英語の歌 2020 No.

1.

2.

3.

4.

5.

A Thousand Miles

Making my way downtown
Walking fast, faces pass and I’m homebound
Staring blankly ahead
Just making my way
Making a way through the crowd
And I need you
And I miss you
And now I wonder
If I could fall into the sky
Do you think time would pass me by?
Cause you know I'd walk a thousand miles
If I could just see you tonight
It's always times like these
When I think of you
And wonder if you ever think of me
Cause everything's so wrong
And I don't belong
Living in your precious memory
Cause I need you
And I miss you
And now I wonder

Vocabulary:
downtown:繁華街

8. If I could fall into the sky
Do you think time would pass me by?
Cause you know I'd walk a thousand miles
If I could just see you, oh, oh
9.. If I could fall into the sky
Do you think time would pass me by?
Cause you know I'd walk a thousand miles
If I could just see you
If I could just hold you tonight

早足で歩きながら

色んな顔とすれ違って

家路を行くの
ぼんやりと前を見ながら

6. 知られなくないよ
でも失いたくない
したくない
[1. リピート]

人混みを通り抜けていくの

７. やっぱり君が必要で

君が恋しくて
今考えてしまうの
3. もし僕が空に飛び込むことができるなら

やっぱり君が恋しくて

6.

And I, I don't wanna let you know
I, I drown in your memory
I, I don't wanna let this go
I, I don't

wonder:疑問に思う、あれこれ考える
wonder if:～かしら
precious: 大切な
make one‘s way: （苦労して）進む

time pass by: 時間が過ぎる
Pronunciation:
thousand [θáuzənd] mile [máil]
Grammar:
仮定法 If I could fall into the sky
Memo:
1000 マイル＝1600 ㎞

選曲した理由

時間が僕を置いて行ってくれないかな

個人的にすごく好きな曲であることと、
様々な国の留学生と遊びに行ったときに

だって僕は 1000 マイルだって歩くことができるの
だって僕は 1000 マイルだって歩くことができるんだ
もし君にただ会うことができるなら

お店でこの曲が流れたのを

もし今夜君に会うことができるならね

ながった気がした思い出あって、

4. 君のことを思う時はいつもこんな感じ

もしあなたにただ会うことができるなら

もし君を抱きしめることができたなら、、、今夜ね
君も僕のことを考えたりしてくれていたのかな

全員が歌って国を超えてこの曲で心がつ
この曲が歌えると世界と繋がれると
思ったから。

だって全部間違っていたから
僕は君の大切な思い出の中にはいない
5. 君が必要で

[1. repeat]

crowd: 人混み

そして考えてしまうんだよ
8. 9. もし僕が空に飛び込むことができるなら

時間が私を置いて行ってくれないかな

[3. repeat]

stare: じっと見つめる

君の思い出に溺れているなんて

ただ通り抜けていく
2. 君が必要で

words & music by

Vanessa Carlton

7. And I still need you
And I still miss you
And now I wonder

1. 街の中を通り過ぎていく

(2020.12. 30 発行)

君が恋しくて
今考えちゃうの
[3. リピート]

発音が非常にはっきりとしていて
聞き取りやすく歌いやすいから。

