
Stand Out Fit In 
ONE OK ROCK 

 

I know they don't like me that much 

Guess that I don't dress how they want 

I just wanna be myself 

I can't be someone else 

 

Try to color inside their lines 

Try to live a life by design 

I just wanna be myself 

I can't be someone else 

Someone else 

 

They yell they preach 

I've heard it all before 

Be this be that 

I've heard it before 

Heard it before 

 

Big boys don't cry  Shoot low aim high 

Eat up stay thin  Stand out fit in 

Good girls don't fight  Be you dress right 

White face tan skin Stand out fit in 

Stand out fit in  Stand out fit in 

 

 

 

同じことの繰り返しで 

飽き飽きしている日々 

ただ自分らしくありたい 

ありのままで 

Can't be someone else 

 

They yell they preach 

I've heard it all before 

Be this be that 

I've heard it before 

Heard it before 

 

 

Big boys don't cry  Shoot low aim high 

Eat up stay thin  Stand out fit in 

Good girls don't fight Be you dress right 

White face tan skin  Stand out fit in 

Stand out fit in  Stand out fit in 

 

Stand out fit in  Stand out fit in 

 

I am who I am No matter what 

Never changing No matter what 

No matter what 

 

Big boys don't cry  Shoot low aim high 

Eat up stay thin  Stand out fit in 

Good girls don't fight  Be you dress right 

White face tan skin  Stand out fit in 

 

Big boys don't cry  Shoot low aim high 

Eat up stay thin  Stand out fit in 

Good girls don't fight  Be you dress right 

White face tan skin  Stand out fit in 

Stand out fit in  Stand out fit in 

 

Stand out fit in   

Stand out fit in 
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Stand Out Fit In 
ONE OK ROCK 

 

僕は嫌われ者 

見た目が違うから 

でもありのままでいたい 

僕は僕だから 

  

誰かが敷いたレールに乗って 

生きるなんてできない 

ありのままでいたい 

ほかの誰かになんてなれないよ 

彼らは口うるさく言っている 

ああしろこうしろと 

何度も言われて もううんざりだ 

  

男は泣くな 

現実を見て 夢を持て 

よく食べ 健康であれ 

はみだして なじめ 

  

女は争わず 

見た目もきちんと 

心は白く美しく 

はみだしてなじめ 

  

同じことの繰り返しで 

飽き飽きしている日々 

ただ自分らしくありたい 

ありのままで 

僕は僕だから 

  

彼らは口うるさく言っている 

ああしろこうしろと 

何度も言われて もううんざりだ 

  

男は泣くな 

現実を見て 夢を持て 

よく食べ 健康であれ 

はみだして なじめ 

  

女は争わず 

見た目もきちんと 

心は白く美しく 

はみだしてなじめ 

  

僕は僕だ 

何があろうと 

決して変わらない 

何があろうと 

  

男は泣くな 

現実を見て 夢を持て 

よく食べ 健康であれ 

はみだして なじめ 

  

女は争わず 

見た目もきちんと 

心は白く美しく 

はみだしてなじめ 

 


