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めぐり愛
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ロマンティック電車

あの日普段と変わりのない

電車に乗り込んできた君に

ひとめぼれという恋の予感

名前は？

どこに住んでるの？

これから何処にいくの？

聞きたいことは沢山あるけど

一番知りたいことは

彼女いるの？

私の想像を乗せて走る電車

ロマンティック街道まっしぐら

なのにあぁ ・ ・ ・

君は突然私とは違う駅で下車

失恋街道まっしぐら
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永遠色の恋

この宇宙の中で君に出逢えた奇跡

夜が訪れるたびに見える無数の星

そのひとつひとつに君の名前を付けよう

どんな宝石なんかよりも輝いてる君に

今夜も愛しさと恋しさを覚えていくよ

見渡せば君でいっぱいに広がるから

この夜空に君への愛の永遠を誓うよ

忘れないで今夜も君を想う僕がいること
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運命的な出逢い

あの日貴方に出逢ったのは

偶然じゃなく運命なんだ

今もこんなにも愛しくて

世界中の誰より好きだって

今でも胸張って言えるよ

でもね愛してるって言葉は

今はまだこの胸に秘めて

いつか貴方も同じ気持ちに

なってくれた時にだけ

貴方に打ち明けるんだ

そうしたら二人で幸せに

きっと包まれるはずだもん


