だいじな この こ
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だいすき だいすき だいじな こ
だいだい だいすき あなたの こ
わたしは あなたが だいすきで
あなたも わたしが だいすきで
なかよく なかよく していたら
それでは うまれて やろうかと
おぎゃーと うまれてくれました
おちちを ぐんぐん のんでくれ
おしっこ しゃあしゃあしてくれて
うんこも ぷりっ と してくれて
どんどん おおきく なりました
ねがおが とっても すてきです
だいすき だいすき だいじな こ
だいだい だいすき あなたの こ
わたしは あなたが だいすきで
あなたも わたしが だいすきで
なかよく なかよく していたら
はいはい できる ようになる
たっち も できる ようになる
ことばは まだまだ いえないが
えがおで おはなし できますよ
ないても ものが いえますよ
あーん と こえを だしたなら
まわりの ひとが かけよって
なんでも ねがいが かないます
だいすき だいすき だいじな こ
だいだい だいすき あなたの こ
わたしは あなたが だいすきで
あなたも わたしが だいすきで
なかよく なかよく していたら
わかって くれた ことがある
とうさん いちばん すきなのは
にっこり えがおの おかあさん
かあさん いちばん すきなのは
ほっと ゆるんだ おとうさん
そこまで わかる こになって
ほーっ と ひといき ついたなら
ふたりの かみのけ まっしろけ
まっしろけー の ゲーロゲロ
まっしろけー の ゲーロゲロ
おっと どっこい まだ しねぬ
このこも おおきく なりました
いって おきたい ことが ある
おまえの いっしょう いちどだけ
おまえの いのちも ひとつだけ
ぼんやり すごせば もったいない
うっかり なくせば おおぞんだ
おまえの すきな あのひとも
ひとのこ なれば おなじこと
いっしょう いちどで いのちも ひとつ
あいての きもちを きずつけず
あいてを はげます ちえのある
えがおの すてきな ひとになれ

Our precious baby

By Kazuhito Miki

Ｉ love, Ｉ love our precious baby.
We love, we love our baby.
I love you, baby.
You love me, too.
Because Papa and mama loved each other,
“Oh! It’s time to be born.”
You have come to the world. “OGYAAA!”
You had much milk healthily
You did pee & poops healthily.
And you have grown up, finally.
Your sleeping face is like an angel.
Ｉ love, Ｉ love our precious baby.
We love, we love our baby.
I love you, baby.
You love me, too.
Because papa and mama loved each other,
You could crawl and stand up.
You can tell us no words yet.
But your smile tells us something.
And your crying tellｓ us something.
If you cry, everybody run up to you soon.
They give anything you want.
Ｉ love, Ｉ love our precious baby.
We love, we love our baby.
I love you, baby.
You love me, too.
Because papa and mama loved each other,
You know many things gradually.
You know papa loves mama with smiling.
You know mama loves papa with relaxing.
We feel relax when we know your grow-up.
But our hair turns white at that time.
Hair turns so white, GE-E-RO GERO.
Hair turns so white, GE-E-RO GERO.
Oops! It is not the time we die.
Although you have grown up enough,
we have something to tell you before we die
Your lifetime is the only once.
Don’t waste your lifetime.
Your own life is the only one.
Don’t lose your precious life.
It is the same case with the girl you love.
Her lifetime is the only once.
Her own life is the only one.
Don’t hurt anyone’s feelings.
You should encourage everyone.
Be a wise person with a nice smile.

