
  

アーセナル チャント集 

 

Arsenal 
Arsenal Arsenal Arsenal 
アースネル、アースネル、アースネル 

Arsenal Arsenal Arsenal 
アースネル、アースネル、アースネル 

Arsenal Arsenal Arsenal 
アースネル、アースネル、アースネル 

Arsenal Ar-se-nal! 
アースネル、アーース、ネル 

 

最初のアースネル 9 回は手拍子をしながら 

最後（10 回目）のアーースネルは両手をあげて歌う 

 

Arsenal FC 
And it's Arsenal 
アーンド イッツ アーースーネル 

Arsenal FC 
アースネル エフシー 

We're by far the greatest team 
ウィァバイ ファー ザ グレーテスト ティーム 

The world has ever seen 
ザ ワール（ド ハ）ズ エーバー シーン 

 

We're by は発音する数と音の数が合っていないので、全部を綺麗に発音

する事はできません。無理に一音ずつを発音しようとせず、大事なウィの部

分と by far で意味をなすバイの発音をするように心がけてください。 

 

Arsenal 
Arsenal 
アースネル 

Arsenal 
アースネル 

Arsenal 
アースネル 

 

Come on Arsenal 
Come on Arsenal! 
カモーン アースネル！ 

Come on Arsenal! 
カモーン アースネル！ 

Come on Arsenal! 
カモーン アースネル！ 

 

We Love You Arsenal 
We love you Arsenal, we do 
ウィ ラブ ユー アースネル ウィ ドゥー 

We love you Arsenal, we do 
ウィ ラブ ユー アースネル ウィ ドゥー 

We love you Arsenal, we do 
ウィ ラブ ユー アースネル ウィ ドゥー 

Ah Arsenal we love you! 
アー アースネル ウィー ラブ ユー 

 

最初の We love you Arsenal, we do は手拍子をしながら 

最後の Ah Arsenal we love you!は両手をあげて歌う 

 

Arsene Give Us a Wave 
Arsene, give us a wave!  
アーセン ギヴ アス ア ウェイブ 

Arsene, Arsene, give us a wave! 
アーセンアーセン ギヴ アス ア ウェイブ 

 

Give Us (ギブ アス)が上手く言えないようであれば「ギヴァス」と言ってみ

てください。 

「手を振って！」と呼びかけているチャントなので、監督が手を振ってくれた

ら「イェーイ！」と言いながら拍手をしてください。 
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Theo Walcott 
Theo 
シーオ 

Theo 
シーオ 

Theo 
シーオ 

 

ウォルコットの名前はカタカナで書いたら「シオ」です。 

TH なのでもちろん舌は歯の間に挟んで「シ」です。 

 

Thomas Vermaelen 
Thomas Vermaelen 
トーマス ヴァマーレン （5 回手拍子） 

Thomas Vermaelen 
トーマス ヴァマーレン （5 回手拍子） 

Thomas Vermaelen 
トーマス ヴァマーレン （5 回手拍子） 

 

この曲も使いまわしされるチャントで Szczesny も同じチャントです。（ウ

ォイチェック シェズニーって歌ってください） 

 

Olivier Giroud 
Na, na, na, na, na, na, na 
ナーナーナ ナナナナー 

Na, na, na, Giroud 
ナナナナー ジールゥー 

 

元はビートルズのヘイジュード 

 

Santi Cazorla 
Oh Santi Cazorla 
オー サンティ カソーラ 

Oh Santi Cazorla 
オー サンティ カソーラ 

 

ロンドンではカゾーラと歌っていますが、カソーラが正しいです。 

 

Lukas Podolski 
He scores when he wants 
ヒー スコーズ フェン ヒー ワーンツ 

He scores when he wants 
ヒー スコーズ フェン ヒー ワーンツ 

Lukas Podolski 
ルーカス ポドルスキー 

He scores when he wants 
ヒー スコーズ フェン ヒー ワーンツ 

 

Tomas Rosicky 
Super, super Tom 
スーパー スーパー トム 

Super, super Tom 
スーパー スーパー トム 

Super, super Tom 
スーパー スーパー トム 

Super Tomas Rosicky 
スーパー スーパー トーマス ロシツキー 

 

この曲は使いまわしが多く、Jack にも使うのですが、Jack は Winter 

Wonderland 版もあるので、そちらを歌いましょう。 
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Jack Wilshere 
There's only one Jack Wilshere 
ゼー[イ]ズ オンリー ワーン ジャック ウィルシャー 

One Jack Wilshere 
ワーン ジャック ウィルシャー 

Walking along, sing a song 
ウォーキン[グ] アロン[グ] シング ア ソング 

Walking in the Wilshere wonderland 
ウォーキン[グ] イン ザ ウィルシャー ワンダーランド 

 

Arsene Wenger 
One Arsene Wenger 
ワン アーセン ヴェンガー 

There's only one Arsene Wenger 
ゼー[イ]ズ オンリー ワン アーセン ヴェンガー 

One Arsene Wenger 
ワン アーセン ヴェンガー 

There's only one Arsene Wenger 
ゼー[イ]ズ オンリー ワン アーセン ヴェンガー 

 

Aaron Ramsey 
One Aaron Ramsey 
ワン アーロン ラムジー 

There's only one Aaron Ramsey 
ゼー[イ]ズ オンリ ーワン アーロン ラムジー 

One Aaron Ramsey 
ワン アーロン ラムジー 

There's only one Aaron Ramsey 
ゼー[イ]ズ オンリ ーワン アーロン ラムジー 

 

Per Mertesacker 
Big friendly German 
ビッグ フレン[ド]リー ジャーマン 

We've got a big friendly German 
ウィブ ゴット ア ビッグ フレン[ド]リー ジャーマン 

Big friendly German 
ビッグ フレン[ド]リー ジャーマン 

We've got a big friendly German 
ウィブ ゴット ア ビッグ フレン[ド]リー ジャーマン 

 

Bacary Sagna 
Sagna Sagna Bacary Sagna 
サニア サニア バーカリ サニア 

He's got dodgy hair 
[ヒズ] ゴット ドジー ヘアー 

But we don’t care 
バッ[ト] ウィ ドン[ト] ケア 

Bacary Sagna 
バーカリ サニア 

 

Alex Oxlade-Chamberlain 
Nananananananana 
ナナナナナナナナ 

Oxlade-chamberlain, Chamberlain 
オックス[ラーデ] チェンバーレン、 チェンバーレン 

Oxlade-chamberlain 
オックス[ラーデ] チェンバーレン 

↑上記の歌詞を繰り返す 

 

 

 

 


