英語の歌 2020 NO.

We’re all in this together
1: ◎みんなで一緒に

1: ◎Together, together, together everyone
Together, together, c’mon let’s have some fun
Together, we’re there for, each other every time
Together, together, c’mon let’s do this right
2: Here and now, it’s time for celebration
I finally figure out
That all our dreams have no limitations
That’s what it’s all about
Everyone is special in their own way
We make each other strong
We’re not the same
We’re different in a good way
Together’s where we belong

さあ楽しもうよ
いつでもみんなが助けてくれる
さあ始めよう！
2: 今この時 お祝いの時が来た
やっとわかったんだ
僕たちの全ての夢に限界なんて無いんだって
それが大切なんだ
みんな違って特別なの
お互いに励まし合えるわ
だれ一人同じ人なんていない

3: ★We’re all in this together
Once we know that we are
We’re all stars and we see that
We’re all in this together
And it shows when we stand
Hand in hand, make our dreams come true

みんな違ってみんないいのよ

4: ◎ repeat

みんながスターと分かるはずさ

一緒にいることが大切なの
3: ★僕らはみんな一緒にいる
そのことを知れば
僕らはずっと一緒

5: We’re all here and speakin’ out with one voice
We’re gonna rock the house
The party’s on, now everybody make some noise
C’mon scream and shout
We’ve arrived because we stuck together
Champions one and all

そしてわかるはず

6: ★ repeat
★★We're all in this together
When we reach, we can fly, know inside
We can make it
We're all in this together (All)
Once we see there's a chance that we have
And we take it

5: さあ始めよう！声を一つにして

7: Wildcats (Hey), sing along (Yeah)
Yeah, you really got it goin' on
Wildcats (Hey) in the house
Everybody say it now
Wildcats (Hey) everywhere (What?)
Wave your hands up in the air
That's the way we do it, let's get to it
Time to show the world
8: Hey, ho
Hey, ho, alright, here we go
★ repeat ★★repeat
Wildcats everywhere (Oh)
Wave your hands up in the air
That's the way we do it, let's get to it
Come on, everyone
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手と手を取り合えば夢が叶うってことを

Vocabulary: figure out わかる、rock the house
り上げる、stuck (stick) together 結束する

場を最高潮に盛

Pronunciation: that all, in a, hand in, make our, get to, scream and,
Grammar: 接続詞と関係代名詞 “that” の使い方

Letters: c’mon = come on, speakin’/goin’などの表記方法

4: ◎ 繰り返し

最高にはじけようぜ！
パーティーの始まりだ！みんな大騒ぎしよう

さあ叫んで踊ろう！

選曲の理由

2006 年に大ヒットしたミュージカル映画「ハイスクールミュージカル」

やっとたどり着いたわ みんなで一緒に頑張ったから

で私はこの「ハイスクールミュージカル」シリーズが大好きで DVD,CD を

だからみんながチャンピオンなの

全種類持っているほどです。中でもこの曲は最も有名な曲で、知ってる方

6: ★繰り返し

も多いと思います。歌詞に「みんな違って、みんながスターだから協力し

★★僕らはみんな一緒さ

て頑張ろう」という内容が書かれています。学生にぴったりな曲だと思っ

手を伸ばせば空も飛べるはず

て選びました。

心の中ではできるはずだってわかってるんだ
僕らはずっと一緒さ
どこにでもチャンスはある
だから夢を掴むんだ
7: ワイルド・キャッツ！さあ歌おう

だんだん盛り上がってきた！
ワイルド・キャッツ！家の中でも
みんなで叫ぼう！
ワイルド・キャッツ！どこでだって
手を大きく空に振り上げて！
きっとできる さあ始めよう！
世の中に見せる時が来た！

