
 Lophoctiengnhat.com 

 

1ページ 

CLB Tiếng Nhật  

 

(KOKONI SHIKA SAKANAI HANA) 

何も無い場所だけれど ここにしか咲かない花がある 

心に括りつけた荷物を 静かに降ろせる場所 

空の色映し出した 瑠璃色の海遥かから聞こえる 

あなたの笑い声は よく聞けば波の音でした 

Nani mo nai basyo dakeredo ,kokoni shika sakanai hana ga aru 

Kokoro ni kukuri tsuketa nimotsu wo shizuka ni oroseru basyo 

Sora no iro utsushi dashita ,ruri iro no umi haruka kara kikoeru 

Anata no warai koewa yokukikeba nami no oto deshita 

 

 

寂しさ隠せずにいるなら 一人になればいい 

ささやくほどの声で呼んでいるのは いつも同じ名前 

Sabishisa kakusezuni irunara , hitori ni nareba ii 

Sasayaku hodo no koede yonderunowa itsumo onaji namae 

 

 

あの優しかった場所は今でも 

変わらずに 僕を待ってくれていますか？ 

最後まで笑顔で 何度も振り返り 

遠ざかる姿に唇かみしめた 

今はこみ上げる寂寞の思いに 

潤んだ世界を拭ってくれる 指先を待っている 

 

Ano yasashikatta basyo wa imademo  

Kawarazuni boku wo matte kurete imasuka 

Saigo made egaode, nandomo kurikaeri  

Toozakaru sugata ni kuchibiru kamishimeta 

Ima wa komiageru sekibakuno omoini  

Urunda sekaiwo ,nugutte kureru Yubisaki wo matteiru 

 

 

影が教えてくれるのは そこにある悲しみだけじゃない 

うつむく顔を上げて 振り返れば 

そこにある光に気付くだろう 

 

Kagega oshiete kureruno wa , soko ni aru kanashimi dake ja nai 

Utsumuku kao wo agete furikaereba  

Soko ni aru hikarini kizuku darou 

 

 

同じ数の出会いと別れ でも割り切れなくて 

余るほどの想い出をいつまでも 胸に咲かせながら 

Onaji kazu no deai to wakare demo warikirenakute 

Amaru hodo no omoide wo itsumademo muneni sakasenagara 

 

 

雨上がりの道は泥濘るむけれど 

今ここに 生きている証を刻むよ 

どうかこの涙を しおれかけの花に 

喜びのかなたで もう一度咲けるように 

Ame agari no michi wa nukarumu keredo 

Ima kokoni ikiteiru akashi wo kizamuyo 

Douka kono namida wo shiorekake no hanani 

Yorokobi no kanatade mouichido sakeruyouni 
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願いは海風に 吹かれて大空へ 

やがて小さな 虹をわたるよ いつの日かその足で 

Negai wa umikazeni fukarete ozora e 

Yagate chisana niji wo wataruyo itsunohika sono ashide 

 

 

ここにしか咲かない花 ここにしか吹かない風 

ここでしか聴けない歌 ここでしか見えないもの 

ここにしか咲かない花 ここにしか吹かない風 

Kokoni shika sakanai hana , kokoni shika fukanai kaze 

Kokode shika kikenai uta, kokode shika mienai mono 

Kokoni shika sakanai hana , kokoni shika fukanai kaze 

 

 

あの優しかった場所は今でも 

変わらずに 僕を待ってくれていますか？ 

ふいにこみ上げる 寂寞の想いに 

潤んだ世界を拭ってくれる 

Ano yasashikatta basyo wa imademo  

Kawarazuni boku wo matte kurete imasuka 

Fuinikomi ageru sekibaku no omoi ni 

Urunda sekaiwo nugutte kureru 

 

 

雨上がりの道は泥濘るむけれど 

今ここに 生きている証を刻むよ 

いつかこの涙も 寂寞の想いも 

忘れ去られそうな 時代の傷跡も 

Ame agari no michi wa nukarumu keredo 

Ima kokoni ikiteiru akashi wo kizamuyo 

Itsuka kono namida mo sekibaku no omoimo 

Wasure sararesouna jidaino kizuato mo 

 

 

 

燦然と輝く あけもどろの中に 

風が運んで 星に変わる そんな日を待っている 

Sanzen to kagayaku akemodoru naka ni 

Kazega hakonde hoshikawaru sonnahiwo matteiru 

 

 


