
 coffee for you

ハズレの天気予報

いつもより長居したあなたに

そっと差し出すおかわりコーヒー

まだ止みませんねと声をかけてみるけど

続かない会話に困る

どうしたらいいの？

いつも同じ席一人コーヒーを飲むあなたに

話しかけたくて小さなきっかけ探すけど

今は横顔見つめてるそれだけで

胸がいっぱいになるの

in my little cafe

I'll make coffee especially for you

見とれてまたコーヒーが苦くなるわ

いつも同じ席一人コーヒーを飲むあなたを

もっと知りたくて小さなヒントを探すけど

今は横顔見つめてるそれだけで

なんだか心弾むの

in my little cafe

I'll make coffee especially for you

今日のブレンドは恋の香りを足して

街に咲く傘たち

店に響くサイフォンの音

誰かを待ってるの？

ねえそれともまさかなんて

今は横顔見つめてるそれだけの

ほのかな片思いなの

in my little cafe

I'll make coffee especially for you

そっと琥珀のしずくに思い浮かべて

コーヒーいかがですか？

 それだけ

ほんのすこしの涙なら

混ぜて薄めて飲み干せる

でもちょっとだけ苦いけど

だけど　ただ　それだけ　

だからあなたのこともすぐ

飲み干して忘れるよ

しばらくはつらいけど

だけど　ただ　それだけ

手放したのよ

腕のぬくもりも今は

遠く離れて

めぐりめぐってひとまわり

すべてはひとつ輪を描く

in the end there is nothing to change

it’s all the same

わたしは私に戻る

ただ　それだけ

ほんのすこしの寂しさは

風にとかして遠く流そう

すこし心痛いけど

だけど　ただ　それだけ

だからふたりの足跡も

時が打ち寄せかき消すよ

切なさは残るけど

だけど　ただ　それだけ

線引いたのよ

振り返ったって二度と

踏み越せない

めぐりめぐってひとまわり

すべてはひとつ輪を描く

in the end there is nothing to change

it’s all the same

始めも終わりも孤独（ひとり）

ただ　それだけ

めぐりめぐってひとまわり

すべてはひとつ輪を描く

in the end there is nothing to change

it’s all the same

わたしは私に戻る

ただ　それだけ

ただ　それだけ

 I flow

I flow

enriching you

I flow

filling you

Once passed the throat

you probably will forget

I flow

I flow

under your skin

I flow

as being your blood

Even if I disappear

someday we become together

I flow

 L or R

右から左切ったカードは

見せかけだけのからくり

運任せさえそれも手の内

賽を振るなら今のうち

両天秤も慣れたものよね

リスクすらもうお飾り

甘い汁なら表面だけの

コーティングなの知ってるの？

色を変えたって同じ事

楽しい結末が待ってるわ

裏を返すほど盲目

素直でいる方が幸福

今すぐさあ選んで

そうさ

Luck or Risk　世界はそうやって

Luck or Risk　回り続けている

Luck or Risk　昼と夜さえ知らぬ間にすり替わるほど

Luck or Risk　今立っているのは

Luck or Risk　どちらかわかるかい？

Luck or Risk　真ん中なんてそう都合よくはいかないさ

積み上げられたコインの城も

崩れるときは一瞬

走り始めた導火線はね

そう簡単に消えないの

一度だけならばパスもあり

正しい選択もできるかも

猶予はそろそろおしまい

優しい口調はお芝居

続きをさあ始めよう

そうさ

Luck or Risk　世界はそうやって

Luck or Risk　回り続けている

Luck or Risk　上と下さえ知らぬ間に入れ替わるほど

Luck or Risk　使えないカードは

Luck or Risk　捨ててしまえばいい

Luck or Risk　真実の果実が甘いわけなんてないさ

同じテーブルについたなら

同じ条件って言いたいの？

夢見がちなのもどこまで？

明日は地球の底まで？

見届けてあげよう

そうさ

Luck or Risk　世界はそうやって

Luck or Risk　回り続けている

Luck or Risk　昼と夜さえ知らぬ間にすり替わるほど

Luck or Risk　今やるべきことは

Luck or Risk　わかっているはずさ

Luck or Risk　最後の勝負ならすべてかけて

take your chance!

Rapunzel

星を眺めながら

風をやり過ごして

遙か続くような夜をゆく

狭い部屋の中で

うずくまりながら

光の満ち干きでそれを知るだけ

ふと届く声

君の声

遠い遠いはずの世界を

君が変えてくれた

手を伸ばしそっと結ぶ

触れる君の指

引き上げて寄せる頬に

永遠が終わる

空の腕を見つめ

これが寂しさだと知る

陽にかざしてみてもかじかむだけ

今響く声

私の声

遠い遠い君への思いを

歌よ届けておくれ

櫛落としそっと結ぶ

触れる君の指

手繰り寄せ伝う熱に

永遠を願う

ふと届く声

君の声

暗い暗い色のないの世界を

君が変えてくれた

手を伸ばしそっと結ぶ

触れる君の指

引き上げて寄せる頬に

永遠が終わる

抱き上げてそっと包む

触れる君の指

微笑んで返す頬に

明日の日を願う

いつか君にも
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Flow


