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「眠れないんだ」
「nemurenai nda'」
「睡不著覺」
風もなく茹だりそうな夜に
kaze mo naku udari-sōna yoru ni
在無風而彷彿要被熱暈的夜裡
君の声が耳元で揺らいだ
kiminokoe ga mimimoto de yuraida
你的聲音在耳邊晃蕩著
感傷に浸ってばっか
kanshō ni hitatte bakka
一味沉浸於感傷裡
何も変わらない
nanimokawaranai
什麼都不曾有變化
笑えない日々を
waraenai hibi o
令人笑不出來的每一天
抜け出そうぜ
nukedasou ze
讓我們擺脫那樣的日子吧
君を連れ飛び出した
kimi o tsure tobidashita
帶你一同飛奔而出
風が通り過ぎた
kaze ga tōrisugita
驟然而逝的強風
闇と混ざり合った
yami to mazari atta
和黑暗混雜交錯
君の笑い声が
kimi no waraigoe ga

你開心的笑聲
小さく藍の空に響いて
chīsaku ai no sora ni hibiite
小聲地迴響於蒼穹
そんなんで生きていけんのか
son'nande ikite iken no ka
能就那樣活下去嗎
もう戻れないぜ
mō modorenai ze
已經再也回不去啦
なんて揺らぎそうな想いは
nante yuragi-sōna omoi wa
將這般搖擺不定的想法
アクセルへ
akuseru e
轉向油門
このまま地平線を
kono mama chiheisen o
就這個樣子
追い越してやるんだ
oikoshite yaru nda
去追逐地平線吧
最前線飛ばせ僕たちは
saizensen tobase bokutachi wa
奔馳於最前線的我們
星もない夜
hoshi mo nai yoru
在沒有星辰的夜晚
ただ東を目指して行く
tada azuma o mezashite iku
只是單純瞄準著東方前進
13秒先もわかんなくたって
13-byō-saki mo wakan nakutatte
就算連13秒後都無法預知
精一杯僕を生きていく
seiippai boku o ikiteiku
我也拚盡全力地活下去
何も後悔なんてないさ
nani mo kōkai nante nai sa
對一切都沒有一絲後悔呀
前を向け
mae o muke
向著前方
止まらないさ
tomaranai sa
已經停不下來了呀
きっと光の待つ方へ
kitto hikari no matsu kata e
堅決向著有光等候的方向
暗闇に落ちた
kurayami ni ochita

跌落進黑暗
先の見えないような道も
saki no mienai yōna michi mo
縱使是那樣前方不明的路
辿り着いたら
tadori tsuitara
努力抵達終點的話
闇なんてなかった
yami nante nakatta
黑暗什麼的都不存在了
きっと僕は僕を
kitto boku wa boku o
我一定還是無法
信じ切っちゃいないから
shinji kitcha inaikara
完全地相信我自己
いっそあの向こうへ
isso ano mukō e
所以乾脆去相信
未だ見ぬ夜明けを
imada minu yoake o
未曾見過的黎明
信じ歩いた
shinji aruita
往彼方邁步
追い抜いた 走った
oinuita hashitta
追過去了 跑起來了
期待した 転んだ
kitai shita koronda
抱有期待 跌倒了
迷った わかんなくなって
mayotta wakan'naku natte
迷失了 變得搞不明白了
でもjust feel alive
demo just feel alive
但是只覺得活著
fear or light
恐懼或光芒
まだ僕らは歩いていく
mada bokura wa aruite iku
我們仍在踏著步伐
こんなんじゃいつまで経っても
kon'na nja itsu made tatte mo
這樣下去無論經過多久
何処にも行けやしないさ
doko ni mo ikeyashinai sa

也不可能到達哪裡的呀
なんて拭えない想いもアクセルへ
nante nuguenai omoi mo akuseru e
將這般抹不去的想法也轉向油門
どうせ止まれるはずないさ
dōse yama reru hazu nai sa
反正本來就停不下來了呀
夜に腐っていたって僕たちは
yoru ni kusatte itatte bokutachi wa
縱使夜晚讓我們墮落
間違いなく明日に向かっていく
machigainaku ashitanimukatte iku
我們也絕對會邁向明天
最前線飛ばせ僕たちは
saizensen tobase bokutachi wa
奔馳於最前線的我們
白みだした星空
shirami dashita hoshizora
因星空的微曦
胸を鳴らしている
mune o narashite iru
使得胸口鼓動不已
眠らないよう
nemuranai yō
別睡了吧
上がるミュージックと
agaru music to
僅僅帶著高聲揚起的音樂
ぬるくなった水だけ持っていく
nuruku natta mizu dake motte iku
以及變得溫熱的水行進
無駄なものは何もないさ
mudana mono wa nani mo nai sa
所有一切都不會是無用的呀
前を向け
mae o muke
向著前方
その方がきっと笑えるさって
sonokata ga kitto waraeru-sa tte
在那裡一定能露出笑容的
最前線飛ばせ僕たちは
saizensen tobase bokutachi wa
奔馳於最前線的我們
昇る太陽
noboru taiyō
將升起的太陽
その光を目指していく
sono hikari o mezashite iku
所帶來的光芒視為目標
幸せって今はわかんなくたって
shiawase tte ima wa wakan nakutatte
就算現在還無法明白何謂幸福
精一杯僕を生きていく
seiippai boku o ikiteiku

我也拚盡全力地活下去
何も後悔なんてないさ
nani mo kōkai nante nai sa
對一切都沒有一絲後悔呀
前を向け
mae o muke
向著前方
終わらないさ
owaranai sa
不會終結的呀
一生僕らは生きて征け
isshō bokura wa ikite sei ke
我們一生都將這樣活下去啊

Shooting Star
source gdbjsj
Ah 远い宇宙(そら)に ずっと続く道
Ah 在遥远的宇宙中 无限延续著的道路
Ah とおいうちゅう(そら)に ずっとつづくみち
ah tooi uchuu ( sora) ni zutto tsuzuku michi
まばたくように 暗を照らす 白い光
明灭闪动着 照亮黑暗的 白色光芒
まばたくように やみをてらす しろいひかり
mabatakuyouni yami wo tera su shiroi hikari
行き先なら 教えてあげるよ
就由我来 告诉你前方的路吧
ゆきさきなら おしえてあげるよ
ikisaki nara oshie teageruyo
未来の键 握りしめて 旅立とう
紧握未来的钥匙 让我们出发吧
みらいのかぎ にぎりしめて たびだとう
mirai no kagi nigiri shimete tabidato u
(Ah 思いっきり泣いた夜)
(Ah 纵声哭泣的夜)
(Ah おもいっきりないたよる)
(ah omoikkiri nai ta yoru)
过去に good bye
向着过去道声永别
かこに good bye

kako ni good bye
(君たちがいたからさ)
(正因有你们在)
(きみたちがいたからさ)
(kun tachigaitakarasa)
もう戻らない
もうもどらない
已经回不去了
mou modora nai
手と手をつないで 走れ 走れ 走れ
手与手相牵 奔跑 奔跑 奔跑
てとてをつないで はしれ はしれ はしれ
te to te wotsunaide hashire hashire hashire
ずっと One Love 大きな爱で One Heart 心ひとつ
一直 One Love 用大大的爱 One Heart 将心合为一体
ずっと One Love おおきなあいで One Heart こころひとつ
zutto one love ooki na mede one heart kokorohi totsu
勇気出して 月を目指して 进み続けよう
拿出勇气 向着月亮 继续前进吧
ゆうきだして つきをめざして すすみつづけよう
yuuki dashi te gatsu wo mezashi te susumi tsuzuke you
One Life この瞬间を One Chance つかみ取ろうよ
One Life 将这个瞬间 One Chance 牢牢地握在手中
One Life このしゅんかんを One Chance つかみとろうよ
one life kono shunkan wo one chance tsukami toro uyo
ひとつひとつの辉きを かき集めよう
将那每一点滴的光辉 全部集中起来
ひとつひとつのかがやきを かきあつめよう
hitotsuhitotsuno kagayaki wo kaki atsume you
Oh-Oh- どこまでも行けるよ
Oh-Oh- 可以去到任何地方
Oh-Oh- どこまでもゆけるよ
oh-oh- dokomademo ike ruyo
Oh-Oh- どこまでも辉くよ
Oh-Oh- 无论何处都会发光
Oh-Oh- どこまでもかがやくよ
oh-oh- dokomademo kagayaku yo
そう 気がついたの 私の悩みは 星达より
是的 注意到了吗 我的烦恼 比起满天星辰
そう きがついたの わたしのなやみは ほしたちより

sou kiga tsuitano watashi no nayami ha hoshi tooru yori
ずっとずっと ちいさいのにね
是那么的 那么的 渺小呢
ずっとずっと ちいさいのにね
zuttozutto chiisainonine
なぜこんなに 苦しかったのだろう
为何我之前 会那么痛苦呢
なぜこんなに くるしかったのだろう
nazekonnani kurushi kattanodarou
身をまかせて 空を见上げ 时を待とう
将身体放松 仰望着天空 静待时间流逝
みをまかせて そらをみあげ ときをまとう
miwo makasete sora wo miage toki wo mato u
(Ah 思いっきり泣いた夜)
(Ah 纵声哭泣的夜里)
(Ah おもいっきりないたよる)
(ah omoikkiri nai ta yoru)
振り返らず
ふりかえらず
再也无法回头
furikaera zu
(君たちがいたからさ)
(正因有你们在)
(きみたちがいたからさ)
(kun tachigaitakarasa)
恐くないよ
こわくないよ
我才会毫不畏惧
kowaku naiyo
一歩踏み出して 行こう みんな 进め
向前走出一步 走吧 大家 向前
いっぽふみだして ゆこう みんな すすめ
ippo fumi dashi te iko u minna susume
きっと One Love 燃える愿いを One Heart 贯き通す
一定会 One Love 将燃烧的心愿 One Heart 贯彻到底
きっと One Love もえるねがいを One Heart つらぬきとおす
kitto one love moe ru negai wo one heart tsuranuki tousu
迷わずに 星屑の道 駆け抜けようよ
不会迷失的 群星之路 在上面飞驰吧
まよわずに ほしくずのみち かけぬけようよ
mayowa zuni hoshikuzu no michi kake nuke youyo
One Life 大切なもの One Chance 逃さないで
One Life 重要的东西 One Chance 不要让它逃走

One Life たいせつなもの One Chance のがさないで
one life taisetsu namono one chance nogasa naide
ひとつひとつの辉きを かき集めよう
将那每一点滴的光辉 全部集中起来
ひとつひとつのかがやきを かきあつめよう
hitotsuhitotsuno kagayaki wo kaki atsume you
Oh-Oh- どこまでも行けるよ
Oh-Oh- 可以去到任何地方
Oh-Oh- どこまでもゆけるよ
oh-oh- dokomademo ike ruyo
Oh-Oh- どこまでも辉くよ
Oh-Oh- 无论何处都会发光
Oh-Oh- どこまでもかがやくよ
oh-oh- dokomademo kagayaku yo
スピード上げて
スピードすぴーどあげて
加快速度
supi-do age te
流れ星に 飞び乘ってみよう oh, oh, oh
试着登上 飞驰的流星吧 oh, oh, oh
ながれぼしに とびのってみよう oh, oh, oh
nagareboshi ni tobi notte miyou oh, oh, oh
すべてを托して 未来へ飞び出せ
带着一切寄托 向着未来起飞吧
すべてをたくして みらいへとびだせ
subetewo takushi te mirai he tobidase
One Love 大きな爱で One Heart 心ひとつ
One Love 用大大的爱 One Heart 将心合为一体
One Love おおきなあいで One Heart こころひとつ
one love ooki na mede one heart kokorohi totsu
勇気出して 前を向いて 进み続けよう
鼓起勇气 朝着前方 继续前进吧
ゆうきだして まえをむいて すすみつづけよう
yuuki dashi te mae wo mui te susumi tsuzuke you
One Life この瞬间も One Chance 梦に负けない
One Life 在这个瞬间也 One Chance 不会输给梦想
One Life このしゅんかんも One Chance ゆめにまけない
one life kono shunkan mo one chance yume ni make nai
自分を信じてまっすぐ 描くストーリー
相信自己 笔直地描绘著的故事

じぶんをしんじてまっすぐ えがくストーリーすとーりー
jibun wo shinji temassugu egaku suto-riOh-Oh- どこまでも行けるよ
Oh-Oh- 可以去到任何地方
Oh-Oh- どこまでもゆけるよ
oh-oh- dokomademo ike ruyo
Oh-Oh- どこまでも辉くよ
Oh-Oh- 无论何处都会发光
Oh-Oh- どこまでもかがやくよ
oh-oh- dokomademo kagayaku yo
Oh-Oh- どこまでも行けるよ
Oh-Oh- 可以去到任何地方
Oh-Oh- どこまでもゆけるよ
oh-oh- dokomademo ike ruyo
Oh-Oh- どこまでも辉くよ
Oh-Oh- 无论何处都会发光
Oh-Oh- どこまでもかがやくよ
oh-oh- dokomademo kagayaku yo
Oh-OhOh-OhOh-Ohoh-oh-
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