
한번만 안아줘（Hug me once）☆公式応援☆ 
����������� Oh Oh Oh Oh Oh Oh���������������������������������������� 
          Oh Oh Oh Oh Oh Oh���������������������������������������� 
          I need u (Oh Oh Oh) I need����������������������������� 
          I want u (Oh Oh Oh) I want ��������������������������� 
          I luv u (Oh Oh Oh) I luv���������������������������������� !
����������������������������������(안!아!줘!)�������������������������������������I luv u (Oh Oh Oh) I luv←の後すぐに�(あ！な！じょ！) 
※)  한번만 안아줘 한번만 웃어줘������������������������������※）��はんぼんまん�あなじょ�はんぼんまん�うそじょ 
         한번만 느껴줘 한번만 웃어줘������������������������������������はんぼんまん�ぬっきょじょ�はんぼんまん�うそじょ 
         한번 �한번�한번 한번�������������������������������������������������はんぼん�はんぼん�はんぼん�はんぼん 
         단한번만 안아줘요 한번만 안아줘������������������������������たん�はんぼんまん�あなじょよ�はんぼんまん�あなじょ !
���������한번만 안아보면 내 맘을 알텐데����������������       �����������はんぼんまん あなぼみょん�ね まむる あるてんで 
��������뛰는  내 가슴은 여기 시계보다 더 빠른데������������ ����    てぃぬん ね かすむん�よぎ しげぼだ ど ぱるんで 
�������� 세상에 다들려 두근두근대는 심장 소리가            �����    せさんげ たどぅりょ どぅぐんどぅぐんてぬん しんじゃんそりが 
         왜 너만 안들려좀더 다가와서 내맘 들어봐봐����������������うぇ のまん あんどぅりょ�ちょむと�だがわそ�ね まん どぅろばば !
��������� 달콤한 휘핑크림처럼 너에게 살며시 스며들고 ���   �たるこんまん うぃっぴんくりん ちょろん�のえげ さみょし すみょどぅご 
�������������(Kiss me a love for me) 
�������� 너무나 새콤달콤한걸 어떡해 난 니가 너무 좋아 ���������のむな せこんだこん まん ごる�おっとけ なん にが のむ ちょあ 
        ������(안아줘)�����  (걸!스!데!이!)←あなじょの後に��������������（あなじょ）��������������(ごる！ず！で！い！)←あなじょの後に !
����������������������������������������������������������������������������※リピート 
���������잠깐만 봐도 날 스쳐만 가도 널�����������������������������������ちゃっかんまん�ばど�なる�すちょまん�がど�のる 
���������상상만 해도 내�맘은 하늘로���������������������������������������さんさんまん�へど�ね�まむん�はぬろ 
���������니생각에 또 밤을새 나 너 땜에 아무것도 못해�������������に�せんがっけ�と�ぱむるせ�な�のってむね�あむごっと�もって 
���������Everyday I think about you 
�������� Every�night I wanna with you 
���������어떡해 정말 난 어떡해 자꾸만 난 니가 보고싶어 ������おっとけ�じょんまる�なん�おっとけ�じゃっくまん�なん�にが�ぼごしぽ 
����������(Honey don't tease me) 
�����������내맘에 어디쯤에있니 너 땜에 나정말 미치겠어����������ね�まめ�おでぃじゅめ�いっに�の�ってめ�なん�じょんまる�みちげっそ 
����������������(안아줘)���(걸!스!데!이!)�����������������������������������������������������������������������������������（あなじょ）（ごる！ず！で！い！） 
���������������������������������������������������������������������������※リピート 
La La La La La La La��������������������������������������������������������������La La La La La La La 
La La La La La La La��������������������������������������������������������������La La La La La La La 
I wanna be your lover������������������������������������������������������������I wanna be your lover 
I wanna be your lover������������������������������������������������������������I wanna be your lover 
I wanna be your lover������������������������������������������������������������I wanna be your lover� 
������������������������"lover"からカウント4の後、スクラッチサウンド？直前から (걸!스!데!이!)（ごる！ず！で！い！） !
������� 눈물이 고여서 눈물이 아파서 �����������������������������������ぬんむり�こよっそ�ぬんむり�あぱっそ�������� 
��������흐르고 흘러서 너에게 닿기를�����������������������������������ふるご�ふろっそ�のえげ�だぎる����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
������ 난 니가 필요해 난 니가 필요해 난 니가 필요해��������������なん�にが�ぴりょへ�なん�にが�ぴりょへ�なん�にが�ぴりょへ 
�������������(안!아!줘!) ←”ぴりょへ”からカウント8で��������������������������    �(あなじょ！)←”ぴりょへ”からカウント8で 
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※リピート×2 
La La La La La La La��������������������������������������������������������������La La La La La La La 
La La La La La La La��������������������������������������������������������������La La La La La La La !!!!!
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반짝반짝（Twinkle Twinkle）�☆公式応援☆ !
Girls Day! Do you hear me? Listen!�����          Girls Day! Do you hear me? Listen!  
내 말을 좀 들어봐 오빤 정말 나빴어����          �ね�まるる�じょむ�どぅろば�おっぱん�じょんまる�なっぱそ 
내 맘을 왜 훔쳤어 오빤 정말 못됐어����          �ね�まむる�うぇ�ふんちょっそ�おっぱん�じょんまる�もってっそ 
어쩜어쩜 어떡하면 난 좋아 �������            ���������おっちょんおっちょん�おっとかみょん�なん�じょあ  
웃지마 웃지마 너무 멋져 난 몰라�����      �     �うっじま�うっじま�のむ�もじょ�なん�もっら 
 
※）하지마 하지마 마마마마마마마마                    �    ※）はじま�はじま�まままままままま  
��가지마 가지마 마마마마마마마마                                  かじま�かじま�まままままままま  
��I Love you                                                                           I Love you  
��슬쩍슬쩍 바라보지마                                                      するじょくするじょく�ばらぼじま  
��반짝반짝 내 입술 바라보지마                                        ぱんちゃぱんちゃ�ねいする�ぱらぼじま  
��좋아하는 우리사이 멀어질까봐                                    ちょあはぬん�うりさい�もろじかば  
��멀어질까 두려워                                                             もろじっか�どぅりょうぉ  
 
Hey, Boy! You make me feel like weak girl                     Hey, Boy! You make me feel like weak girl  
Don't worry baby, Now I'm falling love With U              Don't worry baby, Now I'm falling love With U  
 
내 입술만 바라보는 나쁜 오빠 오오오                      �  ね�いぷするまん�ばらぼぬん�なっぷん�おっぱ�おおお  
틈만나면 힐끔힐끔 오빤 나빠 오오오�������������������������とぅまんなみょん�ひっくんひっくん�おっぱん�なっぱ�おおお  
몰라몰라 싫어져도 난 몰라��������������������������������������もっらもっら�しろじょど�なん�もら 
웃지마 웃지마 장난만 좀 치지마������������������������������うっじま�うっじま�じゃんなんまん�じょん�ちじま 
�������������������                                                ※リピート  
나의 사랑은 달라 Come Come I feel inside, �����なえ�さらんうん�だら�Come Come I feel inside,  
자꾸자꾸 좋아져 Love Love in sweety mind�����ちゃっくじゃっく�じょあじょ Love Love in sweety mind !
������������������������������We make it so good (so good), We make it so Hot 
�������������������������������������������I wanna be your girl Let it all change! 
 
가까운 듯 멀어질 듯 알수가 없어��������かっかうん�どぅ�もろじる�どぅ�あるっすが�おぷそ 
너와 빙글빙글 돌고 도는 사랑은 싫어������のわ�びんくるびんぐる�どぅるご�どぬん�さらんうん�しろ 
이젠 그만 할까봐 너무 아파서 미워�������いじぇん�くまん�はるっかば�のむ�あばそ�みうぉ 

(걸!스!데!이!)←ミナちゃんの”みうぉ〜”が終わったあたりで����   (ごる！ず！で！い！) ←ミナちゃんの”みうぉ〜”が終わったあたりで  
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※リピート 
(사랑해)슬쩍슬쩍 바라보지마　　　　　　　　　　　　　（さらんへー）するじょくするじょく�ばらぼじま  
(사랑해) 반짝반짝 내 입술 바라보지마　　　　　　　　　（さらんへー）ぱんちゃぱんちゃ�ねいする�ぱらぼじま  
(사랑해) 좋아하는 우리사이 멀어질까봐　　　　　　　　（さらんへー）ちょあはぬん�うりさい�もろじかば 
멀어질까 두려워　　　　　　　　　　　　　　　　　　（さらんへー）もろじっか�どぅりょうぉ  
G. I. R. L. 너만의 Lady　　　　　　　　　　　　　　　　G.I.R.L のまね�Lady  
D. A. Y. Oh! 난 너의 Medic　　　　　　　　　　　　　　D.A.Y. Oh! なん�のえ�Medic 
G (G) I (I) R (R) L (L) This is the Girls Day!!　　　　　　　G (G) I (I) R (R) L (L) This is the Girls Day!!	


!!!!
!!!
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너 한눈팔지마(Don't flirt) ☆公式応援☆ 

開始六秒（16拍から）”ポポポポポポポポ”の音が始まるあたりで 
(박소진 김아영 방민아 이혜리(ぱくそじん！�きむあよん！�ぱんみな！�いへり！）� 
너 한눈 팔지마 걸!스!데!이!（の�はんぬん�ぱるじま！�ごる！ず！で！い！） 

어쩜 그리 많은지 니가 바란다는 스타일                                     おっちょむ�ぐり�まぬんじ�にが�ぱらたぬん�すたいる 
미쳐 (hey) 미쳐(hey) 미치겠어 난 정말                                    みちょhey! みちょhey! みちげっそ�なん�ちょんまる 
여자면 아무나 살인미소 날리는 너                                             よじゃみょん�あむな�さりんみそ�なるりぬん�の 
미쳐(hey) 미쳐(hey) 미쳐 미쳐 난 정말                                    みちょhey! みちょhey! みちょ�みちょ�なん�ちょんまる 
  
넌 정말 바보니 니 이상형인 애들                                              のん�ちょんまる�ぱぼに�に�いさんひょんにん�えどぅる 
넌 겉모습만 봐 넌 정말 바보야                                                 のん�ごっもすぶまん�ば�のん�ちょんまる�ぱぼや 
 내숭만 십팔단 눈웃음 콧소리로 꼬리 달린 여우들    ねすんまん�しっぱるだん�ぬぬっすむ�こっそりろ�っこり�だるりん�ようどぅる 
�넌 그리 좋니                                                              のん�くり�ちょに 
※）너 한눈 팔지마 제발 딴데 보지마�                                  ※)の�はんぬん�ぱるじま�ちぇばる�ったん�ぽじま 
함부로도 웃지마�그러다가 다칠 수 있어                                   はむぶろど�うっちま くろたが�だちる�す�い っそ 
너 한눈 팔지마 다른 여잔 보지마                                              のん�はんぬん�ぱるじま�たるん�よじゃ�ぽじま 
나만 나만 바라봐�내가 곁에 있을때 잘해                                  なまん�なまん�ぱらば ねが�ぎょって�いっするって�ちゃれ !
한번만 （한번만!)이번만 (이번만!)�����������������������������������������はんぼんまん(はんぼんまん)�いぼんまん（いぼんんまん） 
참을께 속상하게 하지마 �������������������������������������������������������ちゃむるっけ�そくさんはげ�はじま 
한번만 더(한번만 더!) 한번만 더 (한번만 더!)������������はんぼんまん�ど�(はんぼんまん�ど)はんぼんまん�ど�(はんぼんまん�ど) 
이러면 볼 생각 하지마������������������������������������������������いろみょん�ぽる�せんがく�はじま 
����������� 
         �Hey! Let me Let me Dance!  What's gonna Baby wanna let me let me go! (걸!스!데!이!)(ごる！ず！で！い！) 
뭐가 그리 많은지 내게 해달라는 것들                               もが�くり�まぬんじ�ねが�へたるらぬん�ごっどぅる 
미쳐 (hey)미쳐(hey) 미치겠어 난 정말��������������������������みちょhey! みちょhey! みちげっそ�なん�ちょんまる 
엄마도 아닌데 이거해줘 저거해줘�����������������������������������おんまど�あにんで�いごへじょ�ちょごへじょ 
미쳐(hey) 미쳐(hey) 미쳐 미쳐 난 정말������������������������みちょhey! みちょhey!�みちょ�みちょ�なん�ちょんまる !
넌 정말 너무해 니 친구 여자들과 날 비교하다니 �����のん�ちょんまる�のむへ�に�ちんぐ�よじゃどぅるぐゎ�なる�ぴきょはだに 
넌�그게 말이 돼������������������������������������������������������のん�くげ�まり�どぇ 
좋다고 좋다고 애타게 매달리고 나 밖에는 없다던 넌 어디갔니������ちょったご�ちょったご�えたげ�めだるりご� 
나 밖에는 없다던 넌 어디갔니 ����������������������������������������������������な�ばっけぬん�おったとん�のん�おでぃがっに 
�����������������������������������������������������������������������※リピート 
Love is fantasy                                                              Love is fantasy 
니가 나를 속여도 사랑하면 믿고 믿어 너를 너를 믿고 믿어      �にが�なる�そぎょど�さらんはみょん�みっこ�みど�のる�のる�みっこ�みど 

Love is fantasy                                                              Love is fantasy !
난 사랑해 널 (사랑해 널)                                                   なん�さらんへ�のる�（さらんへ�のる） 
난 사랑해 널 (사랑해 널)                                                  なん�さらんへ�のる（さらんへ�のる） 
사랑은 너와 나 그 모습 그대로 늘 향하는 거야                さらうん�のわ�な�く�むすぶ�くでろ�のる�ひゃなぬん�ごや 
Boy give it up�넌 그때 알까                                              Boy give it up のん�くって�あるか !
너 한눈 팔지마 속아 넘어 가지마 멀리멀리 가지마        の�はんぬん�ぱるじま�そが�のも�かじま�もるりもるり�かじま 
내 옆에만 같이 있어줘                                                    ね�よぺまん�かち�いっそじょ 
너 한눈 팔지마 다른 말은 하지마 불안하게 하지마        の�はんぬん�ぱるじま�たるん�まるん�はじま�ぷらなげ�はじま 
내 마음을 꼭 붙잡아줘 �����������������������������������������������ね�まうむる�っこ�ぷっちゃばじょ 
������������������������������������������������ love you(さらんへ), I love you（さらんへ), I love you� 
내 마음이 들리니�������������������������������������������������������ね�まうみ�とぅりに 
����������������������������������������������You love me(さらんへ), you love me(さらんへ), you love me  
니 맘을 보여줘������������������������������������������������������������に�まむる�ぽよじょ !!
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       잘해줘봐야 (Nothing lasts forever)�~公式応援~ 
죽을래 살래 싸워보고�����������������������������������ちゅぐれ さるれ�っさうぉぼご� 
너 정말 왜이래 달래봤�����������������������������������の ちょんまる うぇいれ たれぼぁっそ 
You're my princess ���하던 니가��������������������You're my princess はどん にが� 
완전 백 Percent 변한거야�����������������������������わんじょん べく percent ぴょなんごや !
친구랑 논다고 내 약속 싹 잊고�����������������������ちんぐら のんだご ね やくそく っさっ ぎっこ 
바빠 죽겠다고 전화를 확 끊고������������������������ぱっぱ じゅっげったご ちょぬぁる�ほぁっ くんこ 
뭐가 더 중요해 누가 더 중요해                         むぉが ど じゅんよへ ぬが ど じゅんよへ� 
이따위 유치한 말을 하게 하니                         いったうぃ ゆちはん まるる はげ はに !
아무 소용없어 잘해줘봐야                             あむ そよんおぷそ ちゃれじょぼぁや 
Cuz nothing lasts forever��������������������������Cuz nothing lasts forever !
넌 내맘을 몰라 사랑 줘봐야��������������������������のん ね まむる もるら さらん じょぼぁや��������������� 
Cuz nothing lasts forever���������������������������Cuz nothing lasts forever�� 
내 전불 다 줘봐도�����������������������������������������ね�ちょんぶる�た�じゅぉぼぁど 
But, nothing lasts���������������������������������������But, nothing lasts !
'나 약속 있어' 미낄놓고���������������������������������'な やくそく いっそ' みきる ろこ 
'늦을 것 같아' 겁을주고���������������������������������’ぬじゅる�ごっ�がった’ こぶる じゅご 

'배터린 없어'�전활꺼놔����������������������������������'べっとりん�おぷそ'ちょのぁる�っこのぁ� 
너도 내 심정 느껴보라고��������������������������������のど�ね�しむじょん�ぬっきょぼら 
시체놀이 하니 몇 시간을 자니�����������������������しじぇのり�はに�みょっ�しがぬる�ちゃに 
나 안보고 싶니 뭐 하자는 거니����������������������な�あんぽご�しぷに�むぉ�はじぬん�ごに 
뭐가 더 중요해 누가 더 중요해����������������������むぉが�と�じゅんよへ�ぬが�と�じゅんよへ� 
이따위 유치한 말을 왜 하게 해����������������������いってうぃ�ゆちはん�はんまる�うぇ�はげ�へ !
아무 소용없어 잘해줘봐야����������������������������あむ�そよんおぷそ�ちゃれ�じょぼぁや 
Cuz nothing lasts forever���������������������������Cuz nothing lasts forever������������� !
넌 내맘을 몰라 사랑 줘봐야��������������������������のん�ねまむる�もっら�さらん�じょぼぁや 
Cuz nothing lasts forever���������������������������Cuz nothing lasts forever !
내 전불 다 줘봐도���������������������������������������ね�ちょんぶる�た�じょぼぁや 
But, nothing lasts�������������������������������������But, nothing lasts !
너 기억하니�����������������������������������������������の�きおかに 
니가 한 고백 믿었어 정말���������������������������にが�はん�こべっ�みどっそ�ちょんまる 
지켜주고 웃게 해 준다며����������������������������ちきょじゅご�うっけ�へ�じゅんだみょん 
난 눈물뿐인데 You say������������������������������なん�ぬんむるっぷにんで�You say� !
��������������������������������������������������Cuz nothing lasts !
��������������������������Nothing nothing nothing nothing nothing Lasts 
��������������������������Nothing nothing nothing nothing nothing Lasts 
��������������������������Nothing nothing nothing nothing nothing Lasts 
��������������������������Nothing nothing nothing nothing nothing Lasts !!!!
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나 어때(How do I look)☆公式応援☆�  !
※)나 솔직하게 정말 어때 어떠니������  �                     ※)な そるじかけ ちょんまる おって おっとに����� 
니 눈을 볼 때 마다 난 몰라��������                                  ぬ ぬる ぽる って まだ なん もっら 
너를 보면 내맘 콩닥콩닥                                          のる ぽみょん ねまむ こんだんこんだん 
뛰는걸 어떡해 �                                                             とぃぬんごる おっとっけ  
솜사탕 처럼 살짝 녹아 들어와                                  そむさたん ちょろん さるちゃっく のが とぅろわ  
달콤한 내 사랑을 가져가����� ���                                 たるこまん ね さらうん かじょが  
니가 좋아 (너무좋아)                                                にが ちょあ (のむちょあ)  
매일 매일 너만을 사랑할꺼야�����                              めいる めいる のまぬる さらんはるこや  
 
조금 그냥 그래 키도 작고��                                      ちょぐむ くにゃん くれ きど じゃっこ          
얼굴도 너무 까만 것 같아 (넌안돼~)�                   おるぐるど のむ かまん ごっ がった (のん あんどぇ~)  
뭐 그렇다고 나쁘진 않아                                        むぉ くろたご なっぷじ あな  
가끔 친구로 만나고 싶어����������                              �かっくむ ちんぐろ まんなご しっぽ  
너에게 끌려 자꾸 네게 끌려�����                        ����  のえげ くっりょ ちゃっく ねが くっりょ 
전화 너무 목소리 너무 멋진 너���                      �����ちょぬぁ のむ もくそり のむ もっちん の  
함께 걸으면 너의 손을 꼭 잡고 싶어져�               はむけ こるみょん のえ そぬる っこ ちゃぷこ しっぽじょ  
 
��������������※リピート                                                                  ※リピート  
넌 내게 가장 멋진 남자                                           のん ねげ かじゃん もっちん なむじゃ  
고마워 내게 백마탄 왕자���������                           �   �こまうぉ ねが べくまたん わんじゃ�  
이제부터 우리 둘이 너와 둘이�����                 ��      いじぇぶと うり どぅり のわ どぅり  
알콩달콩 사랑을 시작해���������                               �あるこんだるこん さらぬる しじゃけ  
새하얀 샴푸같은 우린����������                             �   せはやん しゃんぷがっとぅん うりん  
Bubble bubble bubble rap  후~�������                    Bubble bubble bubble rap ふ~  
자꾸자꾸 커져가는 너와 나의 사랑은                 ちゃくちゃく こじょかぬん のわ なえ さらうん  
레모네이드처럼 상큼해 You're fresh~���          �れもねいどぅ ちょろん さんこくめ You're fresh~  
너땜에 웃어 자꾸 내가 웃어�                 �  �          のってめ うそ ちゃっく ねが うそ 
너의 밝은 미소가 나를 웃게해�����     �                のえ ばるくん みそが なる うっけへ  
어쩌면 좋니 이젠 니가 없으면 난 안돼�       おっちょみょん ちょに いじぇん にが おぷすみょん なん あんどぇ  
������������������※リピート                                                                     ※リピート  
널 누구 보다 love you love you 사랑해�          のる ぬぐ ぽだ love you love you さらんへ 
난 니가 너무 좋아 어떡해�������                                なん にが のむ ちょあ おっとっけ� 
하루라도 나는 니가 없인 못살것 같은데�        はるらど なぬん にが おぷし もっさるこ がっとぅんで  
널 보고 싶어 두근두근 어떡해�                       のる ぽご しっぽ どぅぐんどぅぐん おっとっけ  
숨기려 해도 나는 잘 안돼�����            �                   すむきりょ へど なん ちゃる あんどぇ  
 그럼어때 (그럼어때)�����                                       �くろむおって (くろむおって)���� 
매일매일 너만을 사랑할꺼야                          めいる めいる のまぬる さらんはるこや  
너를 사랑해����������                                                               のる さらんへ  !
!
!
!
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Shuppy Shuppy ☆公式応援☆ 
에오 에에에 에오 에오 에에에 에오�×3������       �                       えお�えええ�えお�えお�えええ�えお ×3 
에오 에에에 에오 에오 에에에 에                                                 えお�えええ�えお�えお�えええ�え 
We are Girl’s Day                                                                            We are Girl’s Day !
Shuppy Shuppy Ra pa pa Shuppy Shuppy ×4                          Shuppy Shuppy Ra pa pa Shuppy Shuppy ×4 !
지금부터 내가 주문을 가르쳐 줄께                                                ちぐむぶと ねが ちゅむぬる かるちょじゅるけ 
(Shuppy Shuppy ×2)    �                                                                           (Shuppy Shuppy ×2) 
모두 원하는걸 이루고 가질 수 있게                                              もどぅ うぉんはぬんごる いる ご かじる す いっけ  
(Shuppy Shuppy ×2)                                                                                (Shuppy Shuppy ×2)  !
It’s alright 함께 외쳐봐                                                                  It’s alright はむけ うぇちょぼぁ 
조금 유치해도 입을 열고 크게 따라 해봐                                 ちょぐむ�ゆちへど�いぶる�よるご�くげ�たら�へぼぁ 
It’s alright happy time with you�������������                                    �It’s alright happy time with you 
더운 여름 짜증난 사람들 날 따라 해Yo�����                      ����たるん よるむ  かじゅんなん  さらむどぅる なる だら へYo !
Shuppy Shuppy Ra pa pa Shuppy Shuppy ×4                      Shuppy Shuppy Ra pa pa Shuppy Shuppy ×4  !
첫눈에 사귀고 싶은 멋있는 남잘 봤을 때��� �                       ちょんぬね さくぃご しっぷん もしっぬん なむじゃ ぼぁっする て 
(난 어때!? 난 어때!?)                                                                                (なんおって？�なんおって？) 
내가 아님 어울리지 않는 가방과 구둘 봤을 때                      ねが あにむ おうりじ あぬん かばんぐぁ くどぅる ぼぁっする て 
Oh- Oh-                                                                                                             Oh~ Oh~ 
It’s alright 함께 외쳐봐                                                                 It’s alright�はむけ うぇちょぼぁ 
우리모두 Party (yeah!) 다같이 Follow Me���������                    ��うり もどぅ Party (yeah!) たかち Follow Me 
It’s alright happy time with you                                                   It’s alright happy time with you 
어서 빨리 모두 여기 모여 We are Girl’s Day                          おそ ぱり もどぅ よぎ もよ We are Girl’s Day !
Shuppy Shuppy Ra pa pa Shuppy Shuppy ×4                       Shuppy Shuppy Ra pa pa Shuppy Shuppy ×4 !
5 4 3 2 1 Yo! 그 누가 뭐라건 Ho~                                            5 4 3 2 1 Yo! く ぬが もぉらごん Ho~� 
모두 내 맘대로 내 생각대로 멋대로                                             もどぅ ね まむでろ ね せんがくでろ もってろ !
Shuppy Shuppy Ra Pa Pa Kitch Kitch Ya Ya Ya                    Shuppy Shuppy Ra Pa Pa Kitch Kitch Ya Ya Ya !!
Girls day 준비완료 주문을 걸어 봐봐봐                             �Girls day�じゅんびわんりょ じゅむぬる ごろ�ぼぁぼぁぼぁ 
에오 에에에 에 We are Girl’s Day�����������                                      えお�えええ�え�We are Girl’s Day� 
  
Shuppy Shuppy Ra pa pa Shuppy Shuppy ×4��������         Shuppy Shuppy Ra pa pa Shuppy Shuppy ×4 !
Shuppy Shuppy Ra pa pa Shuppy Shuppy ×4�������        �Shuppy Shuppy Ra pa pa Shuppy Shuppy ×4 !!!!!!!!!!!!
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Oh! My God ☆公式応援☆	

!
※1)OH OH OH MA MA MA�������������������������※1)oh oh oh ma ma ma 
 어우워우 어 어 우워우　　　　　　　　　　　おううぉう お お うぉう 
OH OH OH MA MA MA�������������������������������������oh oh oh ma ma ma 
어우워우 어 어 우워우　　　　　　　　　　　おううぉう お お うぉう　 !
여자 맘을 몰라 넌 몰라 ����������������������������������よじゃ�まむる�のん�もら� 
꼭 말해줘야 너는 아니 아니　　　　　　　　こっ�まれじょや�のぬん�あに�あに 
오빤 정말 이래서 안돼 ����������������������������������おっぱん�ちょんまる�いれそ�あんどぇ 
뭘 잘못했는지도 몰라 몰라　　　　　　　　むぉる�ちゃるもってっぬんじど�もら�もら !
※2）맨날 미안하단말                            ※2）めんなる�みあんはんだんまる 
맨날 사랑한단말	 	 	      �                                   めんなる�さらんはんだんまる  
 이제 더는 못믿겠어 NO NO�������������������������いじぇ�とぬん�もっみっげっそ�No No 
맨날 노력한다고 맨날 잘하겠다고　　　めんなる�のりょくはんだご�めんなる�ちゃらげったご 
내 맘하나 몰라주니　　　　　　　　　　　ねまむはな�もらじゅに !
�����������������������������OH MY GOD OH MY GOD OH MY GOD GOD !
※3）정말 눈치코치 하나없어 없어　　　※3）ちょんまる�ぬんちこち�はなおぷそ�おぷそ 
아 정말 아 정말 정말 정말　　　　　　　　あ�ちょんまる あ�ちょんまる�ちょんまる�ちょんまる	 
너무 답답해서 미치겠어 겠어　　　　　　　　のむ�たぷたっぺそ�みちげっそ�げっそ 
                                                         リピート※1 !
남잔 하나같이 똑같애 ���������������������������������������なむじゃん�はなかっち�とかって 
하난 알고 둘은 몰라 몰라　　　　　　　　　　はなん�あるご�とぅるん�もら�もら 
화장하고 머릴 바꿔도　　　　　　　　　　　ふぁじゃんはご�もりる�ぱっくぉど	 
그것조차 너는 몰라 몰라　　　　　　　　　　くごじょじゃ�のぬん�もら�もら 
����������������������������������������������������リピート※2 
���������������������������� 
������������������������������ OH MY GOD OH MY GOD OH MY GOD GOD 
����������������������������������������������������リピート※3 
�����������������������������������������������������リピート※1�� !
�������������������������������OH MY GOD OH MY GOD OH MY GOD GOD 
����������������������������������������������������リピート※3 
�����������������������������������������������������リピート※1 
                                                      OH MY GOD 
    !
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나를 앚자마요~Don’t Forget Me~ ☆公式応援☆ 
!
니가 손을 잡아주길 바랬어 난�����にが�そぬる�ちゃばじゅぎる�ぱらっそ�なん 

너의 입술 바라보면 가슴두근�����のえ�いぷする�ぱらぼみょん�かすむどぅぐん 

매일 일기장엔 너의 얘기들만�����めいる�いるぎじゃんえん�のえ�いぇぎどぅるまん 

친구와의 낙서엔 너의 이름 이름����ちんぐわえ�なくそえん�のえ�いるむ�いるむ 

이름 이름...����������������������������� ���������いるむ�いるむ 

잊고싶지 않은 너의 ����������������������������いっこしぷじ�あぬん�のえ� 

그 느낌느낌 너의 눈빛����������      ��������く�ぬっきむぬきっむ�のえ�ぬんぴっ 

밤이 되면 꺼내보는 내 맘속 기억들 �������ぱみ�とぇみょん�こねぼぬん�ね�まむそく�きおくどぅる 

니 기억들 (I'll REMEMBER U)�������������に�きおくどぅる 

나를 잊지마요 그댄 나의 babe��������������なる�いっじまよ�くでん�なえ�babe 

��������������������������You‘re my You‘re my You‘re my babe 
다가와서 안아줘요 그댄 나의 babe������たがわそ�あなじょよ�くでん�なえ�babe 

���������������������������You‘re my You‘re my You‘re my babe 
시간이 지나면 잊혀질 거라는����������������しがに�ちなみょん�いっじょちる�こらぬん 

그때 니말을 기억해�����������������������������くで�にまるる�きおけ 

하지만 나 아직도 너를����������������������はじまん�な�あじくど�のる� 

기억하고 있어 나����������������������������きおかご�いっそ�な 

근사하게 교복 잘어울리던 너�������������くんさはげ�きょぼく�ちゃるおうりとん�の 

어딘지 모르게 어른같았던 널�������������おでぃんじ�もるげ�おるんがったっとん�のる 

그래서 학교에서 너를 좋아해��������������くれそ�はっきょえそ�のる�ちょあへ 

아무에게도 말하지 못했던 내 비밀 비밀��あむえげど�まるはじ�もてっとん�ね�ぴみる�ぴみる 

잊고싶지 않은 너의���������������������������いっこしぷじ�あぬん�のえ 

그 느낌느낌 너의 눈빛�����������������������く�ぬっきむぬっきむ�のえ�ぬんぴっ 

밤이 되면 꺼내보는 내 맘속 기억들������ぱみ�とぇみょん�こねぼぬん�ね�まむそく�きおくどぅる 

니 기억들 (I'll REMEMBER U)����������に�きおくどぅる 

나를 잊지마요 그댄 나의 babe����������なる�いっじまよ�くでん�なえ�babe 

��������������You‘re my You‘re my You‘re my babe 
다가와서 안아줘요 그댄 나의 babe������たがわそ�あなじょよ�くでん�なえ�babe 

����������������������You‘re my You‘re my You‘re my babe 
            uh~I miss u , (I miss u )I need u  (I need)I want u�(I want u) 
              uh~I miss u , (I miss u )I need u  (I need)I want u�(I want u) 
    그때 말하지 못했던 내 맘,        ������くって�まらじ�もてっとん�ね�まむ� 

    너무 부끄러워 그랬어�             ������のむ�ぶくろうぉ�くれそ 

       나도 너를 갖고 싶어 이제   ��������など�のる�かっこ�しっぽ�いじぇ 

                          우워~너를 너를     ううぉ〜のる�のる 

                    잊고싶지 않은 너의 그 �いっこしぷじ�あぬん�のえ�く 

느낌느낌 너의 눈빛      ������������������� ぬっきむぬっきむ�のえ�ぬんぴっ 

밤이 되면 꺼내보는 내 맘속 기억들    �ぱみ�とぇみょん�こねぼぬん�ね�ま�むそく�きおくどぅる 

니 기억들 (I'll REMEMBER U)     ��� に�きおくどぅる 

나를 잊지마요 그댄 나의 babe        �なる�いっじまよ�くでん�なえ�babe 

                You‘re my You‘re my You‘re my babe !
다가와서 안아줘요 그댄 나의 babe   たがわそ�あなじょよ�くでん�なえ�babe !
                   You‘re my You‘re my You‘re my babe 
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!
기대해(Expectation)公式応援 
!
曲の始まりoohにあわせて名前コール(括弧内) !
Ooh Ooh Ooh Ooh Ooh Ooh Ooh Ooh  
(박소진 김아영 오늘은 더) 귀엽게（ぱくそじん�きむあよん�おぬるん�と�くぃよぷけ) 
Ooh Ooh Ooh Ooh Ooh Ooh Ooh Ooh 
 (방민아 이혜리 오늘은 더) 예쁘게 (ぱんみな�いへり�おぬるん�と�いぇっぷげ)�(걸!스!데!이!)（ごる・ず・で・い！） !
하루에도 열번씩 네 전화번호 지워보고　はるえど　よるぽんしく　ね　ちょなぼの　ちうぉぼご 
너를 또 지워보고 생각에서 지워봐도　　のる　と　ちうぉぼご　せんがけそ　ちうぉぼぁど 
너의 번호 뒷자리에 내 가슴은 내려앉아　のえ　ぼの　てぃっちゃりえ　ね　かすむん　ねりょあんじゃ 
그렇게 통화하고 다시 또 미소짓고　　　くろけ　とんわはご　たし　と　みそちっこ 
나는 네가 불안해 그게 불만인데도　　　なぬん　にが　ぶらね　くげ　ぶるまんいんでど 
자존심 탓 때문에 말도 못해 이렇게　　　ちゃじょんしむ　たっ　てむね　まるど　もって　いろけ 
내가 아님 안되는 남자 많고 많은데　　　ねが　あにむ　あんどぇぬん　なむじゃ　まんこ　まぬんで 
네가 숨기고 쓰는 문자가 더 신경쓰여　　にが　すむぎご　すぬん　むんちゃが　と　しんぎょんすよ 
문자가 신경쓰여　　　　　　　　　　　むんちゃが�しんぎょんすよ !
※1)Ooh Ooh Ooh Ooh Ooh Ooh Ooh Ooh 귀엽게くぃよぷけ 
Ooh Ooh Ooh Ooh Ooh Ooh Ooh Ooh 예쁘게いぇっぷげ 
널 내게 널 내게 다가오게 만들래　　　　　　のる　ねげ　のる　ねげ　たがおげ　まんどぅっれ 
Ooh Ooh Ooh Ooh Ooh Ooh Ooh Ooh 기대해きでへ 
너땜에 너땜에 미쳐가 Whoa uh uh��������������のってめ�のってめ�みっちょが�Whoa uh uh 
너땜에 너땜에 미쳐가 Whoa uh uh��������������のってめ�のってめ�みっちょが�Whoa uh uh�����”(정!규!대!박!)(じょん！きゅ！て！ばっ！)”←一回目のみ !
내 앞에서 그 여자랑 다정하게 얘기하고　　　ね　あぺそ　く　よじゃらん　たじょんはげ　いぇぎはご 
토라진 나를 보고 별일 없이 미소짓고　　　　とらじん　なる　ぽご　ぴょりる　おぷし　みそちっこ� 
이런 기분 너무 싫어 나 또 다시 널 잊으려　　いろん　きぶん　のむ　しろ　な　と　たし　のる�いじゅりょ 
잊으려 애를 쓰고 그렇게 아파하고　　　　　いじゅりょ　える　すご　くろけ　あぱはご 
너란 남자 왜 그래 너 때문에 난 미쳐　　　　のらん　なむじゃ　うぇ　ぐれ　の　てむね　なん　みちょ 
나 하나면 안되니 내 가슴은 찢어져　　　　　な　はなみょん　あんどぇに　ね　かすむん　ちじょじょ 
나만 보는 남자들 많고 많고 많은데　　　　　なまん　ぽぬん　なむじゃどぅる　まんこ　まんこ　まぬんで 
네 전화만 기다리는　　　　　　　　　　　　に　ちょなまん　きだりぬん 
바보같은 나는 뭐니　　　　　　　　　　　　ぱぼ　がっとぅん　なぬん　むぉに 
바보 같은 나는 뭐니　　　　　　　　　　　　ぱぼ　がっとぅん　なぬん　むぉに 

바보 같은 나는 뭐니(ぱぼがっとぅん�なぬん�むぉに) 
※1リピート 

����������������I just want you to come to me 
다가와봐 내가 손짓 하잖니　　　　　　　　　　たがわば　ねが　そんじっ　はじゃに 
����������������I just need you to give your love 
어서 내게 네 마음을 보여줘　　　　　　　　　　おそ　ねげ　に　まうむる　ぽよじょ !
나 왜이래 내 마음은 고장 났어 난　　　　　　な�うぇいれ ね�まうむん�こじゃん�なっそ�なん 
나 왜이래 내 마음은 너만 찾아 난　   　　　　 な うぇいれ　ね　まうむん　のまん　ちゃじゃ 
네가 미워미워 미치겠어도 난            　　　　 にが�みうぉ�みうぉ�みちげっそど�なん 
너의 웃는 네 입꼬리에×3          　    　　　　 のえうっぬん　に　いぷこりえ×3 
네 목소리에×3  ����������������������������������������に�もくそりえ�×3����� 
난 가슴이 떨려                                　　　　　なん�かすみ�とっりょ !!
널 내게 널 내게 다가오게 Ooh Ooh Ooh������のる�ねげ�のる�ねげ�たがおげ�Ooh Ooh Ooh 
널 내게 널 내게 미쳐보게 Yeah eh eh�����������のる�ねげ�のる�ねげ�みちょぼげ�Yeah eh eh 
나 없음 나 없음 안되게 널 만들래　　　　　　　な　おぷすむ　な　おぷすむ　あんどぇげ　のる　まんどぅっれ !

Ooh Ooh Ooh Ooh Ooh Ooh Ooh Ooh 기대해きでへ 
넌 내게 넌 내게 미쳐가 Wuh Oh Oh������   ���のん�ねげ�のん�ねげ�みっちょが��Wuh Oh Oh�� 
넌 내게 넌 내게 미쳐가 Wuh Oh Oh�������  �� �のん�ねげ�のん�ねげ�みっちょが��Wuh Oh Oh� 
����������������������������������I’m gonna get to you 
Ooh Ooh Ooh Ooh Ooh Ooh “Ooh Ooh” (걸스데이)기대해　(ごるずでい きでへ)←最後から2つ目のoohにかぶせて !
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!!!
그녀를 믿지마 (Don’t Trust Her)公式応援 

woo woo woo woo woo wu~ this is how we do it 
woo woo woo woo woo wu~ this is how we do it 

슬픈 표정 짓지 마 미안하다 하지마                   するぷん�ぴょじょん�ちじ�ま�みあなだ�はじ�ま 
이러면 내가 슬퍼지잖아�����������������������������いろみょん�ねが�するぽじじゃな 
그녈 모두 잊었다고 웃어도 추억이라��������������くにょる�もどぅ�いじょったご�うっそど�ちゅおきら 
내게 말을 해도 다 알아 What's going on?�ねげ�まるれど�た�あら�What's going on? 
왜 또 내게 또 내게 상처를 주려해����������������うぇ�と�ねげ�と�ねげ�さんちょる�じゅりょへ 
그리 쉽게 또 믿게 하지 않겠어����������������������くり�しぷけ�と�みっけ�はじ�あんけっそ 
나를 봐 (나를 봐) 흔들리지 마 (NO NO)�����なるぼぁ(なるる�ぼぁ)�ふんどぅりじま�(NO NO) 
이제 내가 옆에 있잖아 다신 다가가지 마�������いじぇ�ねが�よぺ�いっちゃな�たしん�たががじま !

※1)그녈 믿지 마라�       ���������������くにょる�みっじまら�Please Don't Go (Please Don't Go) 
그녀에게 속지 마라 �����������������くにょえげ�そっじまら�Please Don't Go (Ooh Wuh) 

또 다시 혼자 남아 내게 돌아오는 건�������������と�たし�ほんじゃ�なま�ねげ�とらおぬんごん 
상처뿐일 거야�����������������������������������������さんちょぷにる�こや Please Don't Go Baby� 
※2)내가 지켜줄게너만 바라볼게�����������������ねが�ちきょじゅるけ�(け！) のまん�ぱらぼるけ(け)� 
나를 믿어 Never Say Never Say Never�������なる�みど�Never Say Never Say Never� 
내 옆에 있을땐 아무 걱정 없게�����������������������ね�よぺ�いっするってん(ってん) あむ�こくちょん�おぷけ(け)� 
나를 믿어 Never Say Never Say Never������なる�みど�Never Say Never Say Never !!

All the girl's say Yeah (Yeah) ma ladies (Yeah) so move your feet like this (Hey!) 
Yeah (Yeah) ma ladies (Yeah) say please don't go my baby 

조금 힘들어도 기다려 줄게    ��������������������ちょぐむ�ひむどぅろど�きだりょ�じゅるけ 
사랑이란 말을 다시 믿게 해줄게�� ��������������さらんいらん�まるる�たし�みっけ�へじゅるけ�Oh Let her Go 
뭘 어쩌려고 그녈 또 만나려고 해����������������もろっちょりょご�くにょる�まんなりょご�へ 
내가 쉽게 떠나게 하지 않겠어��������������������ねが�しぷけ�となげ�はじ�あんけっそ 
나를 봐, (나를 봐) 내 맘을 몰라 (NO NO)��なるる�ぼぁ�(なるる�ぼぁ) ね�まむる�もっら�(NO NO) 
이제 내가 옆에 있잖아 다시 다가가지 마�������いじぇ�ねが�よぺ��いっちゃな�たし�たががじま 

※)1・2リピート 
NA NA NA NA NA~ (박소진 김아영)(ぱくそじん�きむあよん)←NA NA�NAの後に続いて 

�������������NA NA NA NA NA~�� (방민아 이혜리)(ぱんみな�いへり) 
아무렇지 않게 너를 버렸다는 걸  ������������あむろじ�あんけ�のる�ぼりょったぬん�ごる 
미안한 맘은 조금도 없었다는 걸��������������みあなん�まむん�ちょぐむど�おぷそったぬん�ごる 
너도 잘 알잖아 이젠 내가 있잖아��������������のど�ちゃる�あるじゃな�いじぇ�ねが�いっちゃな 
정말 화가 나 미치겠어 내가 용서 않겠어����ちょんまる�ふぁがな�みちけっそ�ねがよんそあるげっそ 

※1）リピート 
NA NA NA NA NA~NA NA NA NA NA~(Say please don't go my baby) 
NA NA NA NA NA~NA NA NA NA NA~(Say please don't go my baby)NA NA NA NA NA~ !
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!
여자 대통령(Famale President)☆公式応援☆ 
널 사랑한다고 말해버릴까 싶어 �������������������       のる�さらんはんだご�まれぼるか�しっぽ 

이렇게 매일 가슴아파 아파����������������������     ����いろけ�めいる�かすまっぱ�あぱ 

아파 아파 아파 아파�����������������������������  ���������あぱ�あぱ�あぱ�あぱ 

그런데 왜 이래 ������������������������������� �������������くろんで�うぇいれ� 

니 앞에만 서면 작아져 버려 ����������������  ����������に�あぺまん�そみょん�ちゃがじょ�ぼりょ 

아무것도 아닌 애기같아 애기같아�오오오오���あむごと�あにん�いぇぎがった�いぇぎがったおおおお 

너만 생각하면 나는 마음이 좋아 ���������������������のまん�せんがっかみょん�なぬん�まうみ�ちょあ 

눈을 뜰 수 없어�(눈 을 떠 요)    ��������������������� ぬぬる�っとぅる�す�おぷそ(ぬぬるっとりょ) 

���������������������������������������������������������※1) 
������Come on Just do it this yo 나를 따라 해봐 이렇게 �なるる�たら�へぼぁ�いろけ 

���������������������������������������������������������※2) 
������Come on Come on 오오오おおおCome on Come on 오오오おおお 

���������������������������������������������������������※3) 
���니가 먼저 다가가 (가!) 사랑한다 말을 해 (해!) にが�もんじょ�だがが (か！)�さらんはんだ�まるへ （へ！） 

��������이제 그래도  �돼 (돼!)니가 먼저 시작해 ������いじぇ�くれど�どぇ（どぇ！）�にが�もんじょ�しじゃけ 

���������������������������������������������������������※4) 
우리나라 대통령도 이제 여자분이신데 ���������������うりなら�でとんりょんど�いじぇ�よじゃぶにしんで 

뭐가 그렇게 심각해 왜 안돼 ��������������������������� むぉが�くろけ�しんがけ�うぇ�あんどぇ� 

여자가 먼저 키스 하면 잡혀가는건가 (어!) ����������よじゃが�もんじょ�きす�はみょん�ちゃびょかぬんごんが (お！) 

그 애에게 다가가(가!) 니가 먼저 키스해 (해!)�������� く�いぇえげ�たがが�(か！)�にが�もんじょ�きすへ (へ！) 

이제 그래도 돼 (돼!) 니가 먼저 시작해 ������������������いじぇ�くれど�どぇ (どぇ！)�にが�もんじょ�しじゃけ !
”이젠 그래도 돼� (걸 스 데 이) ����������������������������いじぇ�くれど�どぇ (ごる・ず・で・い)”←一周目のみ 

���������������������������������������������             ※5） 
������따라따라따따라따라 따라따라따따라따라たらたら�たったらたら たらたら�たったらたら 

       따라따라따따라따라 따라따라따따라따라たらたら�たったらたら たらたら�たったらたら !
널 좋아한다고 고백해볼까 싶어��������������������のる�ちょあはんだご�ほべくへぼるか�しっぽ 

너 땜에 온통 머릿속이 어질���������������           の�てっめ�おんとん�もりそぎ�おじる 

어질 어질 어질 어질 ���������������          ����������おじる�おじる�おじる�おじる 

너만 바라보면 자꾸 웃음이 나와  ���������������   のまん�ぱらぼみょん�ちゃっく�うっすみ�なわ 

녹을것만 같아 (녹 아 내 려)  ���������������         のぐるこっまん�がった （のがねりょ） 

���������������          ���������������          ※1・2・3・4・5リピート 
걱정하지마 하고 싶은대로 해���������������          こくちょんはじま�はごしっぷんでろ�へ 

난 너의 모든걸 다 갖고 말겠어���������������         なん�のえ�もどぅんごる�た�かこ�まるげっそ 

널 사귀자고 할래 널 좋아한다 할래����������������� のる�さぐぃじゃご�はっれ�のる�ちょあはんだ�はっれ 

널 사랑할래 이제���������������������          �����������のる�さらんはっれ�いじぇ 

���������������       Come on Like this�Come on Just do it this yo 
니가 먼저 해 좀 다르게���������������          ����������にが�もんじょ�へ�ちょむ�たるげ 

���������������          ���������������          �����������※2リピート 
니가 먼저 다가가 (가!) 내꺼라고 말을 해 (해!)������にが�もんじょ�たがが�(か！) ねっこらご�まるる�へ (へ！ 

이제 그래도 돼 (돼!) 니가 먼저 시작해��������������� �いじぇ�くれど�どぇ (どぇ)�にが�もんじょ�しじゃけ 

���������������          ���������������          �����������※4)リピート 
이젠 그래도 ���������������          ���������������          ���いじぇ�くれど�どぇ 
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말해줘요 (Please Tell me)☆公式応援☆ 
������������          ���������������        우리 둘이 함께 해요�      うり�とぅり�はむけ�へよ 
������������          ���������������        나를 혼자 두진 마�     ����なる�ほんじゃ�とぅじま 
������������          ���������������        이 밤이 깊어져만 가�        い�ぱみ�きっぽじょまん�が 
������������          ���������������        빨리 고백�������������           ぱっり�こべく !
안 해? 안해? 안 할거야������������������������������������������������������あね？ あね？あなるこや（안 해!)（あね！）←ミナのあなるこや？に続いて 
(박소진 김아영 방민아 이혜리�걸!스!데!이!�말!해!줘!)��������������（ぱくそじん�きむあよん�ぱんみな�いへり�ごる・ず・で・い�ま・れ・じょ） 
You 넌 내 맘을 너무 몰라���������������������������������������������������You�のん�ね�まむる�のむ�もっら 
Oh You 빛나는 저 파도 같아�����������������������������������������������Oh You�ぴなぬん�ちょ�ぱど�がった 
You 왜 자꾸 애태우는지 (아이야아 아아 이 야이야)����������������  You�うぇ�ちゃっく��えてうぬんじ 
(하나 하나 하나 둘 셋 넷)���������������          ���������������          ����(はな�はな�はな�どぅる�せ�ね) 
하면 솔직히 내게 말해줘����������������          ���������������          �����はみょん�そるじき�ねげ�まれじょ 
(네가 먼저 말해주면 안돼)���������������          ���������������             �にが�もんじょ�まれじゅみょん��あんどぇ 
Oh 부끄러워 부끄럽단 말야�Oh���������������          ���������������       ぶくろうぉ�ぶくろぷたん�まりや 
시원한 바람�아름다운 해변����������������          ���������������              しうぉなん�ぱらむ�あるむだうん�へびょん 
이곳엔 너와 단 둘이���������������          ���������������          ��������������いごせん�のわ�たん�どぅり !
모든 걱정들은 저기 저 바다에���������������          ���������������          �もどぅん�こくちょんどぅるん�ちょぎ�ちょ�ぱだえ 
던져 버릴래�지금 말해줘요���������������          ���������������          �����とんじょ�ぼりっれ�ちぐむ�まれじょよ� 
말해줘요�말해줘요����������������          ���������������          ���������������まるへじょよ�まるへじょよ !
사실은 나를 좋아한다고����������������          ���������������          ���������さしるん�なる�ちょあはんだご 
우릴 위한 저 바닷가로�����������������          ���������������          ����������うりる�うぃへ�ちょ�ぱだかろ 
빨리 떠나요�������������������          ���������������          ���������������    ���ぱっり�となよ 
지금 말해줘요����������������          ���������������          ���������������     ��ちぐむ�まれじょよ 
말해줘요�말해줘요���������������          ���������������          ���������������  �まるへじょよ�まるへじょよ !
난 너 하나면 충분해����������������          ���������������          ����������� ��なん�の�はなみょん�じゅんぶね 
약속해 손가락 걸고����������������          ���������������          ��������  ���� やくそけ�そんから�こるご 
말해줘 말해줘요�말해줘 말해줘요���������������          ���������������       まれじょ まれじょよ�まれじょ まれじょよ 
다다른 여자보단 내가 나아���������������          ���������������          ������たたるん�よじゃぽだん�ねが�なあ 
하나보단 둘이（둘이）���������������          ���������������          �������������はなぽだんとぅり（とぅり）←一回目のトゥリ後に 
아침부터 저녁까지����������������          ���������������          ��������������� あちむぶと�ちょにょくかじ 
우리 둘이 (나나나나)���          ���������������          ��������������    ���     �うり�どぅり(なななな) 
이 노래를 불러�         ���������������                 ���������������                 いのれる�ぷろ 
         ���������������        Say 1!2!3!4! (わん！とぅー！すりー！ふぉー！) 
야 안 따라 부르냐？ 어！         ���������������                 ���������������        や!あんたらぶるにゃ？（お！） 
뜨거운 태양�부서지는 파도�         ���������������                 ���������������   とぅごうん�てやん�ぷそじぬん�ぱど 
이곳엔 너와 단 둘이�         ���������������                 ���������������             いごせん�のわ�たん�どぅり 
모든 걱정들은 저기 저 하늘에         ���������������                 ����������������もどぅん�こくちょんどぅるん�ちょぎ�ちょ�はぬれ 
던져 버릴래         ���������������                 ���������������                 ��������とんじょ�ぼりっれ 
지금 말해줘요         ���������������                 ���������������                 �����ちぐむ�まれじょよ� 
말해줘요�말해줘요�         ���������������                 ���������������               まるへじょよ�まるへじょよ 
난 너 하나면 충분해�         ���������������                 ���������������            �なん�の�はなみょん�じゅんぶね 
약속해 손가락 걸고         ���������������                 ���������������        �������やくそけ�そんから�こるご 
말해줘 말해줘요�말해줘 말해줘요         ���������������                 ���������� まれじょ まれじょよ�まれじょ まれじょよ !
오늘밤이 다 가기 전에 고백해줄래요�         ���������������                 ������おぬるぱみ�た�かぎ�じょね�こべけじゅっれよ 
사랑해 사랑해�달콤한 입술로�         ���������������                 ���������������さらんへ�さらんへ�たるこまん�いぷするろ 
아침을 깨워줄�그댄�너란 걸�         ���������������                 ���������������  あちむ�けうぉじゅる�くでん�のらんごる 
지금 말해줘요         ���������������                 ���������������                 �����ちぐむ�まれじょよ� 
나 사랑한다는 그 말�         ���������������                 ���������������             な�さらはんだぬん�く�まる 
아끼지 말아요         ���������������                 ���������������                 �����あっきじ�まらよ 
두 손을 꼭 붙잡고�         ���������������                 ���������������                どぅそぬる�こ�ぷっちゃっこ 
멀리 떠나요�         ���������������                 ���������������                 �������もり�となよ !
지금 말해줘요�         ���������������                 ���������������                 ����ちぐむ�まれじょよ� 
말해줘요�말해줘요�         ���������������                 ���������������                まるへじょよ�まるへじょよ 
너와 이 여름 안에서�         ���������������                 ���������������             のわ�い�よるむ�あねそ 
영원히 함께 할래요         ���������������                 ���������������        ������よんうぉに�はむけ�はっれよ 
말해줘 말해줘요�말해줘 말해줘요         ���������������                 ��������� まれじょ まれじょよ�まれじょ まれじょよ 
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Something☆公式応援☆ !
　　　　　　　　　　　　Don’t you look 
　　　　　　　　　　　into my eyes and lie again 
　　　　　　　　　　　I’m sick of being alone 
걸스데이 박소진     　 　　 ごるずでい　ぱくそじん 
걸스데이 김아영 　　　　   ごるずでい　きむあよん 
걸스데이 방민아   　　　　ごるずでい　ぱんみな 
걸스데이 이혜리       　　　　 ごるずでい　いへり 
반짝반짝 걸스데이           　　ぱんちゃぱんちゃ　ごるずでい 
에브리데이 걸스데이   　　　えぶりでい　ごるずでい 
이번에도 기대해  　　　　　　いぼねど　きでへ 
something대박　　　　　something てばっ !
흔들리는 표정 말투에        ふんどぅりぬん　ぴょじょん　まるとぅえ 
넌 뭔가 있는 듯해　　　　のん　むぉんが　いんぬん　どぅって 
　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　※ 
네 몸에 베인 낯선 향기에　　　　　に　まめ　べいん　なっそん　ひゃんぎへ 
뭔가에 홀린 듯해　　　　　　　　　むぉんがえ　ほりん　どぅって 
내 촉에 찔리나봐　　　　　　　　　ね　ちょげ　ちっりなぼぁ　 
허를 찌르니까 넋이 나가　　　　　　ほるる　ちるにか　のくし　なが 
앞뒤가 이랬다 저랬다 왜 그러니　　　あぷてぃが　いれった　ちょれった うぇぐろに 
내 촉에 찔리나봐　　　　　　　　　ね　ちょげ　ちっり なぼぁ 
허를 찌르니까 넋이 나가　　　　　　ほるる　ちるにか　のくし なが 
왜 덜컥 겁이나　　　　　　　　　　うぇ　とるこっ　こびな 
이손 놔 날 속이지마　　　　　　　　いそん　のぁ　なる そぎじま 
나만 몰랐었던 something (something)　　　　　　　　なまん　もらそっとんsomething (something) 
분명히 느껴져 must be something (something)　　　　ぶんみょんひ　ぬっきょじょsomething (something) 
뻔한 너의 거짓말　그만 여기까지만　　　　　　　　　　　ぽなん　のえ　こじっまる くまん　よぎ っかじまん 
　　　　　　　　　　nothing  it’s something　stop it~ no uh~　 !!
흐린 하늘 속 그 무지개　슬피 우는 피아노　ふりん　はぬる　そっ　く　むじげ すぴ　うぬん　ぴあの 
　　　　　　　　　　　　　　　　※リピート 
사랑을 쉽게　얻으려고 하지마　　　　　さらぬる　しゅぃぷけ　おどぅりょご　はじま 
후회 하지마　　　　　　　　　　　　ふふぇ　はじま 
속이고 여잘 또 울리는　　　　　　　　　そぎご よじゃ　っと　うるりぬん 
넌 여기까지　　　　　　　　　　　　のん　よぎっかじ 
　　　　　　　　　　　　　　　　　bye bye bye out 
나만 몰랐었던 something (something)　        　　　なまん　もらそっとんsomething (something) 
분명히 느껴져 must be something (something) 　　ぶんみょんひ　ぬっきょじょsomething (something) 
뻔한 너의 거짓말 그만 여기까지만        　　　　　　　　    ぽなん　のえ　こじっまる くまん　よぎ っかじまん 
                             nothing  it’s something　stop it~ no uh~　 !
내가 준 사랑이 넌 우스웠니　 ねが　じゅん　さらんい　のん　うすうぉに 
내가 준 사랑이 지겨워졌니　ねが　じゅん　さらんい　ちぎょうぉじょっに 
니 앞에서 보이기 싫어       　に　あぺそ　ぽいぎ　しろ 
참았던 눈물　                  ちゃまっとん　ぬんむる 
내가 준 사랑이 넌 우스웠니　ねが　じゅん　さらんい　のん　うすうぉに 
내가 준 사랑이 지겨워졌니　ねが　じゅん　さらんい　ちぎょうぉじょっに 
우린 여기까지니　　　　　　　うりん　よぎっかじに 
우린 여기까지니　　　　　　　　うりん　よぎっかじに !!
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Darling ☆公式応援☆ 

出だしのAre You Ready~? からテンポにあわせて… 

박소진 김아영 방민아 이혜리　　　　　ぱくそじん　きむあよん　ぱんみな　いへり 
그대는 달콤해 나의 달링 걸스데이　　　くでぬん たるこめ なえ だりん ごるずでい 

요즘 연인들은 kiss하고  시작한대 사랑을 よじゅむ　よにんどぅるん　きすはご  しじゃかんで　さらぬる 

어리숙하고 난 낯을 가리는데 사람을   　　おりそがご　なん なじゅ かりぬんで　さらむる 

내 틀 안에 갇혀　　　　　　　　　　　　ね　とぅる　あね　かっちょ 

매일 가짜 같은 진짜 사랑도　　　　　　　めいる　かっじゃ　かっとぅん　ちんちゃ　さらんど 

　　　　　　　　　　　I  fell in love with you 

표현 못했는데 사랑을      　　　　　　　　   ぴょよん もってぬんで さらぬる 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~※リピート~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
나비처럼 내 맘에 날아 앉아　　　　　　 　なびちょろん　ね　まめ　なら　あんじゃ 
벌처럼 사랑을 톡 쏘니까　　　　　　　　　ぽるちょろん　さらぬる　とっ　そにか 
달콤한 유혹에 빠져 난　　　　　　　　　　たるこまん　ゆほけ　ぱじょ　なん 

　　　　　　　　　　　　　　　　　call me your darling 

darling 나를 녹여줘 슈가 팝(팝) my 롤리팝(팝)     darling なる　のぎょじょしゅがぱっ(ぱっ) my ろりぱっ (ぱっ) 
소리 칠거야   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　そり　ちるこや  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　call your my darling  
darling 그댄 달콤해 oh 화끈해(해) 더 뜨겁게(게) 　darling くでん　たるこめ  oh ほぁくめ(へ) と とぅごぷけ(け) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

   　　　　　　　　　only you~ only you~ only you~my only you~ 

슈가 슈가 슈가 너만이 나의 스타 　　　　　　　しゅが　しゅが　しゅが  のまに　なえ　すた 

사랑에 빠진 소재로 노래를 불러볼까　　　　　　さらね　ぱじん　そじぇろ のれる　ぷろぼるけ 

달아달아 밝아 저 달도 내 맘 알까　　　　　　　　たら　たら　ぱるが ちょ　たるど　ね　まむ　あるか 

슈가 슈가 슈가  달콤해 너무 니가　　　　　　　　しゅが　しゅが　しゅが たるこめ　のむ　にが 

oh baby~ 상큼하게 톡톡　soda pop pop pop　　　　　oh baby~ さんくまげ　とっとっ soda pop pop pop 

내 목이 따끔하고 간지럽게　my my my　　　　　　　ね　もぎ　ったくまご　かんじろぷけ　my my my 

　　　　　　　　　　　　　　　　I fell in love with you 

빠져들고 싶어 니 안에　　　　　　　　　　　　　　ぱじょとぅるご　しっぽ　に　あね 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※リピート 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　only you~ only you~ 

별이 쏟아지는 바닷가위에　　　　　　　　　　　　　ぴょり　っそだじぬん　ぱだっかうぃえ 

살포시 그대무릎에 기대 누워 잠들고 싶어　　　　　　さるぽし　くでむるべ きで　ぬうぉ　ちゃむとぅるご　しっぽ 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※リピート 

　　　　　　　　　　　　only you~ only you~ only you~my only you~

　Copyrights fan site Everyday Girl'sDay Japan. All Rights Reserved.


