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気付いた時から 心は汚れていた 

Since I realized self my heart was dirty 

心の汚れを 洗い流そうと僕は泣いた 

I wanted to wash the dirt away so I wept 

強く強く 泣いたけど 消えない汚れだ 

Over and over again I cried it wasn’t washable 

キレイにしてよ神様 僕はここにいる 

Will you make it clean God? I am right here 

 

無我夢中で叫んだ 声にならないこの叫び 

I shouted for my life my cry that forms no words 

あなたは聞いてくれてるんだろうか 

Are you really there listening to me? 

この汚れた心は あなたの愛でしか 洗い流せない Stain 

This dirty heart is to be washed away by your love only, it’s a 

stain 

 

今僕の心は あなたの目にどう映るの？ 

Now my heart How do You look at it? 

気になるけどあなたには 知られたくないと思ってしまう 

I wanna to know You but I don’t want you to know my heart 

積み重なる罪悪感 麻痺していく僕の心 

guilty after guilty, my heart is losing feeing 

何が良くて悪いのかも 分からなくなって 

it is losing a sense of what is right and wrong… 

 

無我夢中で叫んだ 声にならないこの叫び 

I cried out for my life my cry that forms no words 

あなたは聞いてくれてるんだろうか 

Are you really there listening to me? 

この汚れた心は あなたの愛でしか 洗い流せない Stain 

This dirty heart is to be washed away by your love only, it’s a 



stain 

 

僕の心とあなたの心 取りかえてくれたんだ あなたの十字架 

You are replacing my heart with your heart through Your Cross 

暗闇が光となる その瞬間を見たんだ 僕を照らす光 

I am seeing the moment that the light overcomes the darkness The 

light shines upon me 

 

あなたが照らす光 いつでも浴びていたいんだ 

The light that comes from you, I want to receive at all times 

暖かい勇気と愛が注ぎ込むから 

It pours in a warm courage and mercy 

野に咲く花のように 空からの愛待ってんだ 

I was like a flower in the field waiting for the love of the Sun 

in the sky 

いつまでもあなたを見上げていたい 

I want to look to you at all times 

無我夢中で叫んだ いつの間にか心は 

I shouted for my life and my heart was filled without me realizing 

あなたの言葉と愛で満ちていた 

With your words and love 

この汚れた心は あなたの愛で今 洗い流された Stain 

This dirty heart is now washed away by your love. It was a stain. 


