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Watching your eyes I light up our love

（日本語訳）

Talking about our memories
How did you feel when we ﬁrst met

君の目を見て僕らの愛に光を灯そう

My heart was ﬁne when I found you

僕らの思い出について話してみよう

You're my love

初めて会ったときどんなきもちだった
君を見つけた時、僕の心は晴れやかだった

I have spent my days casually

君こそが愛する人

But you were near me suddenly
Sometimes I just watched you

何気ない日々を送っていた

It didn't take me so long to fall in love

でも君が近くにいたのは突然のことだった

There wasn't change and days gone by

時々君をただ見ていた

I got a chance to meet you one day

恋に落ちるまでにそんなに時間はかからなかった

And we could start to get along

特に変わりなく日々は過ぎていった

We still can be together now

ある日君と会う機会を得た
それから付き合うようになって

When I look back on things

今でも一緒でいられるね

It seems they happen suddenly
I always remember memories for you and me

物事を思い返してみると

Watching your eyes I light up our love

突然のことばかりのように思える
二人の思い出をいつでも覚えている

Talking about our memories
How did you feel when we ﬁrst met

君の目を見て僕らの愛に光を灯そう

My heart was ﬁne when I found you

僕らの思い出について話してみよう

Looking my eyes and let me tell you

初めて会ったときどんなきもちだった

I'm so glad that you think of me

君を見つけた時、僕の心は晴れやかだった

Let me know how you're feeling now

僕の目を見たなら言わせておくれ

I feel the same as when I found you

君が僕を思ってくれることがすごくうれしい

You're my love

今君がどんな気持ちか教えてよ
僕は君を見つけた頃と変わりない気持ちさ
君こそが愛する人

Imagine that we have a thing
That only we can share

想像してごらんよ

Coming the days like that

僕らだけが共有できることを抱くことを

Coming soon, we can see

そんな日々がやってくる
すぐにやってくる、僕たちにはわかる

Watching your eyes I light up our love
Talking about our memories

君の目を見て僕らの愛に光を灯そう

How did you feel when we ﬁrst met

僕らの思い出について話してみよう

My heart was ﬁne when I found you

初めて会ったときどんなきもちだった

Looking my eyes and let me tell you

君を見つけた時、僕の心は晴れやかだった

I'm so glad that you think of me

僕の目を見たなら言わせておくれ

Let me know how you're feeling now

君が僕を思ってくれることがすごくうれしい

I feel the same as when I found you

今君がどんな気持ちか教えてよ

You're my love

僕は君を見つけた頃と変わりない気持ちさ
君こそが愛する人

