
           Romancer

The blue sky　幼い日の
未来は　流れゆく雲

この世界　何かを残せるのか
夢は今　叶えられたのか

 Just I have no answer
 時が流れ幾つもの　嘘が剥がれても 時が流れ幾つもの　嘘が剥がれても
 Just I seek the answer
 青い夢を追いつづける
 So I̓m a romancer 

               Optimist

If you want to change your life
Go ahead and set a goal

You know it̓s a risky dive
So it̓ll be all right

嘘とリアル　はざまにいる
誰もが皆　おかしく見える誰もが皆　おかしく見える

痛みなら　もう知ってる
堕ちたあとで　見あげるglory sky

 Don't give up the chance
 夢は君の　ためにある
 Don't give up the chance
 翼閉じた　子供たちへ
 You should go this, No more regrets You should go this, No more regrets

                             Endless Drive

I have been driving down endless roads searching high and low
Signs go by like a scene from a foreign movie, streaming in a blur

No turning back
Although at times I can̓t let go
I̓m riding on the wheels of fate, the wheels of tomorrow
No winding road will ever stop me from moving onNo winding road will ever stop me from moving on

  Shining star, show me which way to go
  I̓ve come so far to find my Shangri La

I have been dreaming though wide-awake in this galaxy
The past is gone but my days are an endless orbit in reality

         Endless Drive（日本語訳）

私は運転して来た　この終わりなき道を
あらゆるところを探しながら
外国の映画のシーンのように
看板がにじんで流れてゆく

引き返すことはできない
手放せないものもあるけれど手放せないものもあるけれど
私は運命のホイールに乗っている
明日へのホイールに
どんなワインディングロードでさえ　
私を止めることはできない

輝く星よ
進むべき道を照らしておくれ
理想郷を求め理想郷を求め
こんなにも遠くへ来てしまった

私は夢を見て来た　目を覚ましながら
この銀河では過去はもう無いけれど
私の人生は永遠に現実の軌道を描いている

                       　     Blue

Deep in the darkness
My hand is reaching for the light
Deep in the darkness
I̓m calling out with all my might
Deep in the darkness
Nobody knows that I am downNobody knows that I am down
Deep in the darkness
No one can see me with a frown

  Feels like forever when you̓re blue
  Oh how the nights are never ending
  But it̓s not forever
  You̓ll get through another day

When seen from outer space it̓s a microscopic viewWhen seen from outer space it̓s a microscopic view
You̓re gonna be okay
All your worries gone, they̓ll vanish in the haze

                   Blue（日本語訳）

深い暗闇の中
私は光に向けて手を伸ばしている
深い暗闇の中
私は力の限り叫んでいる
深い暗闇の中
私が落ち込んでいることは誰も知らない私が落ち込んでいることは誰も知らない
深い暗闇の中
私が浮かない顔をしていても誰にも見えない

永遠に続きそうだ
ブルーな時は
でも永遠になんて続かないから
なんとかまた一日を乗り越えられるのさ

宇宙から見れば宇宙から見れば
微視的に小さなこと
悩みなんて　霞の中に消えてしまうよ


