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Back when l was a(①     )′
before life removed a‖ the innocence
My father would lifL me(②     )
and dance with my mother and me and then
Spin rne around｀til l fe‖ asieep
Then up the stairs he would carry me   ・ :

And l knew for sure l(Ω 、r     、

If l could(④       )another chance′
another walk′ another dance with hirn
I′d play a song that would neverr ever end
How I′ d10ve′ love′ love

To dance wth my father(⑤      )

(⑥     )I and my ttother would disagree
To get my wayJI wouid(⑦    )frOm herto him
Hett make me:塾旦⊆hjustto comfort mё  ③
Then nnally make me dojust what my mama(  )
Later that night when l was asleep
He left a(⑨      )under my sheet ⑩
Never dreamed that he would be gone(      )rne

lf Iと ou:d steal one final glance′

one final step′ one fina!dance with hirn
I′d play a song that would nevett ever end
Cause I′ d iove′ :ove′ :ove

To dance with my father(⑤      )

sOmeumes I′d listen outside her(⑪      )
And I電 (⑫     )how my mOther ctted for him
l pray for her even more than(⑬   )
I pray for her even more than(⑬   )

I know I′ rn praying for rnuch too much
But could you send back the only(⑭      )
she loved
l know you don′t do it usua‖ y
But dear Lord shet dvina
To dance wtth my father(⑤     )
Every night l fa‖ asleep
and this is a‖ I ever(C)       )

僕が子どもで

まだ無邪気だつた頃

父は僕を高く上げて

母と一緒に踊つて

僕が眠るまでぐるぐる回つた

僕を抱いて階段を上がった

僕は愛されていると確信 していた

もう一度チャンスがあれば

一緒に歩いて、一緒に踊れるなら

僕は終わりのない曲をかけるよ

どんなにか どんなにか

僕は父ともう一度踊 りたいよ

僕と母の意見が食い違 う時

思い通 りになるように、僕は父のところへ逃げて行つた

父は僕をなだめて、笑わせてくれて

最後にはママの言 うとお りにさせてしまった

その夜僕が眠つている間に

シーツの下に 1ドルを置いてくれた

そんな父がいなくなるなんて夢にも思わなかつた

もう一度見ることができるならば、

最後のステップを、最後のダンスを父と踊れるなら

僕は終わりのない曲をかけるよ

なぜなら どんなにか どんなにか

僕は父ともう一度踊 りたいから

時々母の ドアの外で

父のために泣いている母の声を聞いていた

自分のためより母のために祈っているよ

自分のためより母のために

祈ることが多すぎることはわかつているけど

彼女が愛 したたつた一人の男性 (ひ と)を送 り返 してもら

えませんか

普通はそんなことをしないのは知つているけど

神様、彼女は死ぬほどに

もう一度父と踊 りたがつているんです

毎晩眠るときに

僕はこの夢だけしか見ていないんです
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