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ZARD (42) 90年代 (800) J‒POP (2344)

ZARD「負けないで」今なお愛されてい
る。
ZARDが1993年1月27日にリリースした歌「負けないで」つらい時代を歌で応援し続けた坂井泉水さんの心は2014
年の今もなお愛され続けている。  更新日: 2014年11月26日
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この記事は私がまとめました
hiyoko6さん 

1993年1月27日発売

出典 blog.livedoor.jp

負けないで
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

【A】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【A】

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

【B】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【B】

(【A】繰り返し)
(【B】繰り返し)

出典

坂井泉水は、「当時、何作かずっと恋愛の詞ばかり書いていたの
で、今度は違うタイプの詞も書きたいなと思っていた矢先でしたの
で、このテンポ感のある曲を聞いたときに"応援歌っぽいな"ってすぐ
にイメージが湧いてきて一気に書き上げました。いつものシングルに
比べてすごく自分でも楽しみながら書けた一曲です。」と話してい
る。

負けないで ‒ Wikipedia

時代を励ました歌

出典

1993年といえばバブル経済が崩壊の兆しを見せ始めた年。1995年に阪神大震災、失われた20年、
そして2011年東日本大震災と日本にとってつらい時代だった。

日本が希望を失っていた９０年代に、その歌は阪神・淡路大震災の
被災者やリストラにあったサラリーマンなど苦しみの淵にある人びと
の支えとなってきた。

「あなたの歌で生きられた」「辛い時に励まされた」
時代を励ました歌 ‒ NHK　クローズアップ現代

2014年現在

高校の英語教科書に登場

An Encouraging Song

ZARDが担当した「名探偵コナン」
OP/ED/映画主…

90年代ガールズポップ歌手の一覧

ポカリCMで26年ぶりの「揺れる想
い」…この夏、『Z…

あの名曲達がYOUTBEで蘇る！期間限
定の大公開！

ZARD坂井泉水、一夜限りの復活！
「負けないで」をM…

まじで神…！！敏感肌が溺愛してるコ
スメブランド

爆売れ中…！芸能人も鬼リピしてる
「お守り化粧水」

【名品】昔からずーっと売れてる「毛
穴コスメ」7選

アラサーが選ぶ「本当に買ってよかっ
たコスメ」10選

神…♡いい意味で裏切られた「1,000
円台」のコスメ

関連まとめ
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出典 blog.livedoor.jp

出典

1995年の阪神大震災や2011年の東日本大震災でも、『負けない
で』という簡潔なメッセージを多くの人がよりどころにしたという。
折りに触れ人を励まして来た功績を受け、2014年４月から全国400
校で高校２年生が使用する英語の教科書で「勇気が出る音楽」として
掲載されることに。歌詞にこだわる坂井の生前の言葉や直筆の歌詞と
共に紹介され、話題となった。

「負けないで」は特別な楽曲に　ＺＡＲＤ・坂井泉水　　：日本経済新聞

渋沢駅にて2014年12月23日から駅メロに

出典 flowerland.moo.jp

小田急線渋沢駅
坂井泉水さんは神奈川県平塚市に生まれ。
秦野市立西小学校、秦野市立西中学校を卒業してい
る。

出典

ＺＡＲＤの楽曲を採用する小田急線渋沢駅の駅メロが代表曲の「負
けないで」と「揺れる想（おも）い」の２曲に決まった。１２月２３
日の始発電車から実施される。

「負けないで」「揺れる想い」　渋沢駅楽曲決まる　１２月２３日から | カナロコ

出典 matome.naver.jp

揺れる想い
「負けないで」が上り線、「揺れる想い」が下り線
のホームで、列車が接近する際に１０秒ほど流れ
る。

1993年5月19日発売

就活生にも愛される。

出典 kokucheese.com

出典

「あなたの就職活動のテーマ曲は?」という質問に対して、1位と
なったのは2年連続でZARD『負けないで』(1993年発売)。主な理由
としては「面接などで失敗することもあったけれど、あきらめずに次
へとつなげるためのモチベーションを高めてくれたから(理系男子)」
「うまくいかないときも、負けないぞ! と自分を奮い立たせることがで
きたから(文系女子)」などが挙がった。

2015年卒就活生のテーマ曲、「負けないで」が1位に | ガールズちゃんねる ‒ Girls Channel ‒

ジョギングのお供にも

出典 matome.naver.jp
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カテゴリ一覧

出典

総合ランキング1位はZARDの「負けないで」だった。同曲は、選抜
高校野球大会の入場行進曲になるなど知名度も高く、男女・年代の区
別なく幅広い層からの支持を集めた。

2015年卒就活生のテーマ曲、「負けないで」が1位に | ガールズちゃんねる ‒ Girls Channel ‒

ZARDとは？

出典 blog.livedoor.jp

出典

坂井泉水さんは40歳という若さで2007年5月27日に亡くなっている。

作詞・ボーカルを務めていた坂井泉水を中心とした日本の音楽ユ
ニットである。

1990年代に女性ボーカルとしては最も多くのCD売上げ枚数を記録し
ており、シングルでは「負けないで」「揺れる想い」「マイ フレン
ド」がミリオンセラーとなっている。また、アルバムでは9作が連続で
ミリオンを達成しており、史上最多記録である（オリコン調べ）。

ZARD ‒ Wikipedia

ボロボロの日本、なぜ降伏せず？
太平洋戦争の大嘘
日本はなぜ原爆投下まで降伏しなかった？その答えは神風や大和魂ではありません

大阪府の土地相場が60秒でわかる
かんたん不動産比較
300万人が利用中！ＴＶで紹介された無料で自宅価値を調べる方法

Ads by Yahoo! JAPAN

ZARDが担当した「名探偵コナン」OP/ED/映画主題歌
2017年01月30日 107547 view

90年代ガールズポップ歌手の一覧
2016年09月21日 131252 view

ポカリCMで26年ぶりの「揺れる想い」…この夏、『ZARD』
が激アツな件！
2019年08月02日 27797 view

関連まとめ

ボロボロの日本、なぜ降伏せず？
太平洋戦争の大嘘
日本はなぜ原爆投下まで降伏しなかった？その答えは神風や大和魂ではありません

大阪府の土地相場が60秒でわかる
かんたん不動産比較
300万人が利用中！ＴＶで紹介された無料で自宅価値を調べる方法

東尾理子が‒7kg！「朝1分の習慣」とは
papare
おうち時間で楽々ダイエット！はるな愛、東尾理子も短期間で激やせした、芸能界で…

Ads by Yahoo! JAPAN

まじで神…！！敏感肌が溺愛してるコスメブランド
2020年01月27日 327921 view

アラサーが選ぶ「本当に買ってよかったコスメ」10選
2020年04月07日 2579841 view

神…♡いい意味で裏切られた「1,000円台」のコスメ
2020年04月07日 905663 view
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総合
旬のまとめをチェック

ガールズ
ファッション，美容，コスメ，恋愛

ニュース･ゴシップ
事件，ゴシップ，スポーツ，海外ニュース

エンタメ･カルチャー
映画，音楽，本，マンガ，アニメ

おでかけ･グルメ
旅行，アウトドア，デート，カフェ，ランチ

暮らし･アイデア
インテリア，ライフハック，家事，節約

レシピ
おかず，お弁当，おつまみ，簡単レシピ

カラダ
エクササイズ，ダイエット，肩こり，健康

ビジネススキル
キャリア，転職，プレゼン，英語

IT･ガジェット
Webサービス，スマートフォン，アプリ

デザイン･アート
クリエイティブ，写真，イラスト，建築

雑学
トリビア，不思議，名言，逸話

おもしろ
ユーモア，ネタ，癒し，動物，びっくり

定番
過去の人気まとめをチェック
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