
　　　A Better Day Tomorrow（日本語訳）

ものすごく孤独な時でも　夢を見ることはできる
まるで縫い目から張り裂けて　自分が壊れちゃいそうな時でさえ
過ぎてしまったことを泣いても仕方ないのだから
全てを手放そう
状況を改善できるのは自分次第なのだから
試すことを恐れないで試すことを恐れないで

　落ちて、上昇して、くるくる回って
　人生は続いて行く　浮き沈みを繰り返しながら
　私たちは学んで　そして常に切望している　
　明日がより良い１日になりますように
　笑顔でいればきっと
　そのエネルギーが自分をより高く引き上げてくれるよ
　　
雨の後に　美しい虹を見ることができるかもしれない
人生は喜びや苦しみ　いつも驚きに満ちている
木は太陽と空気を求めて
時には岩をも通り抜けて成長し　花さえ咲かせることができる
チャンスを掴んで　何が起こるか見てみよう
四葉のクローバーは　どこにだってあるかもしれないのだから

         Crash and Burn（日本語訳）

起きてしまったことに対しては　誰も答えを
持っていないようだ
みんな人のせいにする
地球温暖化や太陽のことだけでなく
これから来る時代に対して　全く準備ができていない
食糧がなくストリートには子供たちがさらに増え食糧がなくストリートには子供たちがさらに増え
なす術もなく、壊れて燃えるのをただ見るだけ

  全然平気だよ　なんて言わないで
　世界は日に日に病んでいるというのに
　口だけの話にはもうウンザリだ
　目を覚まして　何か方法を探らないと

行き先なんてだれにも分からない
まるで人類のジェットコースターのようだまるで人類のジェットコースターのようだ
断片を繋ぎ合わせたら見えて来るよ
地球という惑星の緊急事態が
この悪夢が終わるよう切望して祈っても
しょうがないんだ、我々は散々痛めつけてきたのだから

  全然平気だよ　なんて言わないで
　起こりうる悲惨な結末を無視しながら
　口だけの話にはもうウンザリだ　口だけの話にはもうウンザリだ
　目を覚まして何か手を打たなければ

      NEW AGE（日本語訳）

生活は同じではなくなるでしょう
変化がやってきます
生活は同じではなくなるでしょう
今が『未来』なのです
NEW AGE

お祝いしにおいでよお祝いしにおいでよ
みんなでお祝いしよう
この真新しい時代の始まりを
新しくページをめくって愛を信じよう
世界中に（感じよう）
愛を、世界にエールを送ろう

                   A Better Day Tomorrow

Even in your loneliest hour you can still dream
Even when it feels like you're breaking, torn from the seams
What's the use in crying over what is over
Just let it all go by
It’s up to you to make the changes for the better
Don't be afraid to tryDon't be afraid to try

  Falling, elevating, spinning ‘round
　Life goes on repeating up and down
　Learning, forever yearning for a better day tomorrow
　Smile, and your energy will take you higher

You might see a beautiful rainbow after the rain
Life is always full of surprises there's joy and pain
A tree can grow right through a rock and may flowerA tree can grow right through a rock and may flower
In search of sun and air
Take a chance and see what happens…four leaf clover
It could be anywhere

                   Crash And Burn

No one seems to know the answer once it's done
We put the blame on everyone
And it's not just global warming or the sun
So unprepared for times to come
No food to eat, more children in the streets
Nowhere to turn, we watch it crash and burnNowhere to turn, we watch it crash and burn

 Don't tell me that nothing's wrong
 When the world is ailing day by day
 So tired of only talk
 It's time we wake up and find a way

No one knows the destination of this ride
A roller coaster of mankind
Put the pieces all together and you'll seePut the pieces all together and you'll see
A planet earth emergency
We hope and pray the nightmare goes away
But it's no use, we've done enough abuse

 Don’t tell me that nothing's wrong
 Ignoring the gloomy consequences
 So tired of only talk
 It's time we wake up, do something about it It's time we wake up, do something about it

　　　Too Much Information（日本語訳）

彼女は朝パンケーキとコーヒーをテイクアウトする
彼はしし座だけどやぎ座っぽい
みんな気温が上昇しているのを恐れている
ボクのタイムラインはネコがいっぱい、あと少しだけエロ

目が覚めて　画面を見ると光り輝いている
ボクは起きているけれど　実はまだ夢を見ているのかな？ボクは起きているけれど　実はまだ夢を見ているのかな？
ワカラナイ

　情報が多すぎると　全く何も残らない
　いつも大忙しだよ　何もしていないのに
　情報が多すぎて　なんだか落ち着かない
　いつも心配ばかりで　すごく寝不足だよ

それってウソ？ホント？それか何かの陰謀？
あるいはボクの知らない物語かなあるいはボクの知らない物語かな

アルミ箔の帽子、火星人の攻撃、ケムトレイル
もしかしたら誰かが彼のemailを盗んだとか？
ワカラナイ

時間がないのは
何故？って　聞かないで

              Too much information

She has pancakes and coffee to go in the morning
He's a Leo but more like a Capricorn
Everyone is afraid of the temperature rising
My feed is full of cats and a little porn
I wake up and look at the screen, it's beaming
I'm awake but could it be I'm still dreaming? I'm awake but could it be I'm still dreaming? 
I dunno

  Too much information leaves you with nothing
　You're so busy all the time doing nothing
　Too much information leaves me so restless
　I'm so worried all the time and so sleepless

Is it true or false or a conspiration?
Or perhaps a story I didn't knowOr perhaps a story I didn't know
Tinfoil hats, Martian attacks, and chemtrails
Could it be that somebody stole his email?  
I dunno
 Please don't ask me why
 I don't have the time

        Noteheads

誰だって　嬉しいときは
誰かを　思い浮かべるだろう

誰だって　淋しいときは
誰かに　触れたいときがある

空をわたる　五線譜の風
手をつなごう　音符のように手をつなごう　音符のように

思い出して　音楽があるよ
君のそばに　音楽があるよ
君と僕と　流れるハーモニー
どんなときにでも

誰だって　空しいときは
誰かと　埋めたい距離がある

はるか遠い　星の間を　　はるか遠い　星の間を　　
飛び交うあの光のように

忘れないで　音楽があるよ
君のそばに　音楽があるよ
君と僕と　流れるハーモニー
どんなときにでも

                   NEW AGE

Life won’t be the same
Change is on the way
Life won’t be the same
“Future” is today
NEW AGE

Come and celebrateCome and celebrate
Let’s all celebrate the beginning
Of a brand new age
Time to turn the page and believe in love 
(Feel it)
All around the world (Feel it)
Love (Feel it), shout out to the world 
(Feel it)(Feel it)


