
This is My Name
世界青年部総会オリジナルソング

みんな 一緒に集おう

いつまでも先生と共に

なぜなら明日は 君の手の中にあるから

若いとか 年をとっているかなんて 関係ない

どこから来たかなんて 関係ない

心の奥深くを見つめて

希望を見つけたから

これこそが 私の名前なんだ

Doesn’t matter if you’re old or young

Doesn’t matter where you’re coming from

Cause I looked inside my heart

And I found hope

And this is my name

Everybody let’s get together

Gotta be with Sensei forever

Cause tomorrow ’s counting on you

Hook サビ

Verse 1 1 番

Born into this world I live in

Living with this name I’m given

Gotta be So much more

I could watch the world keep spinning

But my heart was meant for giving

Oh Yeah I need to stand up now

Courage

Is to know what’s right and struggle for it

Promise

Is a vow to never fall

この世界に生まれて

与えられた名前と共に生きている

でも人生には もっと何かあるはず

世界が回り続けているのを

ただ見てるだけでもよかった

でも 自分の心は 何かを与えるためにあるんだ

今こそ立ち上がろう

勇気――

それは 何が正しいかを知り そのために戦うこと

約束――

それは 決してくじけないという誓い
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Through the rain and stormy weather

Found a light that lasts forever

Yeah! And it’s Brighter than the sun

※Hook ※サビ繰り返し

Now I’ve got so much of you

deeper than the ocean blue

Oh, in my heart

あなたから たくさんのものを学んだ

それは海の青よりも深いもの

私の心を満たしている

Everyday’s a new beginning

Shout it out, we’re born to win it

Sensei Let us lead the battle now

毎日が新たな出発

叫ぼう「私たちは 勝つために生まれてきた」

「先生 今こそ先駆の戦いを起こします」と

Courage

Like a lion, roar and stand for justice

Promise

We will never ever fall

勇気――

私たちは 師子のごとく 正義を叫び 立ち上がる

約束――

私たちは 絶対に負けはしない

The time to rise is now or never

Brother sister, come together

Sing! With our voices heard as one

今立ち上がらずして いつ立ち上がる

兄弟 姉妹よ みんな集まれ

歌おう！ 団結の声を響かせよう

Verse 2 2 番

雨と嵐の中で

永遠に輝く光を見つけたんだ

それは 太陽よりも明るいもの
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※Hook ※サビ繰り返し

※Hook ※サビ繰り返し

Bridge ブリッジ

And it’s time to show the world what we can do

Marching on to victory because of you

今こそ世界に示そう

私たちの手で何ができるかを　

“あなた” がいたからこそ

勝利へのマーチは とどまるところを知らない

ラップ

1 time for the mind and the spiritual

2 times for the triumphs and the miracles

Remain thankful for the trauma that we made it through

And if you try to change the game, you gotta change the rules

生命と精神のために

そして勝利と奇跡のために

乗り越えてきた痛みにだって感謝しよう

もしこの流れを変えたいなら 

いっそルールから変えてしまおう

You gotta make a way, you know we got some things to prove

And if we make it move I know that we can break the clouds

I took a stance and made a dedicated vow

To make you proud and say my prayers loud

Peace

道を開くんだ 私には　

証明しなきゃならない事があるんだ

前に進めば 厚い雲を突き抜けることができる

私は決めたんだ そして誓いを捧げたんだ

あなたに誇りに思ってもらえるように 

私は祈りを高らかに叫ぼう

Through the rain and stormy weather

Found a light that lasts forever

Yeah! And it’s Brighter than the sun

雨と嵐の中で

永遠に輝く光を見つけたんだ

それは 太陽より明るいもの

Rap
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