
 

 

It feels good in my heart in my soul 

When you’re right here beside me 

I don’t ever want this day to end 

君がそばにいると, 俺の心と魂は心地いいんだ 

今日を二度と終わらせたくはない 

We can watch the waves have a coke 

And just sit here beside me 

I took a little of my heart again 

俺たちにはその波が見える 

コーラを飲んで, 俺のそばに座ってよ 

また少し元気になれるから 

So we can feel forever feel together be real together 

and 

No one can stop me when I taste the feeling 

Nothing could ever bring me down 

俺たちは永遠を感じ, 共に感じ, 現実になるはずだ 

この気持ちを味わってる俺を誰も止められない 

俺を打ちのめせるものは何もないんだ 

No one can stop me when I taste the feeling 

Nothing could ever bring me down  

You make it easier to sing 

この気持ちを味わってる俺を誰も止められない 

俺を打ちのめせるものは何もない 

君がいるほうが歌いやすいんだ 

 

You make it easier to sing 

君が歌いやすくしてくれる 

 

Feels good as we stand on the shore 

And our hearts are jumping 

I grab another coke and Let’s dive in 

海岸に立っていると気分がいい 

俺たちの心が飛び跳ねてるようだ 

コーラを持って, さあダイビングしよう 

My love there’s a song in my soul 

When you are around me 

You make it easier to sing 

俺の愛, 俺の魂には歌が眠ってる 

君が歌いやすくしてくれる 

 

 

So we can feel forever feel together be real together 

and 

No one can stop me when I taste the feeling 

Nothing could ever bring me down 

俺たちは永遠を感じ, 共に感じ, 現実になるはずだ 

この気持ちを味わってる俺を誰も止められない 

俺を打ちのめせるものは何もないんだ 

No one can stop me when I taste the feeling 

Nothing could ever bring me down 

この気持ちを味わってる俺を誰も止められない 

俺を打ちのめせるものは何もないんだ 

 

With every fading sunset 

We see the stars align 

夕日が消えてくにつれ 

星の配置が見えてくる 

We make the simple moments 

Last for a lifetime 

俺たちは生きている限り 

単純な瞬間を創ってく 

So we’ll feel forever 

You & me together 

We can stay forever 

Be real together 

だから, 俺たちは永遠を感じるだろう 

２人で, 永遠にいることが出来る 

一緒に現実になれるはずだ 

No one can stop me when I taste the feeling 

Nothing could ever bring me down 

この気持ちを味わってる俺を誰も止められない 

俺を打ちのめせるものは何もないんだ 

No one can stop me when I taste the feeling 

Nothing could ever bring me down 

この気持ちを味わってる俺を誰も止められない 

俺を打ちのめせるものは何もないんだ 

You make it easier to sing 

君が歌いやすくしてくれる 

You make it easier to sing 

君が歌いやすくしてくれる 
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