
閉じた傘を抱えて　歩いた夏の終わり
濡れた髪を垂らして　失くし物を探してる

小道を抜けてたどり着いた場所は
今はもう忘れてしまった記憶

頬を濡らしたのは　君だけじゃないさ
誰もが泣いてる

懐かしくて酷く切ない
あの夏の日々の思い出を
雨で薄められぬように

水たまりに写った　夕暮れの空を眺めて
明日を迎える喜びと不安が

不意に僕らのそばを駆け抜けた

未来への途中で　雨に降られても
振り向かないで

懐かしくて酷く切ない
あの夏の日々の思い出を

胸の奥にしまった
雨に薄められぬように

午前1時 零れる吐息が白くて
街灯りが消えていくのをただ眺めてた

今ならまだ間に合うかな なんて思っても
もうあなたの目に僕が映ることは無いから

 
ゆらゆらと舞う雪が僕の
涙を隠してくれてるようで
今は少しだけの独り言

「この夜はあなたの隣で…」
 

2人で過ごしたあの日々を
繰り返すように辿ってよ
凍える身体に温もりを

くれてたあなたともう1度
 

クリスマスが終わる頃には
降り積もる雪に思い出を

埋めてこれで｢さようなら｣をしよう
 

(あの時誓った約束は
叶うこと無く消えていくよ
涙ながらに眺めていたの)

 
ずっと繋いでいたいけど
僕はあなたの幸せを

願うよ 少し寂しいけど
クリスマス 今日は笑っていよう

 
ぎゅっと繋いでいた日々を
僕はあなたの思い出を
心に刻んでこれからも

歌うよ あなたに届くように
 

クリスマス 雪が降る夜に
僕はあなたの夢を見よう

忘れないように歌っていよう
積もる雪やがて溶けるように

この思いもそうあれと

砂糖水が泡吹いただけの飲み物が俺の疲れを溶かしてくれる
砂糖水が泡吹いただけの飲み物が俺の手の中でぬるくなっていくよ

いつから好きになっていたんだろう
特別なことなど何ひとつないのにさ

砂糖水が泡吹いただけの飲み物で今日の出来事を思い出してた
嬉しいことも悲しいことも良くわからんことも手の中でぬるくなっていくよ

いつから好きになっていたんだろう
特別なことなど何ひとつないのにさ

砂糖水が泡吹いただけの飲み物が俺の手の中でぬるくなっていくよ

忘れそうになるなるけど
その愛の中にはいくつかの歪みがあって

それに気づいたものから
その場をされと神は告ぐ

知らぬふりをして歩く少年の表情は
誇らしく切なげで
窒息寸前の日々

強がりは今にも何かを押し出し そうに

掌握済みの彼女の頰は
今日も適度に赤らんでいて

凶悪な瞳は万象を我が物顔で誘う

What's up?! 調子はどう 
嘔吐感は治ったかい

Look up?! 空なんか見上げちゃって
何も降ってきやしないよ

Fuck up!! 分かったよ 
お前の好きにしたらいいよ  

お前の人生だし

Suck up!!  俺が見届けるのは
ここまでだ 悔しかったらやってみろ

ごめんなさっきは強く当たって
ちゃんと応援はしてるんだ

だって お前が俺を見返したとき
それが俺の希望にもなるから

あなたが笑うから胸が苦しくなるよ
今誰に笑ってるの
あなたが幸せそうだから僕が辛くなるよ
君が幸せであれば なんて言えない 
弱虫だね

あぁ 何も考えず いれたらいいのにね
窓の外で子供がはしゃぐ声 あぁうるさいな
あぁ あの日の夜を 思い出している
何も変わりゃしないのにまた独りで泣いてる

君と泣いてヤッて笑って 二人愛し合ったよね
誰と泣いてヤッて笑って 今 愛し合ってるの？

あなたが笑うから胸が苦しくなるよ
今誰に笑ってるの
あなたが幸せそうだから 僕が辛くなるよ
君が幸せであれば なんて言えない

あぁ 君を考えず あぁ いれたらいいのにね
僕に見せてくれた笑顔を 今じゃ他の誰かに
あぁ 僕はあの日のまま 
君が好きで居てくれた日のまま
いつか戻ってくると言い聞かせてる

あなたが笑うから
あなたが幸せそうだから
胸が苦しいんだ

あなたが笑うから胸が苦しくなるよ
今誰に笑ってるの
あなたが幸せそうだから 僕が辛くなるよ
君が幸せであれば なんて言えない

ハッピーエンドで終わってしまう
君の君の身勝手な話
エンドロールに僕の名前は
きっときっと書かれていないけど

最寄の駅の二駅先の
できるだけ人がいないホーム
売れない歌をさえない僕が
情けない顔して歌う夕方の5時

幸せにできないだから別れる
よくある話で嫌気がさす
ステレオから流れる音は
僕の知らないアイドルのうただった

生きてることを形にするなら
君の曲だけでアルバムができる
僕の本気を知らないだけで
こんなもんじゃないし
こんなもんじゃないし

ハッピーエンドで終わってしまう
君の君の身勝手な話
エンドロールに僕の名前は
きっときっと書かれていない
ハッピーエンドで終わらせないと
君に君に怒られてしまう
エンドロールに名前は書かないで
未完成のまま
君のことだけを歌っていたい
君の言葉だけ鵜呑みにしたい
君の心だけ奪ってみたい
君のこれからと笑っていたいのさ

寒い朝は嫌いだ
ベッドから出られないや
あぁ、また今日も遅刻だ

君からの返信を待っていたの
2時半まで起きてたんだよ
でも結局返ってこなかった

あぁ、もう朝だよ 朝だよ
返信はないよ
早く寝たら良かったなって思った
あぁ、もう昼だよ 昼だよ
今返ってきたよ
「おはよ」って昼だよ

君のSNSには更新があって
私との会話は９時間前に止まって
ずっとずっと待ってたのに

女の子と居たんだよね
最近のSNSは凄いんだって
見ちゃったんだよ君が載ってる写真
隣は赤いリップの女

あぁ、もう朝だよ 朝だよ
返信はないよ
早く寝たら良かったなって思った
あぁ、もう昼だよ 昼だよ
今返ってきたよ
「おはよ」って昼だよ

待っていたのに 待っていたのに
ずっと起きて待っていたのに
君はずっと遊んでいたの 
赤いリップの女と
待っていたよ 眠たいのに 
待たなきゃよかった
まぁ、誰も待ってなんて言ってないから
私のせいなんだろうけど

ねぇ、誰なの？誰なの？
その横の女 誰なの？
君の隣は私だと思ってたよ
もう、終わりなのかな
もう、終わりなのかな
君の隣は私じゃなくなった

朝、携帯を見たら返信が来ていた
今までのこと全部なかったように
嬉しくて 嬉しくて
でも、君はその一言で
私をどん底に落としたの

「疲れた。今から寝るんだ。」

遊んでたの、知ってるよ。
赤いリップの女と
遊んでたの、私知ってるよ。

遊んでたの、知ってるよ。
あぁ、お疲れさまでした。早く寝ろ。
じゃあね、もうバイバイ。
そしてこれからもバイバイ。

I can't stop to cry
,will surely of tears 

because of the setting sun 
my happy memories 
turn around and run

now,set me free to cry   

I can't stop to smile
will surely of my fake smile 

for the setting sun 
my dirty memories 
turn around and run 

now,set me free to smile

only my sounds
only my voice

only my story of a life
only my times 
I feel alive

spread in front of my eyes
I never forget that

melty twilight sky is over
catch my heart, please touch me

melty twilight sky is over
you can sing your life

M-01.gonegirl-twilight- 抜け落ちない君の横顔が 今でも綺麗に浮かぶから
なびく髪 左耳にかけながらそっと笑う

君を愛していた

乾ききった空が暮れるころ
風がすっと頬をかすめていった

君が言う「あなたが分からないの。」
どうすればいい？

あれから月日が経ったけど
君の方はどうだい？覚えているかい？

僕はさ、あの時君になんて言えればよかったんだい？

思ってしまうよ 今でもずっと
覚えているよ 髪の匂いを

上手に笑う君を見てると 僕の方まで笑っちゃうよ

抜け落ちない君の横顔が 今でも綺麗に浮かぶんだ
時が経って年をとって大人にもなったのに

情けないよな
茜色に染まる街の中 君が零す涙見つめてた

その時 気づいた 壊れそうな優しさに
ずっと甘えていた

二人を取り巻く世界が一同に色を失くしていった
僕を動かす全てが 君を探していた

色褪せないように歌にして 今でも君のこと唄っている
繰り返し訪れては失う幸福も超えてきたけど

抜け落ちない日々の足跡が 二人過ごしてきた思い出が
時が経って年をとって大人にもなったのに

ずっと残っている
君を愛していた
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M-10. 向こう岸 -サイダー -


