Never Alone

Never alone (日本語訳)

1 click and Iʼm on my way
1 LIKE and Iʼll be okay

1 クリックで向かうから
1 いいね！で僕はきっと大丈夫
My friends are right here with me 友達とはいつも一緒さ
Iʼm never alone
決して孤独じゃないよ
I travel around the world
僕は世界を旅する
I donʼt need to fly across the sky 空を飛ぶ必要なんてない
Iʼm happy as can be
僕は実に幸せだ

Blue sky on my laptop today
Rainbow in my pocket
Blue sky on my laptop today
Even when itʼs raining
Iʼm loading my memory
With pictures of cats and things
Bad feelings I just delete
And Iʼm never bored
My friends are celebrities
I party all night or so it seems
Iʼm happy as can be
Blue light is glowing
In my room see it flowing
Donʼt wanna be alone
Journey of Life
Yesterday I had a dream
I was walking in a forest
Birds were singing happily
Everything was how it should be
When I woke up it was gone
Skyscrapers now surrounding me
Latest technology shine
just for you and me
Things are looking better now
Looking different anyhow
Changing for the better now
Somewhat different anyhow
People, places always changing
Never stay the same
In another galaxy
Maybe thereʼs another planet
Like the one we used to know
Spinning quietly all aglow
We are making history
Spending millions on a satellite
Life is a mystery,
but we can make it right

今日もラップトップは青い空
ポケットには虹
今日もラップトップは青い空
雨が降っている時でさえ

Universe

Game Over (日本語訳)
仕方ない
また1日が無駄になってしまった
仕方ない
また1日…もうゲームオーバーだ

ゆっくりと 太陽が昇りだす
ひっそりと 金星が消えてゆく

今日はハイスコアを出したんだ
誰にも負けなかった
僕のエイリアス（あだ名）が
ディスプレイに出てるのさ
連中が大騒ぎしてたよ

Hello 僕は浮かんでいるよ
Hello素晴らしいこの世界
Go round

起きてスイッチ入れたらready go!
青空の 向うの銀河を
起きてはいるけど
ある意味夢を見ているのかも
いつだって 忘れていた

バーチャルでは僕はハッピーさ
自分の中のバトルを戦っているんだ
ゆっくりと 花が開きはじめる
メモリーをいっぱいにしてるのさ 実際にはただ座っているだけだけど
ひっそりと 命がひとつ終わる
腕をバタつかせれば空を飛べる
ネコやいろんなものの写真でね デリート押せば死ぬこともできる
イヤな気分はデリートするだけ でも実際には
ホントに僕は生きているのかな？ 繰り返す宇宙の息吹(いぶき)と
退屈なんてしないよ
永遠を 感じる瞬間(とき)
友達は有名人ばかり
わからないよ
毎晩パーティ三昧さ、少なくとも 僕も君も一緒なのかな？
わからないよ
そう見えるでしょ
Hello 僕は浮かんでいるよ
勝つためにプレイしてるのに
僕は実に幸せだ
Hello素晴らしいこの世界
負けてばかりだよ
Go round
ブルーライトがぼうっと光ってる 今日の僕は無敵さ
指が痛いよ
僕の部屋にあふれてる
アバターもカッコイイでしょ
一人きりになりたくないんだ
Game Over
僕がボスだから
So it goes,
言うこと聞いてね

journey of Life (日本語訳)

きのう森の中を歩いている夢を見た
鳥が嬉しそうにさえずり
全てはあるべき姿だった
目が覚めたら全部なくなっていて
僕は高層ビルに囲まれていた
最新のテクノロジーが光輝いていた
いろいろ良くなっていると思う
なにはともあれ 違って見えるよね
より良くなるために変化しているのさ
ともかく前とは違って見えるよね
人も場所もいつも変化していて
決して同じではいられない
もしかしたら別の銀河では
他にも惑星があって
僕たちが慣れ親しんでいたような
その惑星は静かに回転しながら
光り輝いているのかも
僕たちは歴史を作っているのさ

人工衛星を作るのに何百万も費やしながら

人生は謎だらけ、でもきっと大丈夫だよ

another day gone down the drain
So it goes,
another day… my game is over
I wake up,
turn on the switch and ready go!
I wake up,
but in a way I might be dreaming

You know my score was high today
No one could beat me
My alias is on display
And all the crowd was cheering

Virtually I am happy
Fighting a battle inside me
When in reality I am only sitting
Flapping my arms can be flying
Pushing delete can be dying
But in reality, tell me am I living?
I donʼt know,
is it the same for you and me?
I donʼt know,
I play to win but I keep losing
I feel invincible today
My fingerʼs aching
My avatar is looking great
I am the boss now hear me

