
01.HOPE- 月が落ちるまで -
君と見た蛍は色褪せた記憶で　淡く光る月が僕らを見ている

消えそうな街灯の光の中で　ゆらゆら浮かんでる
すべてを諦めた僕の目には　何が映る？

分かったんだ今さら意味がないことを　あの夜はもう2度と来ない
あの時君のその感情はどこを向いていたの？

君と見た蛍は色褪せた記憶で　淡く光る月が僕らを見ている
眠れない夜を超えて　またひとつ無くしたんだ
失うことに慣れたのはいつから？

消えそうな街灯の光の中で　青く濁ってる
悩み続けている僕の上で月は落ちる　指先を

分かったんだ今さら意味がないことを　あの夜はもう2度と来ない
あの時君のその感情はどこを向いて　嘘をついたんだろう？

君と見た蛍は色褪せた記憶で　淡く光る月が僕らを見ている
眠れない夜を超えて　またひとつ無くしたんだ
失うことに慣れたのはいつから？

こんな夜もたまには意味があって夢になる

今何かを捨てる努力なんて もうそんなのうんざりだ
君は過去、現在、未来、手の中で煩わす
もういっそ壊したい そりゃ無理だろ 最新文明石板
ブルーライト照らされりゃ二次元世界転生

「見つめないでよ あなたのためいつまでも待っているから…」

たくさんの者にまた憧れ 今は少し痛い
こんなに何も無いなら もうちょっとだけバカになれ

唾付けめくる過去のあやまち 指先で消し去れ現代JAPよ
1タッチで世界中拡散 闇に染まる
唾付けめくる過去のあやまち 指先で消し去れ現代JAPよ
裏か表か増え続ける人格

「怪しく光るあなたにまだ届かない…」
「こじ開けてみせるから 今すぐに!」
「ここには誰のひがみも無い いつまでも待ってるから…」

たくさんの者にまたうなされ 今はもうやるせない
いつまでも夢を見ていたい
いつか消えても また最初から繰り返す
これが俺の物語だ

02. かみなりのいし - ソーシャルネットワークシンドローム - 03.grumble grumble- ツギハギ -
当たり前に失うのが 勿体無いと思ったんだ
ねぇそのまま手放してしまうの？
物事の崩し方しか僕は知らないけど
君となら変わるかもな

そんな君のためならば
僕は必死に生きようと思ったんだ 
不安定なままで
そんな風に思うんだったら もうやめてよ 
僕の命の無駄遣い

本当の僕を君には 見て欲しくないのは
言うまでもなく黒く染まる僕を
見て君が何を思うかと
無駄な心配をしているだけ

そんな君のためならば
僕は必死に生きようと思ったんだ
不安定なままで
僕と愛し合ってる最中に
君の命を奪ってもいいかい？
こんなロマンチックは無いだろう？
それなら一生一緒にいられるよ
僕の命は君の中

I thank for that I was able to meet you and sing this song
My life changed by a meeting with you
however small this meeting is,
it is shining in my heart
so,My life deepens again today

If this meeting continues forever, how wonderful is it?
someday...the day will come someday

ok,I know life is complex
oh, the god clean up my worrieness and sadness
let's hear...let's hear a voice inside of my heart
yes, you really know life is complex
oh,please clean up my worrieness and sadness of my heart
any more... any more I don't stop to sing

I thank for that I was able to meet you and sing this song
My life changed by a meeting with you
however small this meeting is,
it is burning in my heart
so,My life deepens again today

If this meeting continues forever, how wonderful is it?
any more...any more I don't stop to sing

ok,I know life is complex
oh, the god clean up my worrieness and sadness
let's hear...let's hear a voice inside of my heart
yes, you really know life is complex
oh,please clean up my worrieness and sadness of my heart
any more... any more I don't stop to sing

05.POLYGON LIGHTS-inside of my heart- 3日まえに予約した1番A席
景色がキレイなとってもええ席
今日のお化粧はええかんじ
君に会えるええ天気

今日のためにいろいろがんばったから
会ったらぎゅってしてね

白線の内側までお下がりください

発車、全速前進！
ひかりよりも速く
のぞんだ声がこだました
時速300キロの速度で
きみのもとへ飛んでいくよ
猪突猛進 無我夢中でかける
さくらいろの夢の中
笑顔が溢れちゃうわ
はやく進め、出発進行！

さっき駅で買った1番E席
全然気分はよくないのにいい席
君を連れて帰りたい
君を連れて僕の街へ帰りたい

今日からまたしばらくがんばらなきゃ
涙おしころしてる

閉まるドアにご注意ください

発車、全速前進
隙間が広がるの
また元通りの距離に
時速300キロの速度で
きみから離れてくよ
猪突猛進、無我夢中で思う
目を閉じれば夢の中
涙が溢れちゃうわ

06. ファモピルチー - あひるの指定席 -

 
何にもなくなってさ もう意味もない
何にもなくなってさ もう君もいない
空っぽになった夕焼け 悲しくなんかないけど
何にもなくなってさ もう意味もない

君はもういないな ずっと思っていたんでしょ？
違った 間違った こんなんじゃない
もう想像はどんどん暗い方へ転がる そんな僕です

君に言いたいことが腐るほどあるけれど
それももう言えないな 君が遠過ぎるんだ
君に伝えたい言葉 腐るほどあるけれど
今はただ一つだけ 僕は君が好きだ

意味を探す夜 意味を探す夜
意味を探す夜 意味を探す夜
意味を探す夜 意味を探す夜
意味を探す夜 君を探す夜
君を探す夜 君を探す夜 君を探す夜 君を探す夜
君を探す夜 君を探す夜 君を探す夜
穴が埋まらない夜

君に言いたいことが腐るほどあるけれど
それももうさようなら 捨てられないゴミになった
君に伝えたい言葉 腐って落ちていくけれど
今も馬鹿なまんまさ 僕は君が好きだ

07.Fake In Act- 君を探す夜はいつも眠れない

忘れてほしくないからまた唄って
愛されたいから涙流してさ
上手く言えない「待ってて！…ごめんね」
閃ってた言葉も霞んでいった

いつかね、君の声がして
当たり散らした声救って
雨上がり水溜まり君の街角
当たり散らした声掬っていく

忘れてほしくないからまた唄って
愛されたいから涙流してさ
上手く言えない「待ってて！…ごめんね」
閃ってた言葉も霞んでいった

夜明け前の海と朝焼けの夜

04.Linus- 夜明け前の海と朝焼けの夜 -

I'm desperado, well known singer sang such theme song
They are on stage, the name is world. But I'm here now

Don't be alright, Don't be alright
I sing yet...

08.Penny Black-Don’ t be alright-


