愛心
Words／Lyrics：Hironori Nagasawa
どうだろう かけがえのないもの 無くすつもりもないもの
How does it look like to love someone that you could give away
全てを投げだせるほど 誰かを愛してみるのは
All that is precious and all that is nonnegotiable
僕らは心のどっかに生命スイッチをつけたがる
We want to find a life switch in our hearts
つらいとき消してしまえば解決すると思ってる
To switch it off and forget when life is overwhelming
他人の愛など伝わりやしないよ 家族の愛すら伝わってないのに
I don’t know love of other people; I never knew love of my family
本当の愛など信じてないよ そうやって愛を待っている
I don’t believe in true love… said we waiting for the true love
あぁどうか気付いて僕に 思いをつづるだけ
O please be aware of me I just write down my heartfelt note
感情が消えないように 愛情を
Before my emotion ends, please give me your love
本当は愛されたいよ 本当は愛したいんだよ
I want to be filled with love; I want to fill somebody with my love
口に出せやしないから 心にただつづるだけ
It’s so hard to say so write down on my heart
どうだろう いつでも君を 本当に愛してくれていて
How does it look like that you have somebody love you truly
全てを投げだせるほど 大切にしてくれたら
He cherishes you that he could give it all away
愛するがゆえ 愛されないと 傷つくのだと踏み出してないだけ
Once loved somebody much but never loved as much but rather hurt
形じゃなくてサイズじゃなくて 本当はもっと近いもの
I don’t care how, I don’t care how much but love should be closer
to you

あぁどうか僕をみていて 二度と離さないでよ
Oh please keep your eyes on me; never let me go
愛情が消えないように 愛情を
Before a love is gone, please give me another love
本当は愛されてるよ 本当は愛してんだよ
The fact is I am loved; the fact is I love you so much
気付くのがこわいから 心をただ閉じていた
I was afraid of knowing that fact so just kept my heart closed
今目に映る 見える限りのものは何一つ 信じれないけど
Even though I can’t believe all that is seen by my eyes
本当の愛があるとしたなら 心できっと見えるもの
True love is meant to be seen by my heart
あぁどうか信じて僕を 二度と離さないから
Oh please believe in me; I will never let you go
愛情が消えないように 愛情を
Before a love is gone, I will give you another love
踏み出すための一歩が 確かな道をつくる
A step at a time it will make a clear path for you
君を愛してること 心に
Remember that I love you in your heart
本当は愛されてるよ 本当は愛してんだよ
The fact is I am loved; the fact is I love you so much
君がいてくれること 心にただ刻むだけ
I write down on my heart that you are with me at all times

