THE BEGINNING CODE
1.Belfry

2.Galaxia

3.Anti Liar

4. 慟哭

5. シアン

作詞 .masaya 作曲 . 紫暮

作詞 .masaya 作曲 .ken

作詞 .masaya. 紫暮 作曲 . 紫暮

作詞 .masaya 作曲 . 諒

作詞 .masaya 作曲 .ken

色褪せない景色がこだまする
どこまでも Sounds of Belfry

幾千億の輝きの中 今を生きるこの場所で
限りある時間に怯えず命輝かせよう いつまでも
奇跡というリアルが動き出す…

曖昧な感情をこじらせて引くに引けぬ崖の上
吐いた唾を飲み込めるもんなら政治家にでもなろうなんて

もがき苦しみ汚した手では大事なものも守れはしない
後悔ばかり繰り返すのを時代のせいにして

灰色に広がる雲を背に
もう少しだけ…そう願った
掌に残した僅かな熱をそっとつつんだ

確かに信じたモノもいつか消えてなくなってしまう
誰もが気づきながらもそれを当たり前にするんだ

くだらねえ嘘はもう見抜かれてるぞ気がつけよ
ガキの頃みたヒーロー達は
大人のオモチャなんだってさ

月光に滲む鮮血と涙
鈍く輝く刃の行方は
誰を信じてどこへ向かえば…
自分さえもわからない

泣き出す空の下で
終りの時感じてた

出会いと別れの儚さに
慣れてしまうその前に
もう一度だけ産まれたての瞳で
見つめて感じよう

揺るぎないプライドのその裏は
偽りと孤独の闇
心にもない言葉を放って
笑いながら逃げ出した

駆け抜けた毎日に残してきた感情は今でも迷い続け
答えを探す断ち切れない 思いに縛られた自分に別れ告げて

ずっと忘れない悲しみの涙も
叫び続けた夜も
色づき始めた風がこの身を奪って
あの頃と変わらない空を見上げた

不意に見上げた夜空に
映し出された
煌めく星屑達は
交わることなく

Lies,squirming in myself
崩れた定義は
どこまででも流されてしまいそう
Lies,squirming in yourself
偽善の価値は？
どこまででもブレることない魂を

気づいていた 遅すぎたこの時
それでもあの霞んだ未来を目指す
どんなに打ちのめされても譲れないものがある
色褪せない景色がこだまする
望んだ未来が来なくとも
湧き上がる鼓動はあの日の鐘
どこまでも Sounds of Belfry
歩んできた 道のりを振り返る
そこにはいつも あの日の音色があった
導かれたその先で高らかに鳴り響く
祝福の鐘の音がまっすぐに
僕らの未来を示してる
遠ざかる過去にはあの日の鐘
越えてゆく Sounds of Belfry
避けられぬ現実の中で人並みに迷いそうな時も
折れることない強さを持つあの音色が
どんなに打ちのめされても譲れないものがある
色褪せない景色がこだまする
望んだ未来が来なくとも
湧き上がる鼓動はあの日の鐘
どこまでも Sounds of Belfry
Bell brings hope and dream in me.
I was saved by tone many times.
playing a tone forever contineu…
Bell brings brightness in the world
We were saved by tone many times.
Playing a tone forever...

感じたままの心の声を伝えきれずいるのなら
届けに行こう 振り返らず
まだ遅くはない今のうちに
奇跡という出会いがそこにあるから

降り注ぐ雨の音に
何も聞こえないふりをして
Can I claim my frustration?
Right now,destroy your pain!
Don't touch,Don't care
I wanna kill all of mine

何気ないやりとりから垣間見える人の理性
それを上手く裁ければ世界はこんな憎み合う事もない

取り戻せぬ過去がいつまででも傷跡にただ深く責め続けるけど
確かなものを見つけるため
ただ一人泣き叫びこの声を枯らすよ

どうして人は失わないと気付く事ができないの？
目の前の守るべきものだけを大事にすればよかっただけ

優しい嘘と唄われた飾られた蜜味毒
愛する者さえも救えない愚かな優しさの果て

消えそうに浮かぶ蝋燭の灯火のような
揺れる気持ちに差し伸べてくれる手を求め

不意に見上げた夜空が
霞がかり
目印にしてきた星が
見えない時もある

Lies,squirming in myself
すれ違いの中で
少しだけのリアルが伝えられたら
Lies,squirming in yourself
不器用に踊る
少しだけの真っ直ぐな勇気を僕に下さい

駆け抜けた毎日に残してきた感情は今でも迷い続け
確かなものを見つけるため
ただ一人泣き叫びこの声を枯らすよ
見えない糸を辿るように
本当の意味探し求めてる

Look up! at the night sky clearly
Feeling heart beating with stars
shining.shining your life!
Rise up! if you feel so sadness
In the meeting that called miracle
不意に見上げた夜空は
透きとおっていく

いつだって上っ面なお前を
飾り付けている many lies
そうやって目を塞ぎながら
上手に生きている How do you feel?
oh shit! ナメてんじゃねぇよ
いつまで続ける many lies

煌めく星屑達が
また輝きだす

もういっそ取っ払ってやろう
お前の仮面を

かけがえのない出会いをくれた今生きてるこの場所が
忘れられない記憶を残しこの先ずっと生き続けるだろう

キリのないかけ引きをいつまで続ける気なのか？
ありふれたその答えこそお前の全てなんだろう

幾千億の輝きの中 今を生きるこの場所で
限りある時間に怯えず命輝かせよういつまでも
奇跡というリアルが動き出す…

Lies,squirming in myself
崩れた定義は
どこまででも流されてしまいそう
Lies,squirming in yourself
偽善の価値は？
どこまででもブレることない魂を
Lies,squirming in myself and yourself

茜色沈み行く太陽に
偽りの答えを重ねた
どれだけの時間と涙が心を戻してくれるの？
見つめて確かめ合う
指に纏う愛しさを
もう戻れない約束の日付けも
愛し続けた夜も
凍てつき始めた風がこの身を刺して
どこまでも続いてく空を見上げた
どうしてここへ生まれたの？
どこへ向かえばいい？
暗闇を照らす光は消え失せた
今強く願う
あの星に向かって
もう聞こえないとわかってるけれど
ずっと忘れない悲しみの涙も
叫び続けた夜も
色づき始めた風がこの身を奪って
あの頃と変わらない空を…
舞い散る花びらのように
約束は脆く砕けて
鮮やかに蘇る時は
今でも掴めそうで

