
もう一度、君に会いたい  作詞・作曲・編曲 MINA    

  

            

こんなに好きで愛してごめんね   鳴らない電話 来ないメール 

いま溢れだす この涙が   夢じゃない事 教えてくれる       

   

君がくれたネックレス  あんなに嬉しかったのに 

見るたびに切なくて  行き場のない想いは どこへ向かえばいいのかな    

  

泣けるほど愛してたよ  いますぐ会いたいよ        

君が笑う笑顔が大好きだったよ          

今はもう触れられない 君といる時間 もう一度   巻き戻せたらいいのに 

側にいれるなら 何もいらないよ         

もう一度、君に会いたい         

  

歩幅あわせて笑いあって  この手をギュッと握りあったね 

       

平気なフリをして  バイバイなんて言ったけど        

素直になれなかった  笑顔の向こうでは泣いてたの        

知ってますか？         

    

 

心から愛してたよ   もう一度会えるなら         

隙間ないくらい抱きしめてほしいよ  遠いい幻想のふたり       

君といる時間 もう一度   巻き戻せたらいいのに        

側にいれるなら 何もいらないよ  君がいるそれだけでいい      

  

  

君だから恋をしたんだ   君だから好きになったの        

生まれ変わってもまた君と…         

 

 

泣けるほど愛してたよ  いますぐ会いたいよ        

君が笑う笑顔が大好きだったよ          

今はもう触れられない         

君といる時間 もう一度   巻き戻せたらいいのに        

側にいれるなら 何もいらないよ         

もう一度、君に会いたい   

 

 

 



約 束    作詩・作曲: MINA 

 

 

いつも一人の  私を温めてくれる  

その優しさに触れるたびに  涙がぽつりと溢れた 

 

初めて君が 素直になれた人 ありのままを 受け入れてくれたよね 

 

隣り合わせ眠ったあの夜   誰かの言葉なんかよりも  

君の温もりがいちばん幸せ 

 

君が思うほど私は何もなくて不器用な人だけど 

君に出会えたあの日から 生きる意味をやっと見つけられた 

 

いつか君も私も星になる日がきても 忘れないよ  

心の中で繋がってる 約束しようずっと愛してるよ 

 

 

ふたりで撮った 写真に写る君の笑顔 

会えない日は何度も見返し 乗り越えられてたよ  

 

当たり前に過ごしているけど   

君にはちゃんと伝えたいの 心から思う本当に大好き 

 

何十年後も私は君の温もりできっと 

生きれるよ だからこのまま側にいて 

ありのままの私をずっと愛して 

 

いつか君も私も星になる日がきても忘れないよ 

幸せの道を進んで約束しよう ずっと笑えるように 

 

 

まだ見えない明日が 涙で歩けないような時でも 

この手離さずに ずっと側にいてね 

 

君が思うほど私は何もなくて不器用な人だけど 

君に出会えたあの日から 生きる意味をやっと見つけられた 

 

いつか君も私も星になる日がきても 忘れないよ 心の中で繋がってる 

約束しよう、ずっと愛してるよ 出会えた事 本当にありがとう 

 



心のアルバム 
 

ねえ 君という理由一つに 数えきれないほどに悩んでは 眠れない瞼になった 

 

星も見えない 寂しい夜も 君がいれば他に何もいらないの 

 

君の声に何度救われて 君の優しさに何度泣いて  

重なる胸の鼓動と共に君と生きてたいよ 

 

君の記憶の中にいられるだけで 

私、幸せに思ったの 

どんな未来にも 君がいてほしいよ 

生まれ変わっても愛したい 

 

 

隣り合わせて食べるご飯も 君を見てるだけで安心して 

幸せの涙がこぼれる 

 

君が笑うとつられて笑う 君が泣けば貰い泣きをする 

この瞬間（トキ）が消える前に 心の 1 ページを刻むよ   

 

この願いが叶うのならば いつまでも 

もっと、ずっと、君を感じてたい 

その心もその体もその声も  

生まれ変わっても愛したい 

 

君が涙の日は抱きしめて 笑ってくれる日は 2 倍にしたい 

寄り添うことでしかできなくても  そばで支える影でいたいよ  

 

 

君の記憶の中にいられるだけで 私、幸せに思ったの 

どんな未来にも 君がいてほしいよ 

生まれ変わっても愛したいから 

 

この願いが叶うのならば いつまでも 

もっと、ずっと、君を感じてたい  

その心もその体もその声も  

生まれ変わっても愛したい 

心のアルバム君に届け 

 

 



そばにいるから。 
 

最近会えてないけど あたしを忘れてないかな？ 

仕事もプライベートも 空回りばかりして疲れてたよ 

 

そんなときあなたの ふとした一行のメールに 

笑ってしまったよ 昨日の悩みなんてゼロだよ 

 

 

頻繁に会えはしないけれど いつもあなたに支えられて 

風が運ぶこの出会いをずっと 抱きしめたまま 歩くよ 

 

世界中の人に嫌われても あなたが好きでいてくれたら 

明日もきっと笑顔でいられる あなたがそばにいるから  

 

自信がなかったよ 周りは素敵な子ばかりで 

それでもあなただけは 真っ直ぐあたしを見てくれたね 

 

 

どんなヘトヘトな 1 日でも その笑顔と声があるから 

頑張れると会いに来てくれるの 嬉しかったよ 今でも 

 

 

世界中の人が冷たくても あなたが笑ってくれるなら  

それだけでいいから この愛がいつも味方のように 

今度はあたしが あなたのそばにいるから 

 

明日が見えない日々も どんなに険しい道のりも 

あなたとなら涙も分け合える気がするよ 

ありがとう 

 

世界中の人に嫌われても 

あなたが好きでいてくれたら 

それだけで、あたしは強くなれるから 

明日もきっと笑顔でいられる 

あなたがそばにいるから 大好き 

この声が枯れても ボロボロになっても 

伝えたいよ、大切な人よ あなたのそばにいるから 

    

 

 



MY LOVE  
 

これからはじまる未来 共に乗り越えよう 

不安は僕に預けて歩めばいいんだよ 

泣きたい時は僕が キミのハンカチになるよ 

MY LOVE   MY LOVE  いつも僕はここにいるよ   

 

おはようのメッセージで始まる一日 

キミ次第で今日のテンションが決まる 

小さなやりとりでも 凄く嬉しいよ  

いつだって初恋みたいなピュアな気持ち  

 

僕の前では、ありのままでいいよ 

真っ直ぐなとこ 涙も笑顔 全部抱きしめるよ 

 

これから始まる未来 ともに乗り越えよう 

不安は僕に預けて歩めばいいんだよ 

泣きたい時は僕が キミのハンカチになるよ 

MY LOVE   MY LOVE   いつも僕はここにいるよ   

 

久しぶりに会えるから 君の好きなもの  

買って帰ろうかな 

アイスがいいかな？どれにしよ？ 

悩んでいる自分も楽しんでいるな 

無邪気に嬉しそうな笑顔が浮かぶから 

 

最終話の無い ⾧いアルバムを 

一つ一つ ずっと大事に  埋めて 作り上げよう 

 

君との出会いが僕を 照らしてくれたね 

見える世界が こんなにも変わっていくんだね 

ちっぽけな幸せも この手で温めたい 

MY LOVE MY LOVE  僕の太陽はキミだから 

 

これからはじまる未来 共に乗り越えよう 

不安は僕に預けて歩めばいいんだよ 

泣きたい時は僕が キミのハンカチになるよ 

MY LOVE   MY LOVE  

いつも僕はここにいるよ    

 

 



限りある時間の中で 
 

眠れない夜 消えない不安にずっと苦しい 

ささいな事さえも あたしを襲う 

 

たったひと言で 嬉しくも 悲しくもなるんだ 

あふれた想いが うまく言えない 

 

色あせる事のない 想い出が辛い時もある 

世界でひとりのあなたが愛おしい  

ありがとう ごめんね 

 

あなたとずっとこの先も一緒にいたい 

ふたり笑いあえる幸せ 

隣にいてね 1 秒も離れないでね  

限りある時間の中で 

 

誰かをこんなに 想える事優しくなれる事 

あなたとの出会いが 教えてくれた 

 

心配ばかりかけて 泣き言ばかりこぼして 

どうしようもない強がりな私を これからもずっと愛してね 

 

側に居たいよ いつかはあえなくなっても 

どんな時でも大好きだよ  

一緒に泣こう一緒に笑い合おう 

この思い届け響け 

 

あなたとずっとこの先も一緒にいたい 

ふたり笑いあえる幸せ 

隣にいてね 1 秒も離れないでね 

限りある時間の中で 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



cut love  
 

朝の目覚めは 君の甘い声でモーニングタイム 

そう教えてきてくれるね  

寝起きの悪い僕は目を擦って ベットから降りて 

今日の 1 日が始まるの  

 

僕を見つめる瞳  最初の出会いから 

一目惚れをしてたの あぁもう僕の負け 

 

oh Baby  

こんなに広い  この星に生まれて 

僕に出会ってくれて本当ありがとう 

君以外はもう愛せないの 

臆病な所も 寂しがりなとこも 

たまに不機嫌になるとこも全部好きよ 

君は Cute Love この先も 

 

隣でいつもスヤスヤ眠る君 

その寝顔の横で僕も顔埋めてみる 

 

もしも君と出会えず  この世にいたなら 

多分今頃ひとり   ため息ばかり   

ぼやついてただろう 

 

言葉にならなくても 言葉交わせなくても 

目と目で通じ合う心合図 

君以外の愛は要らないの  

小さなその手のひら 頬っぺにしたキスに困った顔も全部好きよ 

守りたいの 君の Cute Love いつまでも 

 

まん丸お目々 おねだり上手 甘い瞳に僕は許しちゃうよ 

君らしく僕の隣で笑って 

 

oh Baby 

こんなに広い、この星に生まれて 僕に出会ってくれて 本当ありがとう 

君以外はもう愛せないの  

臆病なところも寂しがりなとこも たまに不機嫌になるとこも全部好きよ 

君は Cute Love この先も 

 

You and me love forever 



so happy! 
 

日差しが眩しい空の下で 

期待とプレッシャーに追いかけられてる 

想像してた未来 思うより遠くて 

ちょっと逃げ出したくなるよ 

 

汚れた靴 流した涙 頑張ってきた証だから 

深呼吸して、またもう一歩 

 

誰もが何かしら抱えて 毎日駆け抜けてるから 

一度の人生、掴むのさ Happy Days イェィ!  

どんなときも みんなの笑顔 守り続けたいから 

この声に乗せて歌うメロディ ほらせーのでさぁ so Happy!  

 

表には出したくない弱さも 

独りよがりのこの性格全部 

素直に自分を誇ってあげれたら 

少しは自信にも繋がるんじゃない？ 

 

1 秒毎 変わる未来図 立ち止まってる暇はない 

全力の力で走ろう  

 

明日の事なんて忘れて 今日を共に乗り越えてこう 

一度の人生 掴むのさ Happy Days  イェィ! 

目指す先に君がいるから 強い心持てるの 

この想い乗せて歌うリズム ほらせーのでさぁ so Happy!  

 

so Happy!  so Happy!   

 

誰もが何かしら抱えて 毎日駆け抜けてるから 

一度の人生、掴むのさ Happy Days  イェィ! 

どんなときも みんなの笑顔 守り続けたいから 

この声に乗せて歌うメロディ ほらせーのでさぁ so Happy!  

 

前を向いて進もう 

 

 

 

 

 



Kiroro「Best Friend」 

 
もう大丈夫心配ないと泣きそうな私の側で 

いつも変わらない笑顔でささやいてくれた 

まだまだまだやれるよ 

だっていつでも輝いてる 

 

時には急ぎすぎて見失う事もあるよ仕方ない 

ずっと見守っているからって笑顔で 

いつものように抱きしめた 

あなたの笑顔に何度助けられただろう 

ありがとうありがとう Best Friend 

 

 

こんなにたくさんの幸せ感じる瞬間（とき）は瞬間で 

ここにいるすべての仲間から最高のプレゼント 

まだまだまだやれるよ 

だっていつでもみんな側にいる 

 

きっと今ここでやりとげられることどんなことも力に変わる 

ずっと見守っているからって笑顔で 

いつものように抱きしめた 

みんなの笑顔に何度助けられただろう 

ありがとうありがとう Best Friend 

 

 

時には急ぎすぎて見失う事もあるよ仕方ない 

ずっと見守っているからって笑顔で 

いつものように抱きしめた 

あなたの笑顔に何度助けられただろう 

ありがとうありがとう Best Friend 

ずっとずっとずっと Best Friend 


