
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

09.Curtaincalls-Break-
青く滲んだ空に聞いた
僕達は何を見てきたの
通り過ぎてく雲は言った
描いた夢のままだよ

時計の針は進むだけさ
僕はどんどん腐っていく
波打つ心臓の音
誰かが何か壊してく  

奪われたのさ とおに 君の心は 僕に
奪われたのさ とおに あの温もりも 全部

揺れるカーテンの端で
ぼんやりと考えていた
いつになれば僕は僕を取り戻せるのだろう

塗り替えられたあの嘘を
嘘だと夢で君は言ったね
解っちゃいないさ君は何も ねえ

壊されたのさ とおに 君の心は 渇いて
壊されたのさ とおに あの温もりも 全部 

奪われたんだよ とおに 君の想いは崩れて
奪われたんだよ とおに あの暗闇に気付いて

ああ 失ってから気付いたよ 他には何も要らないと 
ねえ 今も未だ あの温もりは 息をしてる？

I still stop  In the dream
I’ m looking for you all the while
I’ ll go to that place again
I won’ t return any more

Hey!!  Hello  Morning  Everyday
いつも君に憧れていた

あれから 10 年たった今
僕は何が変化してんの ?
変化する町並みに呑まれ呑み込まれ
一瞬で OLD

Hey!!  Hello  Morning  Everyday
君をずっと追いかけていた

10years ago 思い出振り返らず進んで
もしも君とまた会えるなら
僕はまだここにいるからさ
光差す君の道になれば

10years ago 思い出振り返らず進んで
もしも辛くて潰れそうでも
僕は君の中にいるからさ

10years ago 青い空が広がる明日へ
光差す　君がまた歩むなら
僕もあの先へ進むから
光差す君の道になれば

10.S.peranza-Remember- 11.zoo- 夢見るマーチ -
上手くゆかないことが
石みたいに重くのしかかってきて
ああ、もうつらいよ

それでも這い上がって
「まけるか！」って思えるくらい本気の夢だと
信じていたいんだ

憧れと悔しさとを抱えて僕らは進むんだ
それ以外を捨てちまっても
それでもいいとか思えるんだ

上手くゆかないことが
石みたいに重くのしかかってきて
ああ、もうつらいよ

「確実な道を歩いて安定した日々を送れ」
って大人たちは言うしさ

憧れと悔しさとを抱えて僕らは進むんだ
それ以外を捨てちまっても
それでもいいとか思えるんだ

憧れと悔しさとを抱えて僕らは進むんだ
それ以外を捨てちまっても
それでもいいとか思えるだろ

12.UNBRANFORD- うぬぼれ野郎 -
Hey,baby!君が好きなのかな?  他愛もなく話してると
おっとっと　気がいっちゃうぜ
「まてよちょっと?　遠くから見てみようか!」
そしたらあいつって、俺には合ってないじゃん･･･

「ここまで!」とは言えずに、拒むこともできずに、
話は盛り上がるし、頭がパー

もしかして、もしかして、あいつは俺を好きなのか?
さっきから俺を垣間見て目線が気になりしょうがない
ターゲットロックオン　あいつは俺を仕留めたのか?
不気味な雰囲気漂う。そう心からお断り～

でも何日経っても気になることは
こういう事なんだぜ→"俺はあいつが好きなのかな?"
どうしちまった?気が付けばほら
目の前にはいつも、あいつがいてくれた

これはいわばストーカー　俺が?あいつが?ストーカー
悪を擦りつけたら子供みたいだ　あぁー

ポジティブに生きたいなShall we dance? 踊らないかい?
何でもいいから是非とも共に遊ぼうや
これほどに気が向いた。もうあいつは俺のものだろ
だけどあいつはどうなんだ?心から知りたい

さすがの俺だって一目惚れなんて
ありえないじゃん?ありえないよね
そう思ってたけどこれってまさか、そういうことですかな?

そういえば俺ってさ、昔の頃からイケメンだ
ナルシストなんて言葉は俺の頭には無いんだ

かじかんだ君の手を、僕はゆっくりひいてみた
赤く染まった頬をなでて、心からドヤ顔

14. ソコネ - クチナシ -
何も喋らなくてもいいよ ちゃんと私を見て
ひたむきな心のまま いられるなら何処へでも

何も喋らなくてもいいよ ちゃんと私を見て
ひた走る心の側 繋ぐ悴む手と手

一切言葉も交わさぬまま 何もしないでいた
一切あるべき姿のまま 誰のせいでもない

人はひとり 返す刀であなたのことを笑っているけど
求むあいだは変わらないでと いだきはじめた

何も喋らなくてもいいよ ちゃんと私を見て
ひたむきな心のまま いられるなら何処へでも

何も喋らなくてもいいよ ちゃんと私を見て
ひた走る心の側 繋ぐ悴む手と手

いったいここから何が見える？ 訳も知らないで
いったいこの先何をしてる？ 答えらんなくて

だけどひとり 続く坂道騙し騙しで歩いていたけど
歩く狭間で逝きつく先を思い描いてみたのにな

浮かぬ声に邪魔されたようだ
望む方へ歩み揺らせ

人ごみに消される前にさよならのワルツを
言葉などいりやしないのさ 伝うことを恐れないで
何も喋らなくてもいいよ ちゃんと私をみて欲しいの今
少しずつ離れる窓に いつも通りあなたのふてくされた横顔
ほら笑った

15.KUJILA HOUR- リトルソング -
できる限り常識を外れてパンクロックは何だと考えた
どうやらまだまだ僕はそこに入れそうもないよ
何度心撃ち抜かれたって　感激の嵐に涙したって
地味で泥臭い日常を輝かせられなかった

「自分の道」というセリフを語ってみてはしまいこんだ
この目で見たあの景色は心にあるのに

wish on a star　ハッピーエンドならもう理想あるのに
wish on a star　消えないように転がり続けて
もう戻れないあの夜を破って

染められただけの姿ならきっとすぐに剥がれるよね
言葉にすれば千切れそう　そんな気持ちの中で

wish on a star　ハッピーエンドならもう理想あるのに
wish on a star　消えないように転がり続けて
もう戻れないあの夜を破って
今ここで　さあ始めよう　覚めない夢の中で

欲しいものや なりたいもの
たどり着く前にまた 言い逃れた

肩叩かれ 急がば回れと
言われてそれでまた 生き急いだ

遠回りをしているような そんな気がしていた
遠回りをしているような 気がしていた

13.THE JELLY SLONE- 遠回り -

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-


