は黙ってなんていない

私を籠に閉じ込めようとしてみなさい

私を静めることなんてできない

私は、ただ静かに死なないわ

あなたが何かしようとしても、震えないわ

私はこの壊れた羽で

私は声をあげるの

燃えながら空を駆けるのを見て

なぜなら、私は息をするの

そして、エコーが聞こえるの

I won't be silenced
Though you (
) see me
tremble when you try it
All I know is I won't go speechless,
speechless
'Cause I'll breathe
When they try to suffocate me
Don't you underestimate me
'Cause I know that I won't go speechless

彼らが私を窒息死させようとしても

All I know is I won't go speechless,
speechless
)

私を侮らないで

私は黙ってなんていない

なぜなら、私は声をあげるのだから

私が震えているところを
あなたは見たいのだろうけど

石に刻まれた

私は声をあげるのだから

すべてのルール、すべての文字

私は息をするのだから

何世紀も前から不動の

彼らが私を窒息死させようとしても

「そこにいなさい」

私を侮らないで

「見ているだけで、話はするな」

なぜなら、私は声をあげるのだから

そんな物語は今終わるんだ

私は声をあげるのだから
なぜなら私は、
私は、ぼろぼろになんてならないわ

実写版『アラジン』でジャスミンが
歌っている歌です。勇気を出して声を上
げた女性の力強さが歌われています。

・Vocabulary: suffocate,

さぁ、こっちに来て試してみなさい

tremble

私を黙らせたり、切り刻もうとしてみなさいよ

・Pronunciation: breath, wanna
・Grammar: Auxiliary verb,
Compound relatives
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3 questions from Speechless

☆How did you feel after watching the MV from Aladdin? (Anything is fine!)

☆What kind of characteristics of Jasmin singing this song did you take?

☆Please translate “whenever they try to shut me or cut me down” into Japanese, considering the flow of the whole lyrics.

You can
answer in
English and
Japanese!

