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チック・チック・チック「エヌ・アール・ジーキュー」

If the waves could take you under
イフ ザ ウェーブス クッド テイク ユー アンダー
（イフ ザ ウェースクッ テーキュ アンダー）

Baby baby I'm Here,
ベイビー ベイビー アイム ヒア
（ベイビ ベイビ アイム ヒー）

Would you never go into the sea
ウッド ユー ネバー ゴー イントゥ ザ シー
（ウッジュ ネヴァ ゴーイントゥ ザ シー）

where I need to be
ホエア アイ ニード トゥ ビー
（ウェーア ニートゥビー）

If it stops and makes you wonder
イフ イット ストップス アンド メイクス ユー ワンダー
（イフィッ ストーップスエン メークシュ ワンダー）

Feeling fear but no need to be
フィーリング フィアー バット ニード トゥ ビー
（フィーリン フィーバッ ノーニトゥビー）

Do you freeze or can you let it be
ドゥ ユー フリーズ オア キャン ユー レット イット ビー
（ドゥ ユー フリーザ キャニュ レーディッビー）

And Iʼve been stopped dead in my tracks
アンド アイブ ビーン ストップド デッド イン マイトラックス
（エン アイ ビーン ストッ デーディン マイトゥラックス）

Do the lightning rain and thunder
ドゥ ザ ライトニング レイン アンド サンダー
（ドゥザ ラーイニン レーネン サンダー）

But thatʼs no way to be
バット ザッツ ノー ウェイトゥ ビー
（バッ ダッツノ ウェイトゥ ビー）

Leave you waiting for the next regime
リーブ ユー ウェイティング フォー ザ ネクスト レジーム
（リーヴュ ウェイティン フォーザ ネークスレジーム）

It's no way to be
イッツ ノー ウェイトゥ ビー
（イッツノー ウェイトゥ ビー）

Do you calculate the numbers
ドゥ ユー カリキュレート ザ ナンバーズ
（ドゥ ユー カーキュレー ザ ナンバース）

Hey
ヘイ
（ヘイ）

And believe in probability
アンド ビリーブ イン プロバビリティ
（アン ビリーヴィン パッバビーリティ）

Listen to me
リッスン トゥ ミー
（リストゥミ）

Are you feeling sentimental
アー ユー フィーリング センチメンタル
（アー ユー フィーリン センティメンタァ）

When I want advice
ホエン アイ ウォント アドバイス
（ウェナウォーナヴァイス）

Are you feeling insecure
アー ユー フィーリング インセキュア
（アー ユー フィーリン インセッキュア）

Then give it to me
ゼン ギブ イットトゥ ミー
（ゼン ギヴィトゥミ）

Are you always playing any games of
アー ユー オールウェイズ プレイング エニー ゲームス
（アー ユー オーウェイズ プレエニ ゲムソヴ）

But just keep quiet
バット ジャスト キープ クワイエット
（バッジャスキークワィッ）

is it right or am I sure
イズ イット ライト オア アム アイ シュア
（イズィッ ライオー アーマイショー）

And donʼt even try it
アンド ドント イーブン トライ イット
（エンドンイヴトゥライ）

Is it feeling kind of hasty
イズ イット フィーリング カインド オブ ヘイスティ
（イズィッ フィーリン カインドァ ヘースティ）

Cuz you donʼt have nothing to say
コズ ユー ドント ハブ ナッシング トゥ セイ
（コジュドン ハヴナシトゥセイ）

Is it feeling premature
イズ イット フィーリング プリマチュア
（イズィッ フィーリン プリマチュア）

Hey
ヘイ
（ヘイ）

Are you looking for the exit
アー ユー ルッキング フォー ジ イグジット
（アー ユー ルッキンフォー ディイグジッ）

Talk to me
トークトゥ ミー
（トークトゥミ）

Are you taking a detour
アー ユー テイキング ア ディツアー
（アー ユー テイキナ デイトゥア）

Are you staying here or
アー ユー ステイング ヒア オア
（アユ ステイン ヒーオ）

Hey what you do to me
ヘイ ファット ユー ドゥトゥ ミー
（ヘイ ワッチュドゥトゥ ミー）

can you walk with me
キャン ユー ウォーク ウィズ ミー
（キャニュ ウォークズミー）

Energyʼs getting through to me
エナジーズ ゲッティング スルー トゥ ミー
（エナジーズ ゲッティンスルー トゥ ミー）

And donʼt deny it
アンド ドント デナイ イット
（エン ドン デナーイッ）

Iʼve got my eyes forward and thatʼs
アイヴ ゴット マイ アイズ フォーワード アンド ザッツ
（(エン) アィヴガッ マィアィズ フォーワー アンダッツ）

If you havenʼt tried it
イフ ユー ハブントトライド イット
（イフュ ハーヴントラーイッ）

How they ought to be
ハウ ゼイ アウトトゥ ビー
（ハゥ ゼィ アウットゥ ビー）

Cuz the feeling ainʼt going away
コズ ザ フィーリング エイント ゴーイング アウェイ
（コザフィーリエン ゴーナウェイ）

