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負けないで (makenaide)

広告

負けないで (makenaide) (英語 の翻訳)

アーティスト: ZARD (ザード)

曲名: 負けないで (makenaide)

翻訳︓ 英語

翻訳者について

beast-senior 810

24, I'm student.

名前: ⽥所浩⼆(Kouji 

Tadokoro)

The Senior Who Became 

Beast

投稿:1161 回翻訳した, 64

件の歌詞を⾳訳した, 1831

回 感謝された, 204件のリ
クエストを解決した 117⼈
のメンバーの⽅を助けまし
た, 23件の書き起こしリク
エストを遂⾏した, added 

78 idioms, 56件のイディオ
ムを説明しました, 368件
のコメントを残しました

⾔語: ⺟国語 ⽇本語, 学習
済 英語, フランス語

エリーザ先生と英会話レッスン - オンラインでお手軽
英会話
英会話力を鍛えよう！先生は日本語もペラペラなので初心者も安心！ lit-agency.net

開く

ふとした瞬間に 視線がぶつかる
幸福のときめき 覚えているでしょ
パステルカラーの季節に恋した
あの⽇のように 輝いてる あなたでいてね

負けないで もう少し
最後まで ⾛り抜けて
どんなに 離れてても
⼼は そばにいるわ
追いかけて 遥かな夢を

何が起きたって ヘッチャラな顔して
どうにかなるサと おどけてみせるの
"今宵は私(わたくし)と⼀緒に踊りましょ"

今も そんなあなたが好きよ 忘れないで

負けないで ほらそこに
ゴールは近づいてる
どんなに 離れてても
⼼は そばにいるわ
感じてね ⾒つめる瞳

負けないで もう少し
最後まで ⾛り抜けて
どんなに 離れてても
⼼は そばにいるわ
追いかけて 遥かな夢を

負けないで ほらそこに
ゴールは近づいてる

英語 の翻訳

Don't Give Up

You must remember the excitement of 

happiness

When our eyes suddenly met

Like that day you were in love with pastel-

colored seasons

I want to see you shine the way you did
Please don't give up

Keep running to the last

No matter how far we are

My heart will stay beside yours

Chase after a far-off dream

You always play it cool no matter what 

happens

And play a joke or two saying it'll be alright

"Would you dance with me tonight?"

I still like the way you are, please don't forget

Please don't give up

The goal is near

No matter how far we are

My heart will stay beside yours

Please feel my gaze to look at you

Please don't give up

Keep running to the last

No matter how far we are

My heart will stay beside yours

Chase after a far-off dream

Please don't give up

The goal is near

⽇本語
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Interface language

日本語 

⽔, 10/08/2016 - 08:13に beast-senior 

810さんによって投稿されました。

（ ）してコメントを投稿する

コメント

どんなに 離れてても
⼼は そばにいるわ
感じてね ⾒つめる瞳

No matter how far we are

My heart will stay beside yours

Please feel my gaze to look at you

thanked 5 times

⽔, 10/08/2016 - 08:26に beast-senior 

810さんによって投稿されました。

英語 beast-senior 810

"負けないで (makenaide)"の翻
訳をもっと⾒る

ZARD: トップ3

1. 負けないで (makenaide)

2. ⾒ないで︕ (Don't You See!)

3. 瞳そらさないで (hitomi sorasanai de)

Idioms from "負けないで
(makenaide)"

1. play it cool

もっと⾒る

もっと⾒る

もっと⾒る

翻訳

アーティスト

コミュニティ

メンバー
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