
1. ALL I NEED 

 

〔VERSE〕 

Hey yeah Baby where are u now 泡みたいに弾けた love song 

一生一緒なんて台詞も素直に目を見て言えた理由 

by your side 君だけ only you always on my mind 退屈な日々 

just chillin でも埋まらない隙間 ah ah ぶれいきだうん。 

真夜中の Highway 止まない Rain 増えない思い出 Have a nice day 

(my life) 予定なしの Weekend ため息混じり零れた『愛して』 

目を閉じて戻してく時計の針を追いかけて 伸ばす手 離したくないよ 

(cuz im' so lonly it's too late) 色褪せたままの風景 

 

〔HOOK〕 

Im Sorry Just go my life 君と過ごした時間まで 

悪口にしたくないから Just go my life go my life 

Im Sorry just go my life ありがとう何て言わないで 

さよならに聞こえちゃうから Just go my life go my life 

 

〔VERSE〕 

信じてたよ君の全てを 信じてくれた？僕の全てを 

それだったら 何ですれ違うの？途切れた電波の向こうには 

届かないどんな言葉も叶わない どんな願いもあどけない 

あの日の笑顔の 2 人にはもう戻れない 

解ってたって 誤魔化してたって ふとした瞬間に君が蘇る 

浅い眠りの中で夢が記憶にまた問い掛ける 

本当にこれで後悔しないの？新しいドアの鍵は持ってるの？ 

止まってた 針が動き出した お別れだね wake  up 

 

〔HOOK〕 

 

〔BRIDGE〕 

あんなに沢山笑ったのに全部嘘に聞こえちゃう Love Story 

時計の針を逆回転できたらいいのに 

運命なんて言葉好きじゃないそれでもそう言わずにはいられない 

忘れないから忘れないで出会ってくれて本当にありがとう 

 

〔HOOK〕 

 

 



2. Everything 

 

〔Hook〕 

Don't Worry Don't WorryDon't Worry 

Everything gonna be all right 

Don't Worry Don't WorryDon't Worry 

Everything gonna be all right 

 

I wanna be a boy strong you are the only one be my baby 

I wanna be a boy strong you are the only one be my baby 

 

〔VERSE〕 

晴れの日 雨の日 風の日どんな時も 君と一緒なら幸せ 

連れてってあげるよ 未来まで関係ない 年の差なんて 

訪れる 大切な One day 些細な事 全てに感謝 

だから信じていて One love Yeah baby girl just 2 of us 

その笑顔が疲れをふっとばす永遠何てなくても構わない 

この気持ちは変わらない春夏秋冬 瞬間 瞬間を共に過ごそう 

Yeah my life is one way 君にこの曲を送るね 

 

〔Hook〕 

 

〔VERSE〕 

きっとこの先 どんな困難待ち受けていても Alright 

七つの海をなんなくと航海どんな荒波も Alright 

君は毎日 勉強にバイト僕は Music 諦めず I gotta go 

少しでも時間あれば会って時を止めて愛を育んでる 

当たり前が奇跡だって事知ってるから優しさ 忘れない 

愛してる何て言葉よりも愛してるから伝えきれない 

僕がいつも笑顔で居るのは君が泣いても大丈夫な様にでも 

僕がいつも笑顔で居るのは君のおかげだから Don't worry 

 

〔Hook〕 

 

 

 

 

 

 



3. maybe 

 

〔VERSE1〕 

good moning カーテンを開けて眩しい朝日 目を細める 

いつもの風景 溢れる幸せポケットの中 夢いっぱい 

冷たい水  顔洗って iPhone PASMO 片手に持って 

Sunday まで向かう Monday の始まり maybe 多分 平気 

繋いでく断片 断片何千何万 何べんだって 

そう戻れない時間の中で恐れないで求めたい 

あっち見たり こっち見たり誰かと比べて落ち込んだり 

ねぇそんなのもうやめない？maybe 君は君だよ 

 

〔HOOK〕 

Life Gose on… 発車のベルは鳴ってるよ 

何度も 何度も何度も  

諦めずに追いかけろ 

Life Gose on… 

どんな困難も乗り越えろ 

何度も何度も何度も 

ほら夢なら君の手のひらの手の中 

 

君は君らしく君でいればいい誰に邪魔されてもいつも通り 

そのまんま 自信もって I believe I believe 

光が闇を照らしていくように涙を笑顔に変えてく Story 

そのまんま 勇気もって I believe I believe 

 

〔VERSE2〕 

みんなが争う理由とか不思議と全然浮かばない 

大人達が話してる自由もさ 君にとったら窮屈なのかも 

果てせなかった約束達に愛していたよって言葉を添えて 

別れを嫌う思い出達に君だけの明日覗かせてあげて 

描いた夢 眩暈がして 離れ離れまた怖がって 

歩み成長するんだ流した涙ごと stand up 

大丈夫 たぶん 大丈夫 たぶん 

走り始めた列車は止まらない 

君だけの夢つめて愛して try  let's go now 

 

〔HOOK〕 

 



〔BRIDGE〕 

笑って誤魔化して夢を諦めて後悔してまた頭を抱える 

そんな生き方なんて似合わない一回しかない人生 your life 

どうするか何て自分次第 自由気ままに Jump して try 

挑戦できる環境に感謝 マイ アンサー 

 

〔HOOK〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


