
だって、アイシテル

分からないって言うから

必死にかき集めたんだ

繕った言葉は

どれもこれも良く似ていたんだ

気の利いたこと

言えなくてゴメンよ

だからもう在り来たりなんだけど

言いたいのはつまり

アイシテル

足りないよって言うから

必死に考えてみたんだ

欲張りな君には

どのくらいが必要なんだろう

気の利いたこと

出来なくてゴメンよ

だからもう不器用なりにせめて

できる限り叫ぼう

アイシテル

アイシテル

ふうわり

やっぱはじめて会った時から 

なんかちょっと違っていたよね 

言葉交わした感じでもう 

なんか予感がしていたもの 

huhu... 

あなたに出会えてウレシイ 

huhu... 

あなたもそう言ってウレシイ 

だから愛のカタチってのを 

つねったりひっぱったり確かめる 

そんでもって今んトコ分かったのは 

ほんのちょっとくすぐったいってコト 

huhu... 

体中あなたがあふれ 

huhu... 

とっても心地いい 

ふうわり　つつもうこの想いを 

ふうわり　あたため合いながら 

どこまでも光とばす星のように 

ずっとずっとどこまでも 

突然街角でkissみたいな 

嬉しいフェイントかけられたり 

そんなドキドキ具合とかで 

愛の深さ思ったりして 

huhu... 

あなたのしぐさはやさしい 

huhu... 

あなたのすべてがいとしい 

たとえば特に意味ないけど 

お互いの顔見つめあって 

なんかふってほころんじゃうのは 

やっぱうんそういうコトなのかな 

huhu... 

世界中あなたしかいない 

huhu... 

きっともう離れられない 

ふうわり　ひろげよう　この想いを 

ふうわり　高く掲げながら 

どこまでも青く続く空のように 

ずっとずっとどこまでも 

うまく言えないけど 

こんな気持ちはじめて 

ふうわり　ゆだねよう　この想いを 

ふうわり　確かめ合いながら 

ふうわり　つつもうこの想いを 

ふうわり　あたため合いながら 

どこまでも光とばす星のように 

ずっとずっとずっと... 

ハジメマシテ

勘違いも甚だしい僕は 

君がいてくれる意味さえ忘れ 

知らず知らず君を傷つけては 

お座なりな言い訳繰り返してた 

君からこぼれ落ちた心の欠片が 

僕のぼやけた記憶を呼び覚ます 

ハジメマシテ　ハジメマシテ 

僕らの出会いリプレイしてみたら 

ハジメマシテ　ハジメマシテ 

最初の気持ち思い出した 

ハジメマシテ　ハジメマシテ 

君に会えてとてもウレシイです 

ハジメマシテ　ハジメマシテ 

これからもよろしくお願いします 

君を笑顔にするコツなんてさ 

いろいろ心得ているつもりで 

波風立てないようにしてただけ 

本当の笑顔見失っていたんだ 

近すぎて気づけない 

そんな言い訳じゃ 

大切なものを守れやしないから 

ハジメマシテ　ハジメマシテ 

最初の笑顔リプレイしてみよう 

ハジメマシテ　ハジメマシテ 

君の笑顔とてもキレイです 

ハジメマシテ　ハジメマシテ 

昨日と違うそのほほえみに 

ハジメマシテ　ハジメマシテ 

毎日出会うことできますように 

Nice to meet you　Nice to meet you 

I am so very glad to see you in my life 

Nice to meet you　Nice to meet you 

It's very special for me to be with you just now 

ハジメマシテ　ハジメマシテ 

リプレイから始まる恋です 

ハジメマシテ　ハジメマシテ 

出会えた奇跡忘れないように 

ハジメマシテ　ハジメマシテ 

今日も明日も新しい日だから 

ハジメマシテ　ハジメマシテ 

こんな僕よろしくお願いします 

やさしい想い出

好きだったのはあなたの背中

大きくて暖かくて

眠る前の心地よさに似て

背中にそっと耳をあてては

胸の鼓動聞いていた

不思議そうにいつもしていたね

空気が心と同じなる

あふれる想いで　ほら

やさしさが満ちる

いつも背中で聞いてたあの曲

あなたが好きだった曲

いまでも時々私を励ましてくれるよ

好きだったのはひざの上眠る

あなたの髪撫でてる時間（とき）

小さくなるあなた愛しくて

甘えていたねいつもあなたに

だけどたまに逆になって

子供のように寝息たててたね

たくさん心で話しかける

いろんな気持ちが　ほら

やさしさに変わる

目覚めるまでのほんのひとときは

私だけの宝物

思い出すたびにこの胸

あたためてくれるよ

誰でも一生に一度だけ

大切な恋をする

たとえ実らなくても

それが生きていたという灯火

好きだったのはあなただけでした

あなただけを好きでした

涙も笑顔もやさしく包んでくれたから

想い出はすべて心にやさしく刻まれて

just fly away!

風が吹く空の上

流れはどっちだ

足元は思うより不安定な場所

つぎはぎで出来上がった

身の丈以上の羽

舞い上がった瞬間に弾けて消えた

あの雲の先を見てみたいだけ

かすれた声じゃ届かないなら

せめて遠くに行ける翼僕に下さい

助走をかせいで

踏み込んで強く

なるべく高く飛び出すのさ

追い風見分ける才能はないから

ここは本能にまかせて

just fly away!

手を伸ばす空の上

ただ撫でてゆく風

何もかもすり抜けてく空っぽの腕

傷ついた数の分

うまく飛べるのなら

何故今も高い空見上げてるのか

遥かなる意思に導かれるだけ

理由なんて必要ないさ

心が望むままに目指す

「もっと遠くへ」

スピードを上げて

誰よりも高く

先だけ睨みつけ飛ぶのさ

追い風待ってる暇なんてないから

羽ばたく力尽きるまで

just fly away!

恐れを投げ捨て

その先へ早く

どこまでも遠くへ行くのさ

追い風無いなら巻き起こすまでさ

あの空の果てにある場所へ

助走をかせいで

踏み込んで強く

なるべく高く飛び出すのさ

追い風見分ける才能はないから

ここは本能にまかせて

just fly away!

空が落ちた

誰もいない白い世界

僕はひとり歩き続ける

全て砂に消えていくのか

空が落ちた　空が落ちた

僕の上で

どうして君が全て背負う

その罪をひとり

足を止めたその場所には

君の羽が空を切り裂く

消えたはずの声が聞こえる

空が落ちた　空が落ちた

僕の上で

触れる度に崩れていく

微笑みを残し

変わらないでと願ったのは

僕の罪だというのか

空が落ちた　空が落ちた

僕の上で

どうして君が何故に僕が

届かない祈り

空が落ちた　空が落ちた

僕の上で

全て包み返していく

僕だけを残し

みずたまり

雨の日は君を迎えに行こう

長靴に水玉傘持って

約束も何もしてないけど

雨音のリズムにスキップして

駅であったらどんな顔するかな

長靴でみずたまりにジャンプ

lalalal...

なんでもない鼻歌いながら

傘の先みずたまりにハート

早く来ないかな

rain

降りしきる雨の中

振り返る幻

もう届かない

言葉をかけ

ただひとりきり

もう二度と離さない

あの時の約束

今思い出は

この腕さえ

すり抜けていく

投げ出したこの体を

雨だけが受けてくれる

standing in the rain

傘も無く

praying to the rain

佇んで

戻らないあの夜は

輝きを残して

その微笑みは

寂しい表情（かお）

見つめあうだけ

叶うならもうしばらく

このままで時を止めて

standing in the rain

もう一度

praying to the rain

囁いて

この痛みも

いっそ全て

雨が洗い流してくれたら

悲しみは同じなのに

なぜ２人背を向けたの

降り止まぬ心の雨

瞳まで濡らしていく

standing in the rain

水滴は

praying to the rain

頬伝い

standing in the rain

きらめいて

praying to the rain

消えていく

I miss you

指の先にこぼれ落ちた真珠の色なら

痛いほどの想いでほら

紅く色付いてる

君のためにどれだけ涙流してみても

この色の意味に気付いてはくれないの

さまよう指は

行き場を無くして震えて

見つけなければ

君も選ばなかったの？

声を奪えば

留まることも出来るけど

明かすことさえ not allowed

側にいてwant you please

手をとって take me there

ひたすらに I miss you

この距離がもどかしくて

君だけにwant you please

今すぐに take me there

こんなにも I miss you

切なさが止まらなくて

今宵月が綺麗に輝いたとしても

君のために歌うことも出来ないなんて

人の波に流されたどり着いた場所は

海の底よりも冷たくて凍えそう

微笑む先は

いつしか方向を変えて

知らずにいれば

何も変わらなかったの？

正しいなんて

誰も言えないはずだから

まだ動けずに I'm still here

側にいてwant you please

手をとって take me there

ひたすらに I miss you

この距離がもどかしくて

君だけにwant you please

今すぐに take me there

こんなにも I miss you

切なさが止まらなくて

泡になって溶けていく

儚い約束に縛られて

どちらかが消えなければ

言葉にすら出来ないの？

側にいてwant you please

手をとって take me there

ひたすらに I miss you

この距離がもどかしくて

君だけにwant you please

今すぐに take me there

こんなにも I miss you

切なさが止まらなくて

Midnight Calling

寂しくて寂しくて　眠れないから 

ただ声が聞きたくて　電話をかけたの 

いつだって　忙しいあなたはずっと 

うなずいてばっかりね 

今日少しいつもより　早く帰って 

ゆっくりとアルバムの　整理なんかしてて 

そしたらね　あの頃の写真見つけて 

なつかしくなっちゃって 

覚えている？ 

そうよまだあなたが　前髪をおろしてた頃 

あの頃はいつだって　いっしょだったから 

ちょっとした距離や時間　越えれる気がした 

怖いものなんて　何もなくって　 

夢ばかり見ていたね 

覚えている？ 

そうよまだふたりが　気持ちを確かめ合う前 

ひとりの夜の長くて 

果てしなく　続きそうだから 

もっともっと　声を聞かせてよ 

私が眠れるまで 

寂しくて寂しくて　眠れないから 

ただ声が聞きたくて　電話をかけたの 

会いたくて会えなくて　切ない気持ち 

堪えてる　ホントはね 

何でもないおしゃべり 

あなたの話し方は　ホットする 

何でもないことでも 

あなたは　真剣に話してくれる 

覚えている？ 

そうよまだ言葉が　たくさん必要な頃 

ひとりの夜の切なさ 

あなたは　分かってくれるから 

もっともっと　声を聞かせてよ 

静かに眠れるまで 

ひとりの夜の長くて 

果てしなく　続きそうだから 

もっともっと　声を聞かせてよ 

私が眠れるまで 

Make A Wish

叶えたい願い事があるの

今夜は特別な日だから

ふたりで始めるの密かなパーティー

それでも順序は大事よね

まずはそう挨拶を交わして

こだわりをひとつずつ外してゆきましょう

焦がれるほど狂おしく変わる

戸惑いさえスパイスだわ

サプライズはもう少し焦らして

このままふたり踊りましょう

白いケーキの上に

生クリームのデコレーション

甘い甘いセリフと

フルーツを飾りたてて

キャンドルを灯したなら

願い事をかけるのよ

きっとふたり同じ

吹き消したら始まるから

目を閉じてmake a wish

黙って話を聞いててよ

なんだか止まんない感じで

全てを白状しちゃいたい衝動

今まで内緒にしてたけど

大事にとっておいたんだよ

中身はそっと優しく確かめてね

壊れるほど強い想いなら

少し痛いくらい平気?

どこか欠けたパズルのピースを

正しい場所にはめ込んで

やわらかなケーキの上

赤く燃えたキャンドルを

ゆらゆら揺れてる光

ふたりの頬染めてゆく

一番に願う事を

思いながら吹き消して

きっとふたり同じ

この夜から始めましょう

目を閉じてmake a wish

白いシーツの上に

生めく香るデコルテ

甘い熱い吐息と震える誓いをたてて

キャンドルを灯したなら

願い事をかけるのよ

欲しいものは同じ

吹き消したら

白いケーキの上に

生クリームのデコレーション

甘い甘いセリフと

フルーツを飾りたてて

キャンドルを灯したなら

願い事をかけるのよ

きっとふたり同じ

吹き消したら始まるから

目を閉じてmake a wish

escapade

チャンスは一度きりだから

僕から離れないでいて

彼女が気を引いている間に

抜け出そう

「あの娘が平気か？」だなんて

心配には及ばないさ

さあもう時間さ静かに

3.2.1...ah

馬鹿げたリアルに

ウインク投げてさよならさ

連れ出してあげる

準備はいいかい？

Come on,let's get out here!

いけない遊びが過ぎたな

追っ手が少し多すぎる

まあいい手は打ってあるさ

信じて

その下車見えるだろう？

彼女がそこで待っている

しっかり僕につかまって

3.2.1...Dive!

悪夢なリアルも

ステップ踏んでさよならさ

リードは任せて

準備はいいかい？

Come on,let's get out here!

あなたの声が聞こえたのよ

鏡の前で泣いてたでしょう？

さあどこへでも連れて行ってあげましょう

報酬はあなたの歌分けてくれればいい

ここから先は君が

次の行き先決めな

その扉破れば

自由がもう待っている

さあもうここでお別れだ

僕らの役目もここまで

またどこかで会うこともあるだろう

何も気にすることはない

後は全部任せておいて

振り返らずまっすぐに

進めばいい

馬鹿げたリアルに

ウインク投げてさよならさ

連れ出してあげる

準備はいいかい？

Come on,let's get out here!
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HP(blog) ; http://ooraikaoo.sblo.jp/

piapro : http://piapro.jp/oOraikaOo

mailto:ooraikaoo@gmail.com
http://ooraikaoo.sblo.jp/

