
 

 

 

Uh-huh huh huhhh  Let me tell ya now 

 Uh-huh   (Mmhhmmm) 

 

When I had you to myself, I didn't want you around 

Those pretty faces always made you stand out in a 

crowd 

But someone picked you from the bunch, one glance 

was all it took 

Now it's much too late for me to take a second look 

 

Oh baby, give me one more chance 

 (To show you that I love you) 

Won't you please let me back in your heart 

Oh darlin', I was blind to let you go 

 (Let you go, baby) 

But now since I see you in his arms 

 (I want you back) 

Yes I do now 

(I want you back) 

Ooh ooh baby 

 (I want you back) 

Yeah yeah yeah yeah 

 (I want you back) 

Na na na na 

 

Trying to live without your love is one long sleepless 

night 

Let me show you, girl, that I know wrong from right 

Every street you walk on, I leave tear stains on the 

ground 

Following the girl I didn't even want around 

 

Let me tell ya now 

Oh baby, all I need is one more chance 

 (To show you that I love you) 

Won't you please let me back in your heart 

Oh darlin', I was blind to let you go 

 (Let you go, baby) 

But now since I see you in his arms 

 

 

 

All I want... 

All I need... 

 All I want! 

 All I need! 

 

 Oh, just one more chance 

 To show you that I love you 

 Baby baby baby baby baby baby! 

 (I want you back) 

 Forget what happened then 

 (I want you back) 

 And let me live again! 

 

 Oh baby, I was blind to let you go 

 But now since I see you in his arms 

 (I want you back) 

 Spare me of this cause 

 (I want you back) 

 Give me back what I lost! 

 

 Oh baby, I need one more chance, hah 

 I tell you that I love you 

 Baby, oh! Baby, oh! Baby, oh! 

 I want you back! 

 I want you back! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I want you back 

Jackson 5 
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君に伝えたいんだ 

 

君が僕に夢中だったとき  

周りをウロウロしてほしくなかった 

いつもかわいい子たちがいて 

君は周りに溶け込んでなかった 

でもその群集の中から 

誰かが君を選んだんだ 

ひと目見ただけでだよ 

もう遅すぎるよ 

僕はもう二度と君を見れないんだ 

 

オー ベイビー もう一度チャンスをくれよ 

（君を愛してるってことを見せたいんだ） 

君の心に僕を戻してくれないか 

オー ダーリン 僕は見る目がなかったよ 

（ベイビー 君を行かせてしまうなんて） 

でも君が彼の腕の中にいるのを見てから 

 

（帰ってほしい）そうなんだ 

（帰ってほしい）ウー ウー ベイビー 

（帰ってほしい）ヤー ヤー ヤー ヤー 

（帰ってほしい）ナ ナ ナ ナ 

 

君の愛なしで生きていくのは 

長く眠れない夜が続くこと 

僕が間違いに気づいたことを 

わかってほしい 

君が歩くすべての道に 

僕は涙の痕を残すよ 

興味なんかなかった女の子を追いかけて 

君に伝えたいんだ 

 

オー ベイビー もう一度チャンスが必要だ 

（君を愛してるってことを見せたいんだ） 

君の心に僕を戻してくれないか 

オー ダーリン 僕は見る目がなかったよ 

（君を行かせてしまうなんて） 

でも君が彼の腕の中にいるのを見てから 

 

ア バ バ バ バ ほしいんだ 

ア バ バ バ バ 必要なんだ 

ア バ バ バ バ ほしいんだ 

ア バ バ バ バ 必要なんだ 

 

オー もう一度だけチャンスをくれよ 

ベイビー 君を愛してるってことを見せるために 

ベイビー …… 

何があったかを忘れて 

もう一度僕に生を与えて 

オー ベイビー 僕には見る目がなかった 

君を行かせてしまうなんて 

でも彼の腕の中にいる君を見てから 

この過ちから僕を解放して 

失ったものを返して 

オー ベイビー もう一度チャンスが必要なんだ 

君を愛してるって伝えるために 


