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{教科書p.34) OhHappy Day 作詞伴奏議 �  
映画� f天使にラブソングを� 2Jから

E.Rホーキンス
作曲

(斉唱・ 2都合格)� 急告書友香作詞
伊藤康英編曲

(ソロ} 

Oh，_hap-py day ! 
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Oh，_hap-py day!一一一
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Itap-py day!一一←?一一一一一一一-一一
ハッピーデイ ー� 
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washed my担� ns a-way._←一一� Oh，h鳴F勝� py おy!-
きよめられるー オーハッピーデイ
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when Je -sus washed，一一一一←一一一一一一一一� Oh， hap-py day! 
ころがー オーハッピーデイ

三弓手日正志壬性
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Wh開� Je-割15 washed， 
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When Je -5U5 washed
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He washed my sins_砂� way.
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Fig主tand pray!一一ー
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Ev-'rヲ� day! 句人一一一一一-----
まいに ち� 

hap-py day!一一一
ハッピーデイ� 

Oh， hap-py day ! 
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Oh， hap-py day ! 
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When Je-sus washed. 
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When Je -sus w品� hed.
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when Je -SUS washed，_宇一一一一
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( )は調協のみ
もap-手yday. rm_talk→n革、山tthathap-py day. I'm-talk-ing'bout lhat 
ハッヒ1ーデイ しあわせだねノVピーデイ あし連安こめて
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Oh， hap-py day!←一一一…一…一…�  Oh， hap-py day!一一一一一一一 ー

オーハッピーデイ オーハッピーデイー

主甚� 3回繰り返す� ( )は 1図おのみ� 
happy day. I'm_ー 値比ー凶悪� 'boutthat 司� 

ハッピ」デイ し あわせだね


