
 
1-01　 I’m Sorry 
-THE HEAT- 
作詞作曲：菊川雅三  
菊川雅三 vo., 林啓一 Key.,  
サワムラアキヒロBa., 木村剛 Gui.,  
前田浩太郎 Gui.   
2009 NORIZOH OTO STUDIO  

“2009年録音アルバムDharma収録 
「まさにライブハウス応援ソング “ 

さあ一緒にRock’n’rool Music  
すべてRockにしてしまう  
ほらカズちゃんにミツオちゃん  
皆ダンディ24  

俺たちそろそろ最後まで  
キスは激しくぶちゅ Dance  
Come on baby I’m sorry  
Come on baby I’m sorry  

しかめっ面なんかやめろよ  
何も恥ずかしくない  
あの子の Crazy Dancing  
ねえ悪い気持ちはしないだろ  

Oh Baby! 今夜は楽しくなる  
そそ今夜はひとつYeahYeah  
Come on baby I’m sorry  
Come on baby I’m sorry  

俺の得意なDance Party  
踊り踊ればSuper Star  
歌うバンドもゴキゲンで  
あの子もおいらにまいってる  
..Hey!Hey!Hey!Hey!　Yeah!     

ああ一緒にRock’n’roll Music  
すべてRockにしてしまう  
ほらカズちゃんにミツオちゃん  
みんなダンディー24  
俺たちそろそろ最後まで  
キスは激しくぶちゅーDance  
Come on baby I’m sorry  
Come on baby I’m sorry  
Come on baby I’m sorry  
Come on baby I’m sorry  
Come On！ 

1-02  Nice Choice 
-Detatocos- 

作詞作曲：Eiji Shibata 
Eiji Shibata / Gt,Vo,Produce   
Shinya Kido / Dr  
Teruyuki Honda / Ba 
Recorded @ Studio Jam 　Overdubed , Mixed , 
Mastered @ Oilcutrec Studio  

“FunkなJam Band "Detatocos"です！！ “ 

情報が多すぎて　なにが本当かが見えない 
情報の波の中　泳いでるよ今日も 

両方から　片方から　あっちゃこっちゃから　やってくる  
いろんな人が　いろいろと　いろんな都合でニャー 
  
でもね～　みんなが同じだったら そっちのほうが怖いかも  
みんなが同じじゃないから　さあ　nice choice! 

モニターの中の世界が　現実と同じ訳じゃない  
モニターの中の世界が　現実と全く同じ訳ではない  

分かっているはずなんだけど　分かんなく なっちゃいそう  
五感を磨いてさ～　この娑婆の中でシャバダバダー 
  
でもね～　みんなが同じだったら そっちのほうが怖いかも 
みんなが同じじゃないから　さあ　nice choice!

1-03 Smile 
-Salah- 

作詞作曲：Salah 
演奏：鳥居克成  
録音：典三音工房  

“皆さんに少しでも笑顔に前向きになってもらいたい
と作った曲です”  

心から笑っていますか？　愛する人は幸せですか？  
今ある精一杯の力で　進んでゆけばいい  
   
眠れない夜に見上げた夜空　眠らない星が輝く  
誰かの眩しさと重ねて　羨んでみたり・・・  
落ち込んだ時ほど　小さな　幸せが見つかる  
暑い時に吹くそよ風が　心地良いように  
心から笑っていますか？隣の人は笑っていますか？  
面白い事は言わなくていい　笑顔でいたらいい  
   
何気ない朝から今日も始まる　繰り返しに感じるけれど  
心のリセットボタンは　みんな違う  
悲しい経験があると　優しくなれるよ  
心の痛みに敏感に　なれるから  
   
心から笑っていますか？　あなたの笑顔見たいから  
笑顔の先に幸せ想い　歌っているよ  
心から笑っていますか？　愛する人は幸せですか？  
今ある精一杯の力で　進んでゆけばいい　そして・・・  
いつの日か振り返ってみたら　あなたの歩んだ１本の道が  
満天の星空のように　輝きますように  

1-04 カケラ 
-ARTS- 

作詞作曲：井上良久(BON)  
録音：chimpanzee studio 2016年 

“1991年枕崎市を拠点に結成、鹿児島を代
表するスカ・バンドARTSの現時点での最
新レコーディング曲。ARTSリーダーBON
が発起人となり鹿児島ミュージシャンが集
い復興支援を目的としたコンピCD
「KAGOSHIMA MUSIC AID」のために書
かれた。ライブハウス、負けないで乗り
切ってほしい！ “ 

悩むこと全部　心そこにあらず　  
空回りして　ただ天を仰ぐだけ  
叶わなくても　自分を信じよう　  
たじろぐことなく　身を委ねてみよう  
泣いたり吐いたりわめいたりしても  
無残に時は過ぎてゆく    
夢や希望もむなしく　  
全てが思い通りなら  
どんなに楽だろう  
さらけ出したら　己を見失い　  
ヤケになっては　ただのその場しのぎ  
咲いたり生ったり散りゆくカケラ  
※何かに怯え生きてても     
誰もかれも同じ事　  
行き場のない怒り抱え    
乗り越えてゆくもの  
やらかしてもやりきれば     
悔いるよりはずっといい　  
叩きのめされつぶれても  
そこから這い上がれ    
やらなきゃ意味がない※  
チカラの限り叫ぼう　    
ココロの奥に秘めたカケラ  
※repeat  
君は一人じゃない

1-05 Lehua
-WHALE-

Written by  Chris Bush 
Peter Smith (drums), Jeff Morrow (bass), Chris 
Bush (guitar) 
at Beatnic 80 in Kumamoto City, recorded, 
mixed, and mastered by Kazuhisa Tanaka. 

The music uses Mixolydian mode to evoke love of 
nature and animals, and that bittersweet feeling 
after a heartbreak when it still hurts but you can 
begin to see the other side and the light at the 
end of the tunnel. 

(Instrumental)

1-06 Cherry Oh Baby 
-NO FILTER-

作詞作曲：あがのこうじ 
2020.3.29 at Restaurant Bar Z 

“30数年前guitarのKAZUがメンバーだった、
Emotion Club Bandの曲を引っ張り出し、リメイク
した中の1曲です。過去に何があったのか……ちょっ
と切ないロックンロールナンバーです！” 

真夜中のダンスホール　Cherryを見つけた 
男たちの輪の中で　Cherryはダンス 
なにかと便利な　Cherryはbeautiful 
利得をひとつだけ　Cherry has a lucky 
わがままな  Cherry oh baby 

お金持ちのPAPAが　CherryのNO.1 
今夜も無邪気に　Cherryはダンス 
わがままなCherry　何を見つけたの？ 
街中鳴り響く　Cherryのオルゴール 
OH!  Cherry baby  Cherry oh baby 

紫色の夜明け前　風の中に 
錆び付いた鉄の階段　いつも夜空を見上げてた 
Cherry Come on Come on Come on Come on 
Come on Come on Come on Come on 
Cherry baby  Cherry oh baby 

真夜中のダンスホール　Cherry失った 
男たちの輪の中で　誰かがダンス 
わがままなCherry　何を見つけたの？ 
今夜も無邪気に　Cherryはダンス 
OH! Cherry baby  Cherry oh baby 

紫色の夜明け前　風の中に 
錆び付いた鉄の階段　いつも夜空を見上げてた 
Cherry Come on Come on Come on Come on 
Come on Come on Come on Come on 
Cherry baby  Cherry oh baby 

紫色の夜明け前　風の中に 
錆び付いた鉄の階段　いつも夜空を見上げてた 
Cherry Come on Come on Come on Come on 
Come on Come on Come on Come on 
Cherry baby  Cherry oh baby 
OH!  Cherry baby  Cherry oh baby
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1-07 I Like Music I Love You 

-New Ways-
作詞作曲：田尻 治久 
高取 直樹：べース/コーラス、 
梅田 博己：ドラム/コーラス、 
田尻 治久：ギター/ボーカル 
“音楽バカで奥さんに半ば呆れられている亭主
が、奥さんに言い訳している、少しコミカルな
ヒトコマを想像して作った歌です。 ご家族に理
解してもらえないバンドマンの皆さんの合言葉
にどうぞ(^^)” 

キミはいつでも しらけた顔で 
俺の態度に あきれてる 
だけど、俺には これしか能がない 

ずっと こいつと 過ごしてきたんだ 
キミと出会う 前の孤独の中 
今さら 裏切ることなどできない 

※ 
I Like Music I Love You 
I Like Music I Love You 
I Like Music I Love You 
Please understand 

俺はいつでも キミのそばにいて 
いつもの様に 叫んでる 
だけど、俺からこいつを奪わないで 

※ 

キミはいつでも しらけた顔で 
俺の態度に あきれてる 
ただ、いつかこいつでキミに伝えたい 

I Like Music I Love You 
I Like Music I Love You 
I Like Music I Love You 
I Like Music I Love You 
I Sing For You

1-08 uta wo utao 
-カワヅヨウエイ-

作詞作曲：カワヅ　ヨウエイ 
演奏：カワヅ　ヨウエイ (担当楽器すべて) 
2016年ごろ、自宅にて録音 

“心の中から、街中から、歌が聞こえな くなる
時...今にもつぶれてしまいそう な魂を奮い立た
せ、歌を歌おう!君が 君であるために、君の歌を
歌おう!!” 

君がくれた言葉 ひとつ胸にそえて  
今夜 歌を歌おう 歌を歌おう 

涙 枯れた朝も 星が消えた夜も  
すべてむくわれるように 歌を歌おう 

もう忘れかけてた夢を  
今 高らかに叫ぼう  
もう無くしかけてた声を  
あの人に届けよう 

君がくれた言葉 ひとつ胸にそえて  
歌を歌おう 

守るべきものだとか 進むべき道だとか  
歌が教えてくれるさ 歌を歌おう 

だれに笑われても 運が尽き果てても  
君の歌を歌おう 歌を歌おう 

あの鮮やかに燃えはじめた  
夕日に映えるように  
朝もやにまぎれてすべて  
うばわれる前に 
君がくれた言葉 ひとつ胸にそえて  
歌を歌おう 

1-09 Unlimited Woman
-Yumi Godsey-

作詞　Yumi Godsey 作曲　Yumi Godsey & 岩崎明

Yumi Godsey(Vocals) Tatsuo Hayashi(Guitar) 
Akira Iwasaki(Keyboard & Arrange) 
Ryo Shimizu(Bass) Takashi Sano(Drums) 
Takeshi Masaki (Rec. Engineer) 
レーベル：（株）イン・ダ・グルーヴ

Monday, Tuesday, Wednesday came and gone
Thursday, Friday, seem to last too long
Everyday is just another yesterday
Nothing goes your way

Saturday, Sunday, help me find my way
Quickly take me back to that day
They say that nothing ever lasts forever anyway
Yeah, I know that’s what they say

CHORUS:
Unlimited Woman, open your mind and listen to your heart
Unlimited Woman
Knowing what you want, knowing what you need
Unlimited Woman, facing the outcome, taking it to the end
Unlimited Woman, endless, restless, limitless
Unlimited Woman

Mother, daughter, sister and wife
Being everything’s a tough life
Everybody wants a little piece of your mind
No one can be kind

Father, brother help me find my way
Rescue me from the rush of the day
They say that nothing ever lasts forever anyway
Yeah, I know that’s what they say

Repeat CHORUS:

Nameless faces, countless places, what do you want, girls?
No turning back, no taking it back, now, what do you see, girls?
Bright nights and spotlights, don’t you want them, girls?
Can’t live without, can’t do without us, watch out, boys!

Unlimited Woman…　
Unlimited Woman…

Repeat CHORUS:

1-10 人格リテラシー(Remix Ver.) 
-Fused Of Cave-

作詞作曲：YOU 
Vo:霧音、Gu:YOU、Gu:UTENA、Ba:kenken、Dr:Ruto 
2017.09.16　宅録　 
“頭の中にある、マイナスなイメージは自分次第で変えて
行ける。ちっぽけなプライドや悲壮感、虚無感は捨てて、
前を向き一歩一歩踏み出して明るい未来に向けて進んでい
く。エモーショナルで疾走感のある曲にグラマラスなボー
カルでお届けする、前向きな気持ちになれる曲です。” 

I just want to celebrate tomorrow 
It even it is not easy 
それが今を生きることならば 
ちっぽけなプライドなんて捨ててしまおう 
いい加減な現実や空想も自分次第で変えてゆける 
絶望なんてないから　マイナスなんて吹き飛ばして 
何の意味もないこの悲壮感さえも 
何の意味もないこの虚無感さえも 
全部吐き出して明日へと繋いで 

I just only want to see the dream 
Because it is worth living 
少し前を向いて過ごしてみれば 
見えなかったことが近づいてく 
それだけで強くなれたrealを疑わずに踏み出してく 
絶対なんてないからマイナスなんて吹き飛ばして 
ずっと止まらない激しい鼓動さえも 
ずっと忘れないこの衝動さえも 
全部刻み込んで血に変えていくから 

障害なんて一つのGAME　乗り越えた先の未来 
何の意味もないこの悲壮感さえも 
何の意味もないこの虚無感さえも 
全部吐き出して明日へと繋ぐ 
ずっと止まらない激しい鼓動さえも 
ずっと忘れないこの衝動さえも 
太陽に絡むGo my way 
足跡が強く輝く 
全部全部刻み込んでいくから

1-11 VECTOR 
-Neo.JingTang with Falco-

作曲：丸木仁,作詞：亀谷丹 
Bass：Naotaro,Guitar＆Chorus：Johnny,Vocal：
Tansan,Drums：Falco 
2020年3月28日　Beatnic80　 
“世界中の人々がコロナウィルスで不安の中、ポジ
ティブで疾走感のあるとても元気の出る曲です” 

そう出会ったこの場所で 
俺達は待っていた 
何か始める事に 
遅いとは思わない 
止む事のない情熱と夢 
溢れ出すのさ 
立ち止まらない 
まだ見ぬ場所を目指して行くのさ 

So far So close The way we go 
俺達は空の下 
何か楽しむ事に 
遅いとは思わない 
止む事のない大歓声を 
待っているのさ 
退化しないさ 
まだ見ぬ場所へ進化をするのさ 

行こーぜ！ 
さぁ進もう！ 
俺達の進むべき道のその向こう 
越えよう！ 
俺達の行きたい道へと 
The way here we go！ 

止む事のない情熱と夢 
溢れ出すのさ 
立ち止まらない 
まだ見ぬ場所を目指して行くのさ 

行こーぜ！ 
さぁ進もう！ 
俺達の進むべき道のその向こう 
越えよう！ 
俺達の行きたい道へと 
The way here we go！ 

探そう！ 
俺達の進むべき道のその向こう 
咲かそう！ 
俺達の行きたい道へと 
Let's go all the way！

1-12 JYANO-ME 
-VERONICA VERONICO-

作詞：鍵子  
作曲：寺本憲之  
Vo.鍵子 Agt.樋口キヨジ Egt.寺本憲之　Drs.渡邉勝人  
2017東京都内　録音 
“熊本県の藤崎八旛宮秋季例大祭をイメージした、勇壮
な”祭り感"。そして阿蘇の白糸の滝、別名「奇跡の
滝」にまつわる寓話を綴った歌詞。日本人の心根を掴
み、原風景を呼び起こす、現代ロックの祭囃子。" 

ぐらりぐらりぐらりと　火の山が轟く  
天神様が通りゃんぜ　響く祭太鼓  
ふらりふらりふらりと風来坊が旅行く  
飾り馬に葵時雨　白糸の滝つぼ  

灯籠の夜　娘一人  

ぞぞろ歩く恋につかれた男なら  
ひと目逢えば愛しかろ  
隠して　隠して  

水に落ちりや　引き寄せた手  

帰る里に心奪われたとて今  
見える全て蚊帳の外  
蛇の女(じゃのめ)と知るもよし  

踊り踊れ恋につかれた男なら  
ひと寝すれば寂しかろ  
眠りて　眠りて  
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1-14 crisis 
-歌屋山本けい feat. hamaban-

作詞作曲：hammer、山本けい 
山本けい（歌）,hammer（G、B、cho） 
hammer打ち込み（Dr、Key） 
2020.2.21 楠アスターにて歌録音その他は自宅録音 

“山本けいさんのパワフルでダイナミックな歌声
が、キャッチーなメロディを奏でるストレートな
メタル曲です。最後のshoutは鳥肌モノです。” 

研ぎ澄ませて　 (quietly) 
Feel any shadows　(creeping that) 
立ち向かおう　Tomorrow never comes 

(Start running !)  今すぐ 
(Don't bring up !)  傷ついて 
(Start running !) 折れそうでも 
(Keep screaming !)  走りだせ 
(Against the law!)　ココから 
(Don't look back !)　振り返らないで 

Shut your mouth ! 
Let move down much further slow 
どんな時も　誰にも任せない 
自分の心に従って　小さな勇気を胸に 
Let's fun ! Nowadays !　It's too late for regrets 

I've no idea change my mind 
心無い一言に　傷つけられても 
自分が選んだこの生き方で　明日をつくっていく 

I've no idea change my world 
心無いmove　汚されたとしても 
自分の力でつくってきた　今が明日になる 
Let's shine ! Nowadays !　誰のものでもない 

何処へ行き　何を見て　掴むものは何かわからない 
思いめぐらせ　悩んでも　答えは創るしかない 
恐れずに　この道を最後の時まで 

1-13 ヘタレパンクロッカー 
-THE BUTTER DOG MEN's-

作曲:マツオカ・ショーマ 
2019.12-2020.1Beatnic80にて 

“頭の中にある、マイナスなイメージは自分次第で変えて
行ける。ちっぽけなプライドや悲壮感、虚無感は捨てて、
前を向き一歩一歩踏み出して明るい未来に向けて進んでい
く。エモーショナルで疾走感のある曲にグラマラスなボー
カルでお届けする、前向きな気持ちになれる曲です。” 

振り返ればいつも独り　 
仲間なんて居ないけど 
俺にはカートが居る　それだけで充分さ 

金と地位もなければ　 
少しの名声すらないけど 
俺にはカートが居る　それだけで充分さ 

別に独りで充分さ　別に独りで充分さ 

期待も　展望も　プラスなことは一つもないが 
俺はパンクロッカー　真症のパンクロッカー 
死ぬまでこの歌　歌い続けてやるぜ 

死ぬ程死にたきゃ生きろ 
パンが欲しけりゃくれてやる 
お前が思ってるよりも 
ロックンロールはクソだ 
俺はパンクロッカー　ヘタレパンクロッカー 

別にそれで構わねぇが　手元に残ったモンは 
泥だらけのコカインと　薄まったテキーラだけ 
  
別に独りで充分さ　別に独りで充分さ 

期待も　展望も　プラスなことは一つもないが 
俺はパンクロッカー　真症のパンクロッカー 
死ぬまでこの歌　歌い続けてやるぜ 

死ぬ程死にたきゃ生きろ 
パンが欲しけりゃくれてやる 
お前が思ってるよりも 
ロックンロールはクソだ 
俺はパンクロッカー　ヘタレパンクロッカー 

1-15 鬼殺し 
-モーレツ-

作詞：一ノ瀬 健 
作曲：原口 富美也 
録音日:1998年頃 阿蘇アスペクタのスタジオ 

“モーレツと言ったら「鬼殺し」でしょう!” 

腹にしみる安酒の 酔いも回ってくる頃にゃ  
明日の事など頭から きれいさっぱり消えている 

鬼殺し 鬼殺し  
鬼も殺すと人も言う  
鬼殺し 鬼殺し  
人が歌うと鬼の言う 
俺が死んだら棺桶に こいつ一本入れてくれ  
地獄の鬼にあの世では お酌させたらうまかろや 

鬼殺し 鬼殺し  
鬼も殺すと人も言う  
鬼殺し 鬼殺し  
人が歌うと鬼の言う 
呑め 呑め 呑め 呑め 　呑むほどに  
呑め 呑め 呑め 呑め 　呑みすぎて  
吐け 吐け 吐け 吐け 　吐くほどに  
吐け 吐け 吐け 吐け 　吐けー 

呑んで呑まれて 鬼殺し  
酔って酔わせて 鬼殺し  
昨日忘れて 鬼殺し  
明日忘れて 鬼殺し 
鬼殺し 鬼殺し  
鬼も殺すと人も言う  
鬼殺し 鬼殺し  
人が歌うと鬼の言う 
呑め 呑め 呑め 呑め 　呑むほどに  
呑め 呑め 呑め 呑め 　呑みすぎて  
吐け 吐け 吐け 吐け 　吐くほどに  
吐け 吐け 吐け 吐け 　吐けー

1-16 ジェットコースター 
-後藤 亮子 & Red Cow Boys-

作詞作曲：後藤 亮子 
Vo. 後藤 亮子 Tp.Sax 円宮 匠 Key. 渡久山 裕 Bass 浦川 雅史 
Dr. 吉見 知晃 
2018年6月  高森町の山荘にて録音  

“夜の遊園地デート、キラキラのイルミネーション☆、スリ
ル満点の ジェットコースターで二人の仲は急接近! 人間スリ
ルを求めて上 がったり下がったり、、ジェットコースター
に人生を見たぞ~みたいな。  実はこわーい曲なのです (笑)” 

夜の気配が　少しずつ広がってく　 
水に落とした　絵の具の様に 
全てのの色を　美しくかえてゆく　 
キラキラネオンに　はじけて 

つないだ左手がいつになく　 
自然に二人の一部に変わる 

満月の遊園地　夜風にゆれる髪 
甘く流れるスローな Number 
スリルにまかせて　ジェットコースター 

ポップコーン甘い香りに　誘われて回るメリーゴーランド 
今夜覚めない　夢の中 
魔法の扉を　開いた瞬間から 
戻れないおとぎの国　人魚姫 

時おり重なる瞳の奥 
言葉はいらない感じる Sympathy 

満月の遊園地　夜風にゆれる髪 
甘く流れるスローな Number 
スリルにまかせて　ジェットコースター 

満月の遊園地　夜風にゆれる髪 
甘く流れるスローな Number 
スリルにまかせて　ジェットコースター

こちらからも歌詞などの情報
を見ていただけます
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2-01 僕の夢はすでに自由の
境を乗り越えた 

-Once Upon a Time-
作詞作曲：宮里コウゾウ 
宮里コウゾウ：Vo/Gt,  , 渡久山ヒロシ：Key/Cho,  
渡辺ケンタロウ：Gt/Cho, 柴田樹：Perc 
2020.2.24自宅スタジオにて  

“この町で50歳を迎えた時に作りました。若い様々
な浮ついた夢を超え、今からここから更に先へと突
き進み、未来を埋め尽くすべき自分の決意を歌にし
ています。この演奏はリハーサル時の音源をそのま
ま加工したものですので、メンバーの生の息吹を感
じていただきたいです。” 

眼鏡でしか見えなくなった時間を集め  　  
聞いたことある言葉など並べてみれば  
たぶん、無駄なものは 何ひとつ無いし    
たじろがない ふらつかない 今     
ひと続き視線の先　沸き立つ虹を   　　  
追い掛けて走り出したら 手招きされた  
あれは、不確かな「未来」が「覚悟」に 　  
カタチを変えたその瞬間    

僕の夢は既に自由の境を乗り超えた    
等身大の壁にもたれ 世界を語り尽くせ  
裸のままのバランス 面倒見の良い余韻で   
生き抜いて  
       
今の続きをずっとこのまま歩んでゆけば    
自分のこの年齢(とし)を跨いで亘るときが来る  
たぶん、そのときが  夢のてっぺん   
行き着いた生命(いのち)の矛先  

いつからかこの町に根を降ろしたその理由(わけ)を　  
一人でも多くの友に語る日が来たときは  
どこを切っても同じ 満足だらけの笑顔を 届けよう

2-02 Darling 
-jaNn-

作詞作曲：hokke 
jaNn（Vo&Per: hokke, B&Gt:カワソコヨシアキ,   
A・G:Smile☺Hunter） 
recording & mixing:カワソコヨシアキ 

“歌うことが大好きな「あたし」とその恋人との日
常を切り取って曲にしました。もともとメンバー
とのスタジオセッションで生まれた曲で、そこに
hokkeがメロディと歌詞をのせ、さらにメンバーに
よるアレンジが加わり仕上げられた作品です。” 

遠くで聴こえる my favorite song  
きらめく街路樹  
柔らかく包み込む sunshine  

胸元近くこぼれる吐息  
夢みたいな気分  
あなたのわずかな体温と腕の感触  
感じて目覚める  

ちょっと遅めのbreakfast  
ペアのティーカップで愛を交わそう  
お決まりのポーズでhug  
さぁ　ドアを開いて  
Today starts for you and me  

*あなたがいるから　あたしここにいる  
愛のパワー持って今日も生きてる  
明日は大丈夫  
きっと歌ってられる  
強く抱きしめて  
キスして  

涙こぼれる moonlight  
あの空に飛び込みたい tonight  
見失いそう myself  
その手離さないで  

*repeat

2-03 gardenia 
-李呼-

作詞作曲：李呼 
key&guitar 李呼　bass モロ　スタジオキプロにて 

“好きな人から いい香りがした、 そんなことを きっかけに
作りました。 恋には大きな力が あることを 信じて歌った
楽曲です。” 

君がまるい瞳で眺める景色を  
追いかけて辿ってゆく  

いつか静かな時も心地よくなって  
話す前に見つかる言葉  

あと一歩だね私達  
あと一瞬の勇気さえ  
持ち寄ってみたらきっと花開く  

彼の甘い香りがそっと私のそばで  
渦を巻いているの　離れないの  
密度を増してゆくの  

枯れないように　いつでも瞬間に潤いを  
私を変える君のgardenia  

君がいない日は　からかうように  
スローモーションで進んでく午後  

そばにいればさよならの時間ばかり  
考えて終ってくのに  

白い花びら運ぶ　臆病なよろこびも  
持ち寄ってみたらきっと花開く  

彼の甘い香りがいつも私を包んで  
うつむくような日も　救ってくの  
蜜より甘い時を覚えた頃は  
ひとりきりでも思い出せるの  

明日を変える君のgardenia  

彼の甘い香りがそっと私のそばで  
渦を巻いているの　離れないの  
密度を増してゆくの  
一歩一歩寄り添って　潤うほど向き合って  
私は変わる　明日も変わる  
すべてを変える君のgardenia  

2-04 週末はエイトビート 

-Mammas & Mamas-
作詞作曲：粟津貴昭 
ベティ(Vocal)、キャシー(Key.)、セイラ(Bass)、
しほりん (Gui.)、みこ姐(Drums) 
2020/03/30　アワデントスタジオ 

“熊本市在住主婦５人組バンドです。育児も家
事も仕事も介護も手を抜かず完璧だけど週末
だけは女子に戻ります、という曲です。バンド
初のオリジナルです。” 

一人きりで過ごせる夜は    
夢見がちな 子供のように  
明け方までLINEでグループチャット  
ウィスキー片手笑う  

いつの間にか 仲良くなれた        
若い頃には できないことも  
週末にはスタジオ 籠もり                         
ビート刻み躍る  

※ママはずっと未来と 過去を捨てることで 
この世界の平和を守ってきたんだ 
でもたまには 秘密の    このビートで世の中 
変えるほどに揺らしてあげる 

（※Repeat) 

ステージの上、踊るよママは  
スポットライトが追いかけ回す  
いつかあなたも夢中になるよ  
ロックンロール 今日も唄う 

2-05 空
-嘉悦なつ美-

作詞作曲：嘉悦なつ美 
ギター＆ベース　嘉悦なつ美、ドラム　たっくん 
2012年録音、STUDIO JUST（神奈川） 

“リーマンショック、東日本大震災と家庭の暗いニュース
が続き、生きる気力がなくなりました。しかし、家族や
友人に支えられ、どうにか今まで生きてこれました。 何
もかも失ってもまた前を向けるときが来る。大切な人た
ちへの感謝と、今を生きる大切さを歌っています。 “ 

求めすぎていた　愛を欲しがって  
でも気づいたんだ  
求めるほどに失うものが多いこと  
つらくなっても傷ついても　与え続けてくよ  

きれいな空見上げて  
心空に溶かし  
たまには吹かれてみる　風に  

壊れかけていた　崩れそうになってた  
でも気づいたんだ  
自分自身を救い出せるのは自分だけど  
「一人じゃない」そう言ってくれるみんながいること  

描いたもの繋いで　繋がった友と笑い  
大事に生きていくよ　今を  

積み重ねてまた崩れ去る理不尽な世界で  
何もかも失っても　草木は芽吹いていくよ  

きれいな空見上げて  
心空に溶かし  
たまには吹かれてみる　風に  

2-06 ブルーモルフォ 
-レフルゥ-Les fleurs de cerisier-

作詞作曲：Hanna/les fleurs de cerisier 
演奏　gtなゆた　vo.華 
2019年9月　録音スタジオ『典三音工房』にて収録 
“月の満ち欠けで時を読んでいた頃。人々はどんな想い
で空を見上げていたのでしょう。十六夜にブルーモル
フォ(青い蝶)が月と重なる瞬間を描いた曲です。” 

十六夜の月へ映った  
蒼い光  
あなたと出会えた日にまた  
空に浮かぶ  

満ちては欠けてゆく  
巡る　想い  
ためらいながら　祈りつづけ  

モルフォの夢は  
モルフォの羽は  
アーチを描き  
包むでしょう  
さぁ  

蒼い羽はまぼろしのように  
月日を読む  
あなたの言葉は今でも  
風に吹かれ  

満ちては欠けてゆく  
巡る　想い  
ためらいながら　祈つづけ  

モルフォの夢は  
モルフォの羽は  
アーチを描き  
包むでしょう  
さぁ  

十六夜の月へ映った青い光 
あなたと出逢えた日にまた 
空に浮かぶ
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2-07 あなたのうた 
-琴音-

作詞作曲演奏：琴音　2019年7月録音 

”生きていく上で辛いことはあると思いますが、そん
な時この歌を思い出して孤独じゃないと思ってもらえ
たら嬉しいです” 

あなたのうた  

心消した後 姿まで消した  
荒療治なんかにも  
負けてしまってた  

考えることばかり 動く事ができない  

心の言葉を言葉にしたい今  

上手く人と話せなくて 孤独を愛してしまったよ  
一人と孤独は違うから  
それだけがあなたのうた  

姿消した後 強さ投げ捨てた  
自信を持つ事なんて  
忘れてしまってた  

真面目に生きてるばかり 適当が分からない  
子どもの心を思い出したい今  

上手く人と話せなくて 孤独と思っていたんだよ  
一人と孤独は違うからって  
それだけがあなたのうた  

上手く人と話せなくて 孤独を愛してしまったよ  
でも一人と孤独は違うから  
それだけがあなたのうた  

それだけがあなたのうた  

それだけがあなたのうた 

2-09 縁（えにし）のうた 
-古荘由美-

作詞作曲：古荘由美 
古荘由美（Vo. G)　西村　直(G)  
2019年3月Real and Love Live Musicスタジオ  

“演奏活動を再開して、一番最初に出来た曲。私の人生の
中で今、この時期に音楽に復帰するというレールが敷かれ
ていて、そのために出会うことが用意された人たちがたく
さんいる。前世でも今世でも来世でも、きっとご縁がある
に違いない。そんな私の人生観を凝縮した歌です。” 

生きとし生けるものたちは  
生まれてそして　死んでゆく  
数えきれない出会いと　別れをくり返し  

生きとし生けるものたちは  
出会ってそして　恋をする  
ほんの小さな出来事で　心が走り出す  

生まれる前から決めていた　君とここで出会うこと  
繋ぐ　えにしの糸は　ほら　  
こんなに　引き合うよ  

輪廻転生　くり返し　ぼくの魂は育ってく  
嬉しいことも　悲しいことも　　  
すべてが　糧になる  

生まれてそして　生きてゆく  
えにしの糸を　紡ぎつつ  
いつか出会った　魂と　再び出会うため  

この次　生まれてくるときも　君とここで出会うはず  
繋ぐえにしの糸は　ほら  
こんなに　愛しいよ  

今を　大事に生きてゆく　天に召される　その日まで  
嬉しいことも　悲しいことも　　  
すべてが　糧になる  

生まれてそして　死んでゆく  
ぼくの人生はくり返す  
いつか出会った　魂と　  
再び出会うため  

2-10 Tomorrow 
-田口勇貴-

作詞作曲：田口勇貴 
演奏：田口勇貴（全パート）2016.10月自宅にて録音  
“聴いてくれる皆様が明るく楽しく今日を大切に
明日を愛しく思えるように願ってつくりました” 

あわてる今日に手をふる  
水面に映る溢れ出すその自由に  
よせてはかえす  
空を渡る数多の鳥の横顔  
雲の隙間を抜けて光り輝く  
吹き抜ける度に舞い散る風に  
そっと身をゆだねて  
昨日より今日、今日より明日  
重ねる日々を願う  
海のむこうに広がる  
かたい大地に  
背中を押す日差しに笑顔になって  
打ち寄せる度に砕け散る波  
足音をさらって  
昨日より今日、今日より明日  
重ねる日々を願う  
風向きがかわる  
自らの意志で夢から覚めリアルを見つめてる時  
地道なその一歩は目覚め羽ばたく  
吹き抜ける度に舞い散る風に  
そっと身をゆだねて  
昨日より今日、今日より明日重ねる日々を願う打ち寄
せる度に  
砕け散る波足音をさらって昨日より今日、今日より明
日重ねる日々を願う  

2-08 Wonderful Human Life 
-シガキマサキ-

作詞作曲　演奏:シガキマサキ 
2011年自宅にて 

“曲名「Wonderful human Life 」2014 年 中国警備保
障(山口県)のCM曲として起用。迷い立ち 止まりそうな
時に肩をそっと優しく叩き、どこかの誰かの人生を励ま
せたらと書いた、ささやかな人生賛歌。” 

今日もおつかれさん よくがんばったね  
Beautiful human Life  

この時代を生きる 戦友のあなたへ  
Wonderful human Life  

燃えろ燃えろこの命 星空よりも  
ささやかなれども この人生 ハレルヤ！  

今日くらいいいでしょ？ 自分を誉めてやろう  
Wonderful human Life  

悲しみの海でも 泳いでこれたでしょう？  
どうりでいい顔  

星空は見てたよ あなたのがんばりを  
Wonderful human Life  

立ち止まりうずくまり また立ち上がり  
そんな私も今 ここにあり ハレルヤ！  

Beautiful me Wonderful me I Love me.  
ライフストーリー 真ん中に あなたあり  

その胸に この願い 忘れずに  
Wonderful human Life  

Wonderful human Life  

Wonderful human Life  

2-11 ここが天国2020 
-UpepoUpopo-

作詞作曲：Pirka 
“お金も大切だし、仕事も大切。でも一番大
切なのは愛する家族や仲間ですね。そんな気
持ちを唄にしました。” 

雲が流れて 夏が暮れてく  
稲の穂陰に 蜻蛉が泳ぐ  
見えないものたちも 冬の支度をはじめるよ  
月の明かりに笑い合う 今日の幸せ  

ここが天国 愛する人と暮らそう  
ここが天国 赦して赦されていこう  

飛行機雲に はしゃぐ夕暮れ  
肩を並べた ちっちゃないのち  
短い夏が 田んぼに映り揺れている  
あなたに会えた喜びに 謳う星たち  

ここが天国 愛する人と暮らそう  
ここが天国 厳しい冬も一緒にね  

短い夏が 田んぼに映り揺れている  
あなたに会えた喜びに 謳う星たち  

ここが天国 愛する人と暮らそう  
ここが天国 厳しい冬も一緒にね  

ここが天国 愛する人と暮らそう  
ここが天国 赦して赦されていこう  

2-12 笑顔が見たくて 
-りふりふ-

作詞作曲：かぁり 

“熊本地震後に作った曲で、困った時は寄り添うだけ
でも勇気が出ると感じた気持ちを曲にしたものです。” 

君に会いにいくよ　笑顔がみたくて  
大変なこと　つらかったことを　乗り越えていこう  
がんばりすぎてると　涙がこぼれちゃう  
肩の力抜いて　いこうよ  

できるだけのこと  
あまり　無理せずに　笑顔で  
君にあいにいくよ　笑顔がみたくて  
大変なこと　つらかったことを　乗り越えていこう  

大きな声出して　泣いたっていいんだよ  
心が晴れるまで　泣こう  
笑顔に会えるまで　きみのそばにいるよ  
一緒にのりこえていこう  
君に会いにいくよ　笑顔がみたくて  
大変なこと　つらかったことを　乗り越えて  

君に会いにいくよ　笑顔がみたくて  
大変なこと　つらかったことを　乗り越えていこう  

いこう　いこう　いこう  
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2-14 Crossing 
-鈴木ナオミ-

作詞作曲：作詞：鈴木ナオミ/岡さちよ 作曲：鈴木ナオミ 
演奏：Geoff Butterworth 録音：ロンドン 

“ロンドンで収録した初期の楽曲　ドキュメンタリー
ＴＶ番組のエンディングテーマとなる。” 

Happiness and sadness crossing my mind 

こんな傍にあなたがいることを 
ずっと前を夢みていたけど 
過去の空のGrayな不安を 
吹き消すようにもっと抱きしめて欲しい 
街は雨上がり　水溜まりに映る顔 
うつむいた明日捨てたら 
風向きがほら、変わってゆく 

喜びも悲しみも全て 
胸の奥いつもCrossしてる 
巡り合って　言葉交わして 
何もかもまだ始まったばかり 

I am so happy. 

こんな広い星の真ん中で 
あなただけが傍にいてくれる 
信じあうってなんてステキなこと 
大人になってまた一つ気付いたこと 
無邪気な笑顔で子供たちが駆けていく 
天使の羽つけたまま 
どこまでもずっと変わらないで 

喜びも悲しみも全て 
胸の奥いつもCrossしてる 
笑いあって時々喧嘩して 
気がついたらまた手を繋いでる 

何もかも眩しく響きあう 
時は流れ変わり続けている 
言葉になんか上手くできないけど 
心から会えて良かったあなたに 

I am so happy. 

2-15 晴夜(はれるや) 
-坂田飛鳥-

作詞作曲：坂田飛鳥 
坂田飛鳥(Vo, Pf, Gt, Per) Beatnic80にて 

“熊本を拠点に活躍するシンガーソングライター、坂
田飛鳥。2020/03/20発売の8曲入り1stアルバム「あ
れかしと」に収録されている「晴夜（はれるや）」
という楽曲です。問題事や抱えている悩み事も、夜
が明けて空が晴れるように落ち着く日が来る、とい
う楽曲です。” 

少し寂しそうな君の声が  
僕の心を揺さぶって離さない  
まるで昨日の喧嘩の　しっぽが  
そっと2人を結んでいるように  

雨上がりの雫が　道を濡らす  
照らす日差し　やけに静かなビル街は  
僕の強がりさえ　逃がさない  
吐き出したため息は　行き場をなくし消える  

あぁ　晴れるや  
その悩みの種も　素直になればきっと  
あぁ　晴れるや  
今虹をかけよう　やっと気付けたんだ  
この美しい景色に  

月日はいつの間にか　流れて  
大切なものが薄れそうになる  
そばにあればあるほど　僕らは  
まるで仕組まれたように愚かになる  

明け方の通り雨の　音色が  
僕を引き戻す　空は薄い青の色  
そっと照らしだした　朝日は  
始まりを告げる　そこに意味はなくとも  

あぁ　晴れるや  
その頬の雫も　2人でいればきっと  
あぁ　晴れるや  
今虹をかけよう　やっと気付けたんだ  
この美しい景色に  

あぁ　晴れるや  
その声も口癖も　もっと感じていたい  
あぁ　晴れるや  
今虹をかけよう　やっと気付けたんだ  
この美しい景色に  

この素晴らしい奇跡に  

2-13 オッサンの唄 
-宿六屋ゆーすけ-

作詞作曲：宿六屋ゆーすけ 
録音：2020/3/21 quartermoon sutdioにて 

“オッサンによるオッサンのための応援歌です。
一緒に「オッサン！」と叫びましょう。” 

オッサンだって恋をしたい　あの頃のように  
オッサンだって恋をしたい　ドキドキしたいのさ  

一所懸命働いて　ヘトヘトになって  
このままで終わるのかなと　思ったら泣けてきた  

    安酒を呑んで誤魔化して  
    心に嘘を付いてきた  
    なりたかった自分って　何だったろう  
    鏡の中　自分の成れの果て  

オッサン　オッサン　好きでなるわけじゃない  
オッサン　オッサン　オッサン　イズ　びゅーてほー  

流行りの唄は解らない　ファッションセンスはない  
ションベン臭いガキ共に　ダサいと言われてます  

恋をして愛しあって　一緒になった人は  
いつの間にか身体も　態度もでかくなってた  

    大人になれば　少しずつ  
    世の中が解ると　思ってた  
    時間はただ流れ過ぎ去っだけ  
    ショーウィンドに自分の成れの果て  

オッサン　オッサン　今日も頑張ってます  
オッサン　オッサン　オッサン　イズ　わんだほー  

2-16 Bye-bye Covid-19 
-The Side Effects-

作詞作曲：粟津貴昭 
Vo.AG:粟津貴昭, Drs.Cho:粟津美智子, Ba:浦川雅史,  
Pf:トクヤマヒロシ  
録音：2020/3/10頃 自宅スタジオにて 

“地球上を席巻する新型コロナウイルスCovid-19。僕
らにできることと言えば、歌を作って歌うことと、
頻繁に手を洗うことくらい。でも人間はどんなとき
でも状況を楽しめる。” 

バイバイ　コビッド　ナインティーン  
気持ち悪いほど　流行ってるって  
テレビもネットでも朝から晩まで  

さいわい　ちょびっと　ばい菌  
触ったくらいじゃ死なないって  
噂で聞いたけど　なんだか分からない  

予定はぜんぶ自粛　やることない  
マスクもないしそりゃ　飲むしかねえ  

たいがい　びびって　通勤　　  
Wi-Fi　　さがして　ミーティング  
そもそも会社行って何すりゃ良いのか  

ナイナイ　トイレット　ペーパーない  
あるとこあるってきいたけど  
ドラッグストアはどこも人だかり  

大陸の町もここも　地球の上  
2020年は　ボーダーレスさ  

総理大臣もテンパってあたふた  
学校休みのティーネイジャー　ライブこいや  

バイバイ　コビッド　ナインティーン  
気持ち悪いほど　流行ってるって  

テレビもネットでも朝から晩まで  
バイバイ　コビッド　ナインティーン  

新型コロナ　こっちころな  
やることないから　朝から飲んでる  
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こちらからも歌詞などの情
報を見ていただけます


