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夢（夢（My DreamMy Dream））

作詞：田上勇気作詞：田上勇気

作曲：田上勇気作曲：田上勇気

編曲：編曲：Shadows of RainbowShadows of Rainbow

Shadows of Rainbow



夢（夢（My DreamMy Dream））

ずっと夢見てた僕の理想はずっと夢見てた僕の理想は
いったいどれだけ頑張れば叶うのだろういったいどれだけ頑張れば叶うのだろう

いくら走りつづけても息が切れるばかりでいくら走りつづけても息が切れるばかりで
休めば休むだけ休めば休むだけ 遠く離れて行きそうで遠く離れて行きそうで

でも僕はゼッタイにでも僕はゼッタイに 負けない負けない くじけないくじけない 諦めない諦めない 夢があるから夢があるから

叶わない夢なんて無いから叶わない夢なんて無いから ずっと走りつづけて行くよずっと走りつづけて行くよ
何よりも夢を追い続けて何よりも夢を追い続けて 僕はそれしかないから僕はそれしかないから

ちょっと寄り道や休憩もしたちょっと寄り道や休憩もした
回り道もした道のりはムダだったかな回り道もした道のりはムダだったかな

ずっと進んできた道は間違いじゃないとずっと進んできた道は間違いじゃないと
思えば思うほど思えば思うほど 頭がイタ頭がイタくくなるけれどなるけれど

でも僕はゼッタイにでも僕はゼッタイに 引かない引かない うつむかないうつむかない 戸惑わない戸惑わない 夢があるから夢があるから

叶わない夢なんて無いから叶わない夢なんて無いから 僕はずっと追い求めるよ僕はずっと追い求めるよ
何よりも夢を追い続けて何よりも夢を追い続けて 僕はそれしかないから僕はそれしかないから

そう僕はゼッタイにそう僕はゼッタイに 負けない負けない くじけないくじけない 諦めない諦めない 夢があるから夢があるから

叶わない夢なんて無いから叶わない夢なんて無いから ずっと走りつづけて行くよずっと走りつづけて行くよ
何よりも夢を追い続けて何よりも夢を追い続けて 僕はそれしかないから僕はそれしかないから

叶わない夢なんて無いから叶わない夢なんて無いから 僕はずっと追い求めるよ僕はずっと追い求めるよ
後一歩踏み出す勇気があれば後一歩踏み出す勇気があれば きっとうまく行くはずだからきっとうまく行くはずだから

すべてうまく行くはずだからすべてうまく行くはずだから



コトバコトバ

作詞：田上勇気作詞：田上勇気

作曲：田上勇気作曲：田上勇気

編曲：編曲：Shadows of RainbowShadows of Rainbow

Shadows of Rainbow



コトバコトバ

気持ちを伝えるって事はとても難しいんだね気持ちを伝えるって事はとても難しいんだね
簡単なコトバなのにその一言が言えない簡単なコトバなのにその一言が言えない

コトバを伝えるって事は少し恥ずコトバを伝えるって事は少し恥ずかかしんだねしんだね

君の瞳をみて言えないコトばかりを飲み込む君の瞳をみて言えないコトばかりを飲み込む

君は気が付いているか君は気が付いているかなな君へのこの想いを君へのこの想いを
少し考えたそれだけで胸が張り裂けそうだよ少し考えたそれだけで胸が張り裂けそうだよ

この声がいつか君に届きますように神様にお願いでもしようかなこの声がいつか君に届きますように神様にお願いでもしようかな
この声がこのコトバが君の心に届きますようにこの声がこのコトバが君の心に届きますように

気持ちが伝わるってコトはとても嬉しいんだね気持ちが伝わるってコトはとても嬉しいんだね
遠く離れていてもコトバさえもいらない遠く離れていてもコトバさえもいらない

僕の気持ちの全てが形になるのならば僕の気持ちの全てが形になるのならば
君を包み込む光になるといいな君を包み込む光になるといいな

この声がいつか君に届きますように神様にお願いでもしようかなこの声がいつか君に届きますように神様にお願いでもしようかな
この声がこのコトバが君の心に届くようにこの声がこのコトバが君の心に届くように

この声がいつか君に届きますように神様は多分知ってるからこの声がいつか君に届きますように神様は多分知ってるから
この声がこのコトバが君の心に届きますようにこの声がこのコトバが君の心に届きますように

気持ちを伝えるって事はとても難しいんだね気持ちを伝えるって事はとても難しいんだね
簡単なコトバなのにその一言が言えない簡単なコトバなのにその一言が言えない



TimeTime’’s Overs Over

作詞：田上勇気作詞：田上勇気

作曲：田上勇気作曲：田上勇気

編曲：編曲：Shadows of RainbowShadows of Rainbow

Shadows of Rainbow



TimeTime’’s Overs Over
Time'sTime's OverOver？？ GameGame isis OverOver？すべてなくしても？すべてなくしても Time'sTime's OverOver 変わらないで～変わらないで～

限られた時の中限られた時の中 何を一番大切に思う君だけをかまってるヒマなんてありゃしない何を一番大切に思う君だけをかまってるヒマなんてありゃしない

求めあったりも求めあったりも 気まぐれだったりもするし気まぐれだったりもするし
今やりたい事今やりたい事 ただ無我夢中でただ無我夢中で

Time'sTime's OverOver？？ GameGame isis OverOver？すべてなくしても？すべてなくしても (Time's(Time's Over?)Over?)変わらないで変わらないで
Time'sTime's OverOver？？ GameGame isis OverOver？すべて変わっても？すべて変わっても(Time's(Time's Over?)Over?) なくさないでなくさないで

その心は・・・その心は・・・

忘れてた事なんて忘れたままでいいはずだから振り返る事なんて忘れてた事なんて忘れたままでいいはずだから振り返る事なんて
忘れたままでいいはずだから忘れたままでいいはずだから

今足りないモノ何かと変える事はできないけど今足りないモノ何かと変える事はできないけど
今やるべき事今やるべき事 ただ無我夢中でただ無我夢中で

Time'sTime's OverOver？？ GameGame isis OverOver？すべてこわれても？すべてこわれても (Time's(Time's Over?)Over?) 変わらないで変わらないで
Time'sTime's OverOver？？ GameGame isis OverOver？すべて変わっても？すべて変わっても(Time's(Time's Over?)Over?) なくさないでなくさないで

その心は・・・その心は・・・

限られた時の中限られた時の中 何を一番大切に思う君だけをかまってるヒマなんてありゃしない何を一番大切に思う君だけをかまってるヒマなんてありゃしない

今やりたい事今やりたい事 ただ無我夢中でただ無我夢中で
Time'sTime's OverOver？？ GameGame isis OverOver？すべてこわれても？すべてこわれても (Time's(Time's Over?)Over?) 変わらないで変わらないで

Time'sTime's OverOver？？ GameGame isis OverOver？すべて変わっても？すべて変わっても(Time's(Time's Over?)Over?) なくさないでなくさないで
Time'sTime's OverOver？？ GameGame isis OverOver？すべてなくしても？すべてなくしても (Time's(Time's Over?)Over?) 変わらないで変わらないで
Time'sTime's OverOver？？ GameGame isis OverOver？すべて変わっても？すべて変わっても(Time's(Time's Over?)Over?) なくさないでなくさないで

その心はその心は いつまでもいつまでも その心はその心は 変わらないでいて・・・・変わらないでいて・・・・
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Shadows of RainbowShadows of Rainbow

作詞：吉田昭典作詞：吉田昭典//石川順一石川順一

作曲：吉田昭典作曲：吉田昭典

編曲：編曲：Shadows of RainbowShadows of Rainbow

Shadows of Rainbow



Shadows of RainbowShadows of RainbowShadows of RainbowShadows of Rainbow

新しい生き方新しい生き方 つかむ為に俺たちつかむ為に俺たち ２０歳を境に２０歳を境に
誓い合った誓い合った 誰にも譲らない誰にも譲らない この道をこの道を

Shadows of RainbowShadows of Rainbow これがこれがNew styleNew style
Shadows of RainbowShadows of Rainbow この名が俺達の全てこの名が俺達の全て

俺たちここまでと俺たちここまでと あきらめてた今まであきらめてた今まで 自分に甘いさ自分に甘いさ
でもこれからはでもこれからは 夢を追いかけるぜ夢を追いかけるぜ 仲間たちと仲間たちと

Shadows of RainbowShadows of Rainbow これがこれがNew styleNew style
Shadows of RainbowShadows of Rainbow この名が俺達の全てこの名が俺達の全て

人は声にならない悲しみを人は声にならない悲しみを 背負って生きるものだから背負って生きるものだから
辛い事を希望に変えて辛い事を希望に変えて 明日に向かって夢を探すのさ明日に向かって夢を探すのさ(Oh(Oh--yeah)yeah)

Shadows of RainbowShadows of Rainbow Shadows of RainbowShadows of Rainbow

Shadows of RainbowShadows of Rainbow (Oh(Oh--shadows shadows ......yeah yeah yeahyeah))
Shadows of RainbowShadows of Rainbow (yeah yeah)(yeah yeah)

七色の影は七色の影は 夜空をも照らす夜空をも照らす もし君が夢をもし君が夢を 持った時には持った時には
この光がこの光が 見えるはずさ見えるはずさ

Shadows of Rainbow Shadows of Rainbow 



夜明けの夜明けのBackstreetBackstreet

作詞：吉田昭典作詞：吉田昭典//成瀬浩成瀬浩

作曲：吉田昭典作曲：吉田昭典

編曲：編曲：Shadows of RainbowShadows of Rainbow

Shadows of Rainbow



夜明けの夜明けのBackstreetBackstreet
夜明けの夜明けのBackstreetBackstreet 笑っておどけてみせるぜ笑っておどけてみせるぜ

こんな毎日がこんな毎日が 俺を変えさせるのさ俺を変えさせるのさ
真夜中の真夜中のMainstreetMainstreet 笑って涙をかくして笑って涙をかくして

こんな俺にはこんな俺には 君がまぶしすぎて君がまぶしすぎて

Please give me your heartPlease give me your heart 愛しても愛しきれない愛しても愛しきれない
Please give me your dreamPlease give me your dream 君だけを夢にみて君だけを夢にみて

OhOh--Run Run RunnawayRunnaway from backstreet (oh backstreet)from backstreet (oh backstreet)
OhOh--Run Run RunnawayRunnaway from backstreet (oh backstreet)from backstreet (oh backstreet)

俺だけの俺だけのBackstreetBackstreet たまには道草するけどたまには道草するけど
いつかは栄光をいつかは栄光を 勝ち取ってゆくよ勝ち取ってゆくよ

Please give me your lovePlease give me your love 届かぬこの想いは届かぬこの想いは
Please give me your smilePlease give me your smile 君の瞳にカンパイ君の瞳にカンパイ

OhOh--Run Run RunnawayRunnaway from backstreet (oh backstreet)from backstreet (oh backstreet)
OhOh--Run Run RunnawayRunnaway from backstreet (oh backstreet)from backstreet (oh backstreet)

Please give me your heartPlease give me your heart 愛しても愛しきれない愛しても愛しきれない
Please give me your dreamPlease give me your dream 君だけを夢にみて君だけを夢にみて

OhOh--Run Run RunnawayRunnaway from backstreet (oh backstreet)from backstreet (oh backstreet)
OhOh--Run Run RunnawayRunnaway from backstreet (oh backstreet)from backstreet (oh backstreet)

AhAh--愛だけ探してきた愛だけ探してきたよよ俺達俺達 今日まで今日まで
OhOh--Run Run RunnawayRunnaway from backstreet (oh backstreet) from backstreet (oh backstreet) 



Wild Wild LivinLivin’’
作詞：吉田昭典作詞：吉田昭典//石川順一石川順一

作曲：吉田昭典作曲：吉田昭典//石川順一石川順一

編曲：編曲：Shadows of RainbowShadows of Rainbow

Shadows of Rainbow



Wild Wild LivinLivin’’
Now! think you better of your on mindNow! think you better of your on mind

And you can see a beautiful harborAnd you can see a beautiful harbor

The ocean was held me The ocean was held me tendelytendely that I was crazy for Rock!that I was crazy for Rock!
And I was And I was givingivin' ' damegeddameged by her (by her (cousecouse to you)to you)

What I must What I must douingdouing Now!Now!

Wild Wild LivinLivin' you know it Don't look back anymore' you know it Don't look back anymore
Wild Wild livinlivin' making cry over ' making cry over ･･････････ over & overover & over

ConCon--secutivesecutive miss and not on waymiss and not on way
OhOh--yeah!! People turn coward a little thingyeah!! People turn coward a little thing

She jump down to don't ever She jump down to don't ever warridwarrid "Crazy for Rock!!""Crazy for Rock!!"
In the stage of a mad world (crazy world)In the stage of a mad world (crazy world)

Certain to step for First stepCertain to step for First step

Wild Wild LivinLivin' you know it Don't look back anymore' you know it Don't look back anymore
Wild Wild livinlivin' making cry over ' making cry over ･･････････ over & overover & over

Wild Wild LivinLivin' you know it Don't look back anymore' you know it Don't look back anymore
Wild Wild livinlivin' making cry over ' making cry over ･･････････ over & overover & over

Wild Wild LivinLivin' you know it Don't look back anymore' you know it Don't look back anymore
Wild Wild livinlivin' making cry over ' making cry over ･･････････ over & overover & over

""DamegedDameged by her" by her" 



ときめきをもう一度ときめきをもう一度

作詞：吉田昭典作詞：吉田昭典

作曲：吉田昭典作曲：吉田昭典//成瀬浩成瀬浩

編曲：編曲：Shadows of RainbowShadows of Rainbow

Shadows of Rainbow



ときめきをもう一度ときめきをもう一度
君は夜空の星を君は夜空の星を 見上げ願いをかける見上げ願いをかける
ああそんな君をああそんな君を 誰かが微笑んでいる誰かが微笑んでいる

叶わないと知ってた叶わないと知ってた 夢を夢中になって夢を夢中になって
追いかけてた頃追いかけてた頃 ただなつかしいだけさただなつかしいだけさ

いまじゃふたりいまじゃふたり 遠く離れていても遠く離れていても
逢えてよかった逢えてよかった 悲しみを知る前に悲しみを知る前に

俺たちうまくいくと俺たちうまくいくと 信じきってたあの日信じきってたあの日
まだ若いふたりまだ若いふたり 何も怖くなかった何も怖くなかった

いつか終わりが来るといつか終わりが来ると 思いたくない僕は思いたくない僕は
ただがむしゃらにただがむしゃらに 走り続けてきたよ走り続けてきたよ

いまの君はいまの君は 大人になってゆくね大人になってゆくね
僕は遠くで僕は遠くで 君を見守ってくよ君を見守ってくよ

いつか君がいつか君が なにげなくつぶやいた言葉なにげなくつぶやいた言葉 傷ついたことさえ傷ついたことさえ......

いまじゃふたりいまじゃふたり 遠く離れていても遠く離れていても
逢えてよかった逢えてよかった 悲しみを知る前に悲しみを知る前に

あのときめきあのときめき もう一度もう一度



FlyFly

作詞：田島康男作詞：田島康男

作曲：田島康男作曲：田島康男

編曲：編曲：Shadows of RainbowShadows of Rainbow

Shadows of Rainbow



FlyFly流れてく風が流れてく風が 頬なでる夕暮れ頬なでる夕暮れ
足を止め見つめてた足を止め見つめてた 沈みかけた陽を沈みかけた陽を
疲れ切った心疲れ切った心 引きずりながら歩き引きずりながら歩き

掴みかけてこぼれてく掴みかけてこぼれてく 淡い夢を見てた淡い夢を見てた････････

見上げた空の向こうに見上げた空の向こうに
何かがあるかも何かがあるかも きっときっと OhOh--YehYeh

あの頃の様なあの頃の様な 熱いたぎりはどこへ熱いたぎりはどこへ
たどり着く場所なんてたどり着く場所なんて 気にもしなかった気にもしなかった
吹けば飛んでしまう程に吹けば飛んでしまう程に ヤワな俺にヤワな俺に

立ち上がる勇気くれた立ち上がる勇気くれた 君がとても好きさ君がとても好きさ

空舞う鳥達の様に空舞う鳥達の様に
もう一度飛べるさもう一度飛べるさ きっときっと きっときっと

TryTry TryTry TryTry OhOh--AnytimeAnytime
FlyFly（もっと）（もっと） FlyFly（高く）（高く） FlyFly High and HighHigh and High

I I wannawanna fly high to the top of skyfly high to the top of sky My My dream'lldream'll come true Ohcome true Oh
I I wannawanna fly high to the top of skyfly high to the top of sky My My dream'lldream'll come true Ohcome true Oh
I I wannawanna fly high to the top of skyfly high to the top of sky My My dream'lldream'll come true Ohcome true Oh

I I wannawanna fly!! fly!! WowWowWowWowWowWow--Oh Oh 
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I CanI Can’’t Waitt Wait

作詞：石川順一作詞：石川順一

作曲：石川順一作曲：石川順一

編曲：編曲：Shadows of RainbowShadows of Rainbow

Shadows of Rainbow



I CanI Can’’t Waitt Wait
何気なくついた溜息何気なくついた溜息 もうすべて投げ出すつもり？もうすべて投げ出すつもり？

気付かずに過ぎる足音気付かずに過ぎる足音 またそこにたどりつけやしないまたそこにたどりつけやしない

うまくいかないけどうまくいかないけど 無意味に明日に怯え語るより無意味に明日に怯え語るより
輝くヤツ居場所輝くヤツ居場所 これからこれから そうそう 探し出そう探し出そう

I can't wait What you doI can't wait What you do I can't wait What you doI can't wait What you do
I can't wait anytime ohI can't wait anytime oh--oh anythingoh anything Do you alright?Do you alright?

何もかもいつもと同じさ何もかもいつもと同じさ 求めてもまたつかみきれない求めてもまたつかみきれない

貴方みつめる未来に貴方みつめる未来に 泣き出しそうな空広がって泣き出しそうな空広がって
その手にもう一度つかみとれその手にもう一度つかみとれ So get your own way!So get your own way!

I can't wait What you doI can't wait What you do I can't wait What you doI can't wait What you do
I can't wait anytime ohI can't wait anytime oh--oh anythingoh anything Do you alright?Do you alright?
I can't wait What you doI can't wait What you do I can't wait What you doI can't wait What you do

I can't wait anytime ohI can't wait anytime oh--oh anythingoh anything Do you alright?Do you alright?

"Baby you know it was the chance of lifetime""Baby you know it was the chance of lifetime"

I can't wait What you doI can't wait What you do I can't wait What you doI can't wait What you do
I can't wait anytime ohI can't wait anytime oh--oh anythingoh anything Do you alright?Do you alright?
I can't wait What you doI can't wait What you do I can't wait What you doI can't wait What you do

I can't wait anytime ohI can't wait anytime oh--oh anythingoh anything Do you alright?Do you alright?
I can't wait What you doI can't wait What you do I can't wait What you doI can't wait What you do

I can't wait anytime ohI can't wait anytime oh--oh anythingoh anything Do you alright? Do you alright? 



Start LineStart Line

作詞：田島康男作詞：田島康男

作曲：田島康男作曲：田島康男

編曲：編曲：Shadows of RainbowShadows of Rainbow

Shadows of Rainbow



Start LineStart Line
眠らない都会のビルの下で眠らない都会のビルの下で

独りきりしゃがみ込んで君の名を呼ぶ独りきりしゃがみ込んで君の名を呼ぶ
今までの道のりを思い返し今までの道のりを思い返し

間違ってないか自分に問いかけてるよ間違ってないか自分に問いかけてるよ

何も見えない二人の未来何も見えない二人の未来 それでも構わないのかい？それでも構わないのかい？
今はただ唄うだけ今はただ唄うだけ 君のため君のため

その位置から始めようその位置から始めよう もっと強くなるためにもっと強くなるために
君に届くだろうか君に届くだろうか この声とこの唄がこの声とこの唄が

誰だって答えを探しながら誰だって答えを探しながら
飽くなき闘いの波に揉まれてる飽くなき闘いの波に揉まれてる
いつだって優しい君の笑顔いつだって優しい君の笑顔

ただそれだけがたった一つの支えになってるただそれだけがたった一つの支えになってる

声が枯れはてなくなっても声が枯れはてなくなっても それでも構わないからそれでも構わないから
今はただ唄うだけ今はただ唄うだけ 君のため君のため

その位置から始めようその位置から始めよう もっと強くなれるからもっと強くなれるから
もう振り返らないもう振り返らない どんな苦難に出会ってもどんな苦難に出会っても

夜明け前に帰るから夜明け前に帰るから 君はその寝顔のまま君はその寝顔のまま......

その位置から始めようその位置から始めよう もっと強くなるためにもっと強くなるために
君に届くだろうか君に届くだろうか この声とこの唄がこの声とこの唄が

My Start LineMy Start Line・・・・・・My Start LineMy Start Line・・・・・・



NeverNever

作詞：田島康男作詞：田島康男

作曲：田島康男作曲：田島康男

編曲：編曲：Shadows of RainbowShadows of Rainbow

Shadows of Rainbow



NeverNever
歩き続けてきた歩き続けてきた 同じような所いつも同じような所いつも

休むことすら忘れ休むことすら忘れ 這いつくばることもあった這いつくばることもあった

灰色の空に向かい灰色の空に向かい 叫んでみてもしょうがない叫んでみてもしょうがない
できる事なんて少しだけれどできる事なんて少しだけれど 今はがむしゃらに生きるしかないんだ今はがむしゃらに生きるしかないんだ

NeverNever からみつく砂を蹴ってからみつく砂を蹴って NeverNever 砂漠を歩いていく砂漠を歩いていく
NeverNever 終わりなき旅の果てが終わりなき旅の果てが NeverNever 少しも見えなくても少しも見えなくても

旅の途中で出会い旅の途中で出会い 別れていった人は別れていった人は
今でも変わらず歩き続けてるかい？今でも変わらず歩き続けてるかい？ 二度と会うこともないけど二度と会うこともないけど

砂の嵐が激しく吹いて砂の嵐が激しく吹いて 行く手さえぎられたとしても行く手さえぎられたとしても
決して諦めはしない決して諦めはしない 今はがむしゃらな生き方だけど今はがむしゃらな生き方だけど

NeverNever かかとの擦れたブーツ履いてかかとの擦れたブーツ履いて NeverNever 砂漠を歩いていく砂漠を歩いていく
NeverNever 終わりなき旅の果てに終わりなき旅の果てに NeverNever 辿りつくその日まで辿りつくその日まで

明日になればまた陽は昇り明日になればまた陽は昇り 始まるだろう一日始まるだろう一日
I Never surrenderI Never surrender 何度でも何度でも 転がり這い上がるそれしか無いんだ転がり這い上がるそれしか無いんだ

NeverNever 向い風でもかまわない向い風でもかまわない NeverNever 砂漠を歩いていく砂漠を歩いていく
NeverNever 終わりなき旅の果てに終わりなき旅の果てに NeverNever．．．．．．

NeverNever かかとの擦れたブーツ履いてかかとの擦れたブーツ履いて NeverNever 砂漠を歩いていく砂漠を歩いていく
NeverNever 終わりなき旅の果てに終わりなき旅の果てに NeverNever 辿りつくその日まで辿りつくその日まで

Never stopNever stop Never stopNever stop Never stop keep walkingNever stop keep walking
Never stopNever stop Never stopNever stop I never surrender all I never surrender all 



’’9494 DreamDream

作詞：吉田昭典作詞：吉田昭典

作曲：吉田昭典作曲：吉田昭典

編曲：編曲：Shadows of RainbowShadows of Rainbow

Shadows of Rainbow



’’9494 DreamDream
現実に気づいた日現実に気づいた日 目の前が暗闇の中目の前が暗闇の中

夢も希望も捨てて夢も希望も捨てて 生きて行くこと出来ない！！生きて行くこと出来ない！！

HighHigh--wayway君と二人で君と二人で 車をとばしてみれば車をとばしてみれば '94'94 もう涙はいらないもう涙はいらない

My girlMy girl 君がいればもう君がいればもう All rightAll right Nothing to loseNothing to lose
Your heartYour heart 抱きしめたい抱きしめたい I love you moreI love you more

自分を見失うとき自分を見失うとき 孤独と淋しさの中で孤独と淋しさの中で
心の片隅にある心の片隅にある 君への想いがあればいいさ君への想いがあればいいさ

信じている物があれば信じている物があれば くじけても大きくなるよくじけても大きくなるよ '94'94 さあ歌い続けようさあ歌い続けよう!!

My girlMy girl 君の名を呼べば君の名を呼べば All rightAll right Nothing to loseNothing to lose
Your heartYour heart 振り向いてくれ振り向いてくれ I love you moreI love you more

たとえ離れていてもたとえ離れていても 伝えたいこの想い伝えたいこの想い '94'94 そそお勇気さえあればお勇気さえあれば!!

My girlMy girl 君に会えたなら君に会えたなら All rightAll right Nothing to loseNothing to lose
Your heartYour heart 振り向いてくれ振り向いてくれ I love you moreI love you more

My girlMy girl 君の名を呼べば君の名を呼べば All rightAll right Nothing to loseNothing to lose
"Hold Your Tight""Hold Your Tight" I love you moreI love you more

My girlMy girl 君がいればもう君がいればもう All rightAll right Nothing to loseNothing to lose
Your heartYour heart 抱きしめたい抱きしめたい I love you more!! I love you more!! 



Like an EagleLike an Eagle

作詞：棚田賢二作詞：棚田賢二

作曲：棚田賢二作曲：棚田賢二

編曲：編曲：Shadows of RainbowShadows of Rainbow

Shadows of Rainbow



Like an EagleLike an Eagle
季節も変わらないような季節も変わらないような 冷めきった街を歩けば冷めきった街を歩けば

汗をかき頭さげてる汗をかき頭さげてる 自分とすれ違う自分とすれ違う

とぎれた夢を取り戻そうとすればとぎれた夢を取り戻そうとすれば 白い目で見られるだけさ白い目で見られるだけさ
波風なしで暮らしてる毎日波風なしで暮らしてる毎日 分かってる分かってる 分かってるけれど・・・分かってるけれど・・・

頭が割れそうな僕に頭が割れそうな僕に 朝日が（そっと）問いかける朝日が（そっと）問いかける
「長い月日で作られた「長い月日で作られた 良識を飲み過ぎたの？」良識を飲み過ぎたの？」

知らないうちにため込んだ欲が知らないうちにため込んだ欲が 腐り始め腐り始め 体を責め立てる体を責め立てる
毎日繰り返されるバカらしいゲームを毎日繰り返されるバカらしいゲームを
続けるの？続けなきゃ・・・だけど・・・続けるの？続けなきゃ・・・だけど・・・

夢だろう？すべては。このまま壊そう何もかも夢だろう？すべては。このまま壊そう何もかも
冷静に見るのは冷静に見るのは 賢い奴にまかしときゃいい賢い奴にまかしときゃいい
強く魅かれる強く魅かれる 胸をこがすような嵐の中で胸をこがすような嵐の中で

飛び立とう飛び立とう 後悔する前に後悔する前に Like an eagle to be freeLike an eagle to be free

夢だろう？すべては。このまま壊そう何もかも夢だろう？すべては。このまま壊そう何もかも
冷静に見るのは冷静に見るのは 賢い奴にまかしときゃいい賢い奴にまかしときゃいい
強く魅かれる強く魅かれる 胸をこがすような嵐の中で胸をこがすような嵐の中で

飛び立とう飛び立とう 後悔する前に後悔する前に Like an eagle to be freeLike an eagle to be free

夢だろう？すべては。このまま壊そう何もかも夢だろう？すべては。このまま壊そう何もかも
冷静に見るのは冷静に見るのは 賢い奴にまかしときゃいい賢い奴にまかしときゃいい
強く魅かれる強く魅かれる 胸をこがすような嵐の中で胸をこがすような嵐の中で

飛び立とう飛び立とう 後悔する前に後悔する前に Like an eagle to be freeLike an eagle to be free



SAYONARASAYONARA

作詞：田島康男作詞：田島康男

作曲：田島康男作曲：田島康男

編曲：編曲：Shadows of RainbowShadows of Rainbow

Shadows of Rainbow



SAYONARASAYONARA
あなたに出会えてあなたに出会えて 本当によかった本当によかった

めぐりめぐり めぐりめぐり めぐってめぐって 一番の人だった一番の人だった

ずっとずっと あなただけを見ていたあなただけを見ていた
ずっとずっと 終わる事ないように終わる事ないように

同じ時過ごして同じ時過ごして 同じ夢見ていた同じ夢見ていた
「世界が終わっても「世界が終わっても この手は離さない」とこの手は離さない」と

いつでもいつでも そばにいてくれたけどそばにいてくれたけど
いつかはいつかは 終わる恋だった終わる恋だった

さようならさようなら 手を振るあなたを手を振るあなたを いつまでもいつまでも 忘れはしないだろう忘れはしないだろう
さようならさようなら もう会う事ないもう会う事ない 二人だけど二人だけど 浮かんだ言葉は浮かんだ言葉は

I love youI love you I love youI love you

ずっとずっと あなただけを見ていたあなただけを見ていた
ずっとずっと 終わる事ないように終わる事ないように

あなたに出会えてあなたに出会えて 本当に本当に 本当に本当に
よかったってよかったって 思ってる思ってる．．．．．．

さようならさようなら 手を振るあなたを手を振るあなたを いつまでもいつまでも 忘れはしないだろう忘れはしないだろう
さようならさようなら もう会う事ないもう会う事ない 二人だけど二人だけど 浮かんだ言葉は浮かんだ言葉は

I love youI love you I love youI love you I love you I love you 



Jump AgainJump Again

作詞：田島康男作詞：田島康男

作曲：田島康男作曲：田島康男

編曲：編曲：Shadows of RainbowShadows of Rainbow

Shadows of Rainbow



Jump AgainJump Again
ただ時が流れただ時が流れ 一人取り残されてく一人取り残されてく
今行けるはずさ今行けるはずさ でも怖がってるでも怖がってる

FufuFufu FufuFufu 閉ざしたままの君の心じゃ閉ざしたままの君の心じゃ
FufuFufu FufuFufu なにも出来ないなにも出来ない

まだふるえているまだふるえている その小さな背にその小さな背に
銀色に輝く翼銀色に輝く翼 今つけてあげる今つけてあげる

FufuFufu FufuFufu 手を出してごらん手を出してごらんよよそこさそこさ
FufuFufu FufuFufu 届くさきっと届くさきっと

Jump AgainJump Again もう一度大地を蹴ってもう一度大地を蹴って
少し羽根を少し羽根を 広げてごらん広げてごらん
いつか叶うさいつか叶うさ 君の望みなら君の望みなら

胸に秘めた胸に秘めた 君らしい強さを見せて君らしい強さを見せて

ねえ思い出してねえ思い出して あの日見てた夢をあの日見てた夢を
傷つく事など知らずに見てた傷つく事など知らずに見てた 遠い昔の夢遠い昔の夢 HEY!!HEY!!

Jump AgainJump Again もう二度と忘れないでいてもう二度と忘れないでいて
君もきっと飛べる事を君もきっと飛べる事を

たとえ強い風が吹いてもたとえ強い風が吹いても
Don't worry babeDon't worry babe 大丈夫僕が見ている大丈夫僕が見ている

Jump AgainJump Again もう一度大地を蹴ってもう一度大地を蹴って
少し羽根を少し羽根を 広げてごらん広げてごらん
いつか叶うさいつか叶うさ 君の望みなら君の望みなら

胸に秘めた胸に秘めた 君らしい強さを見せて君らしい強さを見せて

Jump AgainJump Again Jump AgainJump Again Jump AgainJump Again Jump Again Jump Again 



StayStay

作詞：吉田昭典作詞：吉田昭典

作曲：吉田昭典作曲：吉田昭典

編曲：編曲：Shadows of RainbowShadows of Rainbow

Shadows of Rainbow



StayStay
暗闇の中暗闇の中 俺の悲しいメロディー俺の悲しいメロディー 君はどれだけ君はどれだけ 気づいてくれたのか気づいてくれたのか
あの時の言葉あの時の言葉 心の奥の中で心の奥の中で 今もいたむよ今もいたむよ 「さよなら」も言わないで「さよなら」も言わないで

（（OhOh--ohoh）） You just HoneyYou just Honey
（（OhOh--ohoh）） 求めている求めている

（（OhOh--ohoh）） You just StayYou just Stay （（OhOh--ohoh））

しみったれた毎日しみったれた毎日 暗い影を落とした暗い影を落とした 探している探している 君と同じ女性（ﾋﾄ）を君と同じ女性（ﾋﾄ）を

（（OhOh--ohoh）） You just HoneyYou just Honey
（（OhOh--ohoh）） 求めている求めている

（（OhOh--ohoh）） You just StayYou just Stay （（OhOh--ohoh））

(Stay just (Stay just lovinlovin‘‘ you)you) あの頃の空の様にあの頃の空の様に (Stay just I need you)(Stay just I need you) ････････････････････
(Stay just (Stay just lovinlovin’’ you)you) 思い出して欲しいんだ思い出して欲しいんだ (Stay just I need you)(Stay just I need you) Oh Stay with meOh Stay with me

何年たってもこんなに君の面影を何年たってもこんなに君の面影を 追うなんて知らなかったよ追うなんて知らなかったよ
君のいないこの街にも君のいないこの街にも 昔の君との思い出は今もそのままさ昔の君との思い出は今もそのままさ

暗闇の中暗闇の中 俺の悲しいメロディー俺の悲しいメロディー 君はどれだけ君はどれだけ 気づいてくれたのか気づいてくれたのか

（（OhOh--ohoh）） You just HoneyYou just Honey
（（OhOh--ohoh）） 求めている求めている

（（OhOh--ohoh）） You just StayYou just Stay （（OhOh--ohoh））

StayStay あのまま君を離さないでいればあのまま君を離さないでいれば こんなにさみしい思いはしなかったよこんなにさみしい思いはしなかったよ

(Stay just (Stay just lovinlovin‘‘ you)you) ････････････････････(Stay just I need you)(Stay just I need you) ････････････････････
(Stay just (Stay just lovinlovin’’ you)you) あの頃の空の様にあの頃の空の様に (Stay just I need you)(Stay just I need you) ････････････････････

(Stay just (Stay just lovinlovin‘‘ you)you) 思い出して思い出して[[欲欲･･しし･･いい]] (Stay just I need you)(Stay just I need you) Oh Stay with me Oh Stay with me 





Shadows of Rainbow
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DonDon’’t you Know?t you Know?

作詞：山田恭二作詞：山田恭二

作曲：吉田昭典作曲：吉田昭典

編曲：編曲：Shadows of RainbowShadows of Rainbow

Shadows of Rainbow



DonDon’’t you Know?t you Know?

声に出せない夢を声に出せない夢を 誰かしらかかえている誰かしらかかえている
手がかりさえつかめれば手がかりさえつかめれば そこから始められるのにそこから始められるのに

WohowWohow WohowWohow もっと自分で手探りすればいいもっと自分で手探りすればいい

誰にでも行き詰まる誰にでも行き詰まる そんなには甘くないからそんなには甘くないから
「あきらめた」なんて言わず「あきらめた」なんて言わず 前を見ろ前を見ろ 足元を見過ぎるな足元を見過ぎるな

WohowWohow WohowWohow もっと自分を信じていればいいもっと自分を信じていればいい

UhUh--BabyBaby Don't you Know?Don't you Know? 君の強さ教えてあげるよ君の強さ教えてあげるよ(Don't you Know?)(Don't you Know?)
UhUh--BabyBaby Don't you Know?Don't you Know? 誰にも真似は出来ない！誰にも真似は出来ない！

まだ見れない夢を追いかけてまだ見れない夢を追いかけて まだ飛べない翼ひろげるまだ飛べない翼ひろげる
急ぐことはない急ぐことはない 焦らずに焦らずに いつまでもその夢はいつまでもその夢は OhOh--君を待ち続けているよ君を待ち続けているよ

好きな事をしている好きな事をしている 時が君を時が君を 輝かせる輝かせる
いつもとは違う事がいつもとは違う事が OhOh--BabyBaby わからないの？わからないの？

WohowWohow WohowWohow もっと自分を輝かせればいい！もっと自分を輝かせればいい！

UhUh--BabyBaby Don't you Know?Don't you Know? 君の強さ教えてあげるよ君の強さ教えてあげるよ(Don't you Know?)(Don't you Know?)
UhUh--BabyBaby Don't you Know?Don't you Know? 誰にも真似は出来ない！誰にも真似は出来ない！

UhUh--BabyBaby Don't you Know?Don't you Know? 君の望み叶えられるよ君の望み叶えられるよ(Don't you Know?)(Don't you Know?)
UhUh--BabyBaby Don't you Know?Don't you Know? 輝いた君の姿輝いた君の姿

OhOh--babybaby 一番ステキさ一番ステキさ

UhUh--ohoh WowWow 「輝いて」見えるよ「輝いて」見えるよ



Change My LifeChange My Life

作詞：山田恭二作詞：山田恭二

作曲：吉田昭典作曲：吉田昭典

編曲：編曲：Shadows of RainbowShadows of Rainbow

Shadows of Rainbow



Change My LifeChange My Life
甘い言葉に耳を傾け甘い言葉に耳を傾け やりたい事があればすぐに手を出すやりたい事があればすぐに手を出す

今にも消えそうな幻のような毎日が今にも消えそうな幻のような毎日が 素晴らしい日々に見えていた素晴らしい日々に見えていた

たどり着くところは何処にもなくたどり着くところは何処にもなく 遠い彼方に一人いるだけ遠い彼方に一人いるだけ

走り続けてここまで来たけれど走り続けてここまで来たけれど 何も知らずに夢を見ていた何も知らずに夢を見ていた
なくしていたことを今気付き始めたからなくしていたことを今気付き始めたから これからの自分をさあ作り変えるときは来たこれからの自分をさあ作り変えるときは来た

Ooh Wow OhOoh Wow Oh

形にとらわれ身動き一つとれずに形にとらわれ身動き一つとれずに ただ過ぎて行く荒れ果てた過去を見ているだけただ過ぎて行く荒れ果てた過去を見ているだけ
いまにも崩れそうな身も凍るほどの毎日いまにも崩れそうな身も凍るほどの毎日 他には何もいらない他には何もいらない 生まれ変わりたいだけ生まれ変わりたいだけ

失った物はもとへは戻せない失った物はもとへは戻せない この生き方がそのものさこの生き方がそのものさ

走り続けてここまで来たけれど走り続けてここまで来たけれど 何も知らずに夢を見ていた何も知らずに夢を見ていた
なくしていたことを今気付き始めたからなくしていたことを今気付き始めたから これからの自分をさあ作り変えるときは来たこれからの自分をさあ作り変えるときは来た

Ooh Wow OhOoh Wow Oh

いたずらな今までの思いをいたずらな今までの思いを たたきつけ飛び立って行くのさたたきつけ飛び立って行くのさ 思いっきり！！思いっきり！！

走り続けてここまで来たけれど走り続けてここまで来たけれど 何も知らずに夢を見ていた何も知らずに夢を見ていた
今ほど辛く悲しい日々は今ほど辛く悲しい日々は もう二度と味わいたくないもう二度と味わいたくない

なくしていたことをなくしていたことを 今気付き始めたから（今気付き始めたから（Change My Life)Change My Life)
これからの自分をこれからの自分を さあ作り変えるときは来たさあ作り変えるときは来た(Change My Life)(Change My Life)

Ooh Wow Oh Ooh Wow Oh 



Love StoryLove Story

作詞：吉田昭典作詞：吉田昭典

作曲：吉田昭典作曲：吉田昭典

編曲：編曲：Shadows of RainbowShadows of Rainbow

Shadows of Rainbow



Love StoryLove Story

君と出会ったあの日君と出会ったあの日 まだ暑い日々まだ暑い日々 夕暮れの中でとても夕暮れの中でとても 笑顔がきれいさ笑顔がきれいさ
若く輝いてた若く輝いてた おそれを知らない恋おそれを知らない恋 そっと大事に夢をそっと大事に夢を 二人で二人でつかつかもうこれからはもうこれからは

いつだっていつだって 君を愛していると誓うんだ君を愛していると誓うんだ 変わらないよ変わらないよ この気持ち伝えきれなくてもこの気持ち伝えきれなくても
So once againSo once again やさしさに導かれてやさしさに導かれて

もう離さないよもう離さないよ 二人の二人のLove StoryLove Story
よりそい見つめ合いよりそい見つめ合い 不安も振りはらって不安も振りはらって
この街で暮らしている二人のこの街で暮らしている二人の StoryStory････････････

あてのない旅に出たねあてのない旅に出たね 手をとりあって手をとりあって いくつもの山を越えていくつもの山を越えて 歩き続けたいつの日も歩き続けたいつの日も

いつだっていつだって 君を愛していると誓うんだ君を愛していると誓うんだ 変わらないよ変わらないよ この気持ち伝えきれなくてもこの気持ち伝えきれなくても
So once againSo once again 導かれてく「やさしさ」に導かれてく「やさしさ」に

この想いを強くこの想いを強く 二人の二人のLove StoryLove Story
よりそい見つめ合いよりそい見つめ合い やっと抱き寄せればやっと抱き寄せれば
いくつもの夜を語り明かそういくつもの夜を語り明かそう 君と君と････････････

"We are talking about our dream , every "We are talking about our dream , every night.""Staynight.""Stay with me forever."with me forever."

時に愛に傷ついても時に愛に傷ついても 時に心すれ違っても時に心すれ違っても
探している探している もう迷わないさもう迷わないさ

この想いを強くこの想いを強く 二人の二人のLove StoryLove Story
よりそい見つめ合いよりそい見つめ合い やっと抱き寄せればやっと抱き寄せれば

もう離さないよもう離さないよ 二人の二人のLove StoryLove Story
よりそい見つめ合いよりそい見つめ合い 不安も振りはらって不安も振りはらって
繰り返し続いてく繰り返し続いてく Love StoryLove Story 君と君と････････････



SurrenderSurrender

作詞：山田恭二作詞：山田恭二
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SurrenderSurrender

汚れた君の過去を汚れた君の過去を 変えさせられない変えさせられない
過ぎた罪をいつまでも過ぎた罪をいつまでも 悔やむ君ではないだろう悔やむ君ではないだろう

けれど心の片隅にはけれど心の片隅には つぐないが今でもつぐないが今でも
君はその苦しみを君はその苦しみを ひとりで乗り越えてるひとりで乗り越えてる

たよる想いをもてないのならたよる想いをもてないのなら
ゆがんだいたゆがんだいた道を道を 裁く力にはなれない裁く力にはなれない

SurrenderSurrender いま泣いてるいま泣いてる 悲しみを越えたいのなら悲しみを越えたいのなら
SurrenderSurrender その痛みをその痛みを わかちあうのさわかちあうのさ

君の瞳の中からは君の瞳の中からは 生きざまが伝わる生きざまが伝わる
俺などまともには俺などまともには 映りはしないだろう映りはしないだろう

確かに君は強い女性さ確かに君は強い女性さ いくつもの壁を乗り越えてるいくつもの壁を乗り越えてる
けれどひとつだけけれどひとつだけ 気付きもしないことが気付きもしないことが

You Just CallYou Just Call 瞳の奥に秘めている瞳の奥に秘めている
もうひとりの君がもうひとりの君が 俺を呼び止めていることを俺を呼び止めていることを

SurrenderSurrender もう君にはもう君には やれることは何もないはずさやれることは何もないはずさ
SurrenderSurrender 心ひとつで心ひとつで 二人は燃える二人は燃える

You Just CallYou Just Call 瞳の奥に瞳の奥に 今も秘めている今も秘めている
もうひとりの君がもうひとりの君が 俺を呼び止めているのに俺を呼び止めているのに

SurrenderSurrender いま泣いてるいま泣いてる 悲しみを越えたいのなら悲しみを越えたいのなら
SurrenderSurrender その痛みをその痛みを わかちあうのさわかちあうのさ

SurrenderSurrender もう君にはもう君には やれることは何もないはずさやれることは何もないはずさ
SurrenderSurrender 心ひとつで心ひとつで 二人は燃える二人は燃える



Long Way HomeLong Way Home

作詞：吉田昭典作詞：吉田昭典

作曲：吉田昭典作曲：吉田昭典
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Long Way HomeLong Way Home

見かけによらず迷い悩む君は見かけによらず迷い悩む君は いつしか年を重ねてきたけどいつしか年を重ねてきたけど
目の前にある悲しみや苦しみを目の前にある悲しみや苦しみを ぬぐい去るのに心を失い時が経ちぬぐい去るのに心を失い時が経ち

「変わらなくちゃ」と「変わらなくちゃ」と 自分に言い聞かせて新たな時代自分に言い聞かせて新たな時代<<ﾄｷﾄｷ(30(30‘‘s)>s)>へとへと I can feel the MagicI can feel the Magic

夢を見るのが弱い心を支え夢を見るのが弱い心を支え 失ってきた物を取り戻そうとしてた失ってきた物を取り戻そうとしてた
時には涙や時には涙や 時には怒りを時には怒りを 安らぎ求めて安らぎ求めて ここまで探してきたよここまで探してきたよ

何もかもを何もかもを 時の川に捨てて次第に力を時の川に捨てて次第に力を この手につかんでこの手につかんで So Walking!So Walking!

Long Long LongLong Way HomeWay Home Long Long Way Long Long Way Home(uhHome(uh--long long way long long way 迷わずに肩の力を迷わずに肩の力を......))
Long Long LongLong Way HomeWay Home ((抜いてゆこう抜いてゆこう 優しさと優しさと))

出会いも別れも出会いも別れも 始まりは始まりはCross RoadCross Roadからから

この間見上げた空にはこの間見上げた空には 暖かい風と白い雲が流れて暖かい風と白い雲が流れて
探し当てた心を豊かに探し当てた心を豊かに そうすることで人は優しくなれるんだそうすることで人は優しくなれるんだ

何もかもを何もかもを 時の川に捨てて時の川に捨てて 次第に力をこの手につかんで次第に力をこの手につかんで So Walking!So Walking!

Long Long LongLong Way HomeWay Home Long Long Way Long Long Way Home(uhHome(uh--long long way long long way 迷わずに肩の力を迷わずに肩の力を......))
Long Long LongLong Way HomeWay Home ((抜いてゆこう抜いてゆこう 優しさと優しさと))

これから行く旅路もこれから行く旅路も 始まりは始まりはCross RoadCross Roadからから

Long Long LongLong Way HomeWay Home Long Long Way HomeLong Long Way Home Long Long Way HomeLong Long Way Home

出会いも別れも出会いも別れも 始まりは始まりはCross RoadCross Roadからから

Long Long LongLong Way HomeWay Home (Ah(Ah--AhAh--Ah)Ah) Long Long Way HomeLong Long Way Home
(uh(uh--long long way long long way 迷わずに肩の力を迷わずに肩の力を......))

Long Long LongLong Way HomeWay Home ((抜いてゆこう抜いてゆこう 優しさと優しさと))

これから行く旅路もこれから行く旅路も 始まりは始まりはCross RoadCross Roadからから



Summer DaysSummer Days

作詞：吉田昭典作詞：吉田昭典
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Summer DaysSummer Days
いくつになっても俺の心の中いくつになっても俺の心の中 君の面影と新しい恋を探して君の面影と新しい恋を探して

涙浮かべたあの日々も涙浮かべたあの日々も 今ではせつなくなったり笑いとばしたりもした・・今ではせつなくなったり笑いとばしたりもした・・

あの頃の様に抱きしめたならあの頃の様に抱きしめたなら 変わらないこの想い誰にも言えずに変わらないこの想い誰にも言えずに
CanCan‘‘t Stop t Stop LovinLovin’’ YouYouさわやかな風に口ずさむよさわやかな風に口ずさむよ 二人の二人のlove songlove song君だけに届け君だけに届け

確かに出会いはいつも確かに出会いはいつも あつい太陽の下であつい太陽の下で Summer Days I just Summer Days I just fallinfallin‘‘ love in seasidelove in seaside
名前さえ聞かない恋が名前さえ聞かない恋が 過ぎゆく季節の中で過ぎゆく季節の中で 「きらめく夏の日は「きらめく夏の日は 取り戻せない」取り戻せない」

都会都会((まちまち))を彷徨を彷徨うう一人きり今夜一人きり今夜 いくつもの顔が思い浮かんで来るよいくつもの顔が思い浮かんで来るよ
たくさんの出会い達の中でたくさんの出会い達の中で 本当の恋をみつけるなんてコクな事さ本当の恋をみつけるなんてコクな事さ

あの頃の俺はがむしゃらなだけであの頃の俺はがむしゃらなだけで 変わらないこの想い誰にも言えずに変わらないこの想い誰にも言えずに
CanCan’’t Stop t Stop LovinLovin‘‘ YouYouさわやかな風にさわやかな風に つぶやいたあの日の君の言葉を・・つぶやいたあの日の君の言葉を・・

｢｢後悔はしていない後悔はしていない｣｣と言ったきり部屋を出ていったと言ったきり部屋を出ていったSummer Days I just Summer Days I just fallinfallin’’ love in love in 
seasideseaside

何故か頬につたう涙何故か頬につたう涙 過ぎゆく運命過ぎゆく運命((さだめさだめ))の中での中で 「きらめく夏の日は「きらめく夏の日は 取り戻せない」取り戻せない」

あの時あの場所に忘れた物はあの時あの場所に忘れた物は 終わらない何かがあると気づいた終わらない何かがあると気づいた
CanCan‘‘t Stop t Stop LovinLovin’’ YouYouさわやかな風にさわやかな風に つぶやいたあの日の君の言葉を・・つぶやいたあの日の君の言葉を・・

｢｢後悔はしていない後悔はしていない｣｣と言ったきり部屋を出ていったと言ったきり部屋を出ていった Summer Days I just Summer Days I just fallinfallin‘‘ love in love in 
seasideseaside

何故か頬につたう涙何故か頬につたう涙 過ぎゆく運命過ぎゆく運命((さだめさだめ))の中での中で 「きらめく夏の日は「きらめく夏の日は 取り戻せない」取り戻せない」

確かに出会いはいつも確かに出会いはいつも あつい太陽の下であつい太陽の下で Summer Days I just Summer Days I just fallinfallin’’ love in seasidelove in seaside
名前さえ聞かない恋が名前さえ聞かない恋が 過ぎゆく季節の中で過ぎゆく季節の中で 「きらめく夏の日は「きらめく夏の日は 取り戻せない」取り戻せない」

この手にさあもう一度この手にさあもう一度 輝く日々と・・輝く日々と・・
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Remember YouRemember You
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Remember YouRemember You

放課後の窓辺で放課後の窓辺で 今日も見る今日も見る 君の元気な姿君の元気な姿
グランドを駆けるグランドを駆ける 君が今君が今 僕に微笑み返す僕に微笑み返す

それが君の最高にそれが君の最高に 輝いてる姿さ輝いてる姿さ

追いかけてこの鼓動追いかけてこの鼓動 信じてよこの愛を信じてよこの愛を
歩こう歩こう ふたりのふたりの VerginVergin RoadRoad をを

君の笑顔を見ていると君の笑顔を見ていると なんだかせつなくなるよなんだかせつなくなるよ
心と心の読みあいで心と心の読みあいで 何も何も 生まれやしないね生まれやしないね

ごめんごめんねね君に気を使わせてばかり君に気を使わせてばかり RememberRemember MemoryMemory

ありがとうありがとう 僕の青春僕の青春 幸せになる時まで幸せになる時まで
お互いにお互いに 別々の別々の MyMy WayWay 歩むよ歩むよ

ああああ 見つめないでね見つめないでね 君の気持ちが君の気持ちが わからないからわからないから････････････

あの頃のあの頃の 思い出は思い出は 色あせる事はない色あせる事はない
君の君のBirthdayBirthday 二人だけ二人だけ 祝いたい祝いたい いつまでもいつまでも

追いかけて追いかけて 僕の青春僕の青春 幸せになる時には幸せになる時には
歩こう歩こう ふたりのふたりの VerginVergin RoadRoad をを

""ＡからのＡからの Last Love MessageLast Love Message””



Heaven & HellHeaven & Hell
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Heaven & HellHeaven & Hell

I feel that so long agoI feel that so long ago I've got you to show various dreamsI've got you to show various dreams
I think you can't only feel it And you'd made up I think you can't only feel it And you'd made up JockersJockers out of yourselfout of yourself

She takes pleasure that there is no She takes pleasure that there is no differancedifferance between Day & Nightbetween Day & Night
Her life knew no bounds I could hear your rumors Here & thereHer life knew no bounds I could hear your rumors Here & there

She said "I can endure even if any hard worse attacked me" such She said "I can endure even if any hard worse attacked me" such a one isn'ta one isn't
You hold out your hands in somewhere and you must be wanting helYou hold out your hands in somewhere and you must be wanting helpp

She takes pleasure that there is no She takes pleasure that there is no differancedifferance between Day & Nightbetween Day & Night
Her life knew no bounds Why can I keep up with you will thanks tHer life knew no bounds Why can I keep up with you will thanks to GOD! Aho GOD! Ah

Heaven & Hell This is your life your Heaven & Hell This is your life your livinlivin''
Heaven & Hell This is your Heaven & Hell This is your livinlivin'!!'!!

Heaven & Hell This is your life your Heaven & Hell This is your life your livinlivin''
Heaven & Hell This is your Heaven & Hell This is your livinlivin'!!'!!

She takes pleasure that there is no She takes pleasure that there is no differancedifferance between Day & Nightbetween Day & Night
Her life knew no Her life knew no boundsWhyboundsWhy can I keep up with you will thanks to GOD! Ahcan I keep up with you will thanks to GOD! Ah

Heaven & Hell This is your life your Heaven & Hell This is your life your livinlivin''
Heaven & Hell This is your Heaven & Hell This is your livinlivin'!!'!!

Heaven & Hell This is your life your Heaven & Hell This is your life your livinlivin''
Heaven & Hell This is your Heaven & Hell This is your livinlivin'!!'!!

Heaven & HellHeaven & Hell Heaven & HellHeaven & Hell Heaven & HellHeaven & Hell Heaven & HellHeaven & Hell



About One LoveAbout One Love
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About One LoveAbout One Love
おまえが消えておまえが消えていいゆくゆく 俺の頭から俺の頭から

今までの夜も今までの夜も もうもう 何もかもが消えてゆく何もかもが消えてゆく

閉ざされた愛はもう「あきらめるしか」あきらめるしかない閉ざされた愛はもう「あきらめるしか」あきらめるしかない
But never stop falling in love foreverBut never stop falling in love forever

うつむいたままではうつむいたままでは ダメさダメさ 耐えて耐えて そのハートそのハート 持ちこたえろ持ちこたえろ

新しい愛を見つける以外新しい愛を見つける以外 立ち直るすべはないのか？立ち直るすべはないのか？

いくつもの愛を「交わすのも」交わすのもいいさいくつもの愛を「交わすのも」交わすのもいいさ
I never stop falling in love foreverI never stop falling in love forever

つかみとってつかみとって 手放して手放して それもそれも ひとつのひとつの 道なのか道なのか

About one love About one love わからないお前がわからないお前が About one love About one love 忘れる事は出来ない忘れる事は出来ない
About one love About one love 指先に伝わる指先に伝わる About one love About one love お前の体が今もお前の体が今も･･････････････

いくつもの愛を「交わすのも」交わすのもいいさいくつもの愛を「交わすのも」交わすのもいいさ
I never stop falling in love foreverI never stop falling in love forever

つかみとってつかみとって 手放して手放して それもそれも ひとつのひとつの 道なのか道なのか

About one love About one love わからないお前がわからないお前が About one love About one love 忘れる事は出来ない忘れる事は出来ない
About one love About one love 指先に伝わる指先に伝わる About one love oh yeah About one love oh yeah yeahyeah!!!!

About one love About one love 指先に伝わる指先に伝わる About one love About one love お前の体が今もお前の体が今も･･････････････



Good Morning!!Good Morning!!
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Good Morning!!Good Morning!!

朝焼けが朝焼けが 色づいてく色づいてく 静かなる静かなる 夜明けの時夜明けの時

誰より早く誰より早く 太陽目指し太陽目指し 野生のような野生のような 澄んだ瞳で澄んだ瞳で 風をかき分け風をかき分け かけてくかけてく

星空は星空は すでになくてすでになくて 命たちが命たちが 今目覚める今目覚める

期待と予感が期待と予感が 心ゆらす心ゆらす こみ上げてくるこみ上げてくる 熱い想いは熱い想いは もうもう 止められない止められない

Hello Morning!!  Hello New DaysHello Morning!!  Hello New Days 今この時今この時 この場所からこの場所から
I Like Morning!! I Like New DayI Like Morning!! I Like New Day 何もかも何もかも 始まるから始まるから

nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana ････････････････････

今日も一日今日も一日 走り出そう走り出そう 気合いを入れ気合いを入れ 弾んで弾んで
(Oh(Oh--Yeah)Yeah) 君の声が君の声が 僕の声が僕の声が ほらほら 響き渡るよ響き渡るよ (Go)(Go)

誰より早く誰より早く 太陽目指し太陽目指し 野生のような野生のような 澄んだ瞳で澄んだ瞳で 風をかき分け風をかき分け かけてくかけてく
期待と予感が期待と予感が 心ゆらす心ゆらす こみ上げてくるこみ上げてくる 熱い想いは熱い想いは もうもう 止められない止められない

Hello Morning!!  Hello New DaysHello Morning!!  Hello New Days 今この時今この時 この場所からこの場所から
I Like Morning!! I Like New DayI Like Morning!! I Like New Day 何もかも何もかも 始まるから始まるから
Hello Morning!!  Hello New DaysHello Morning!!  Hello New Days今この時今この時 この場所からこの場所から

I Like Morning!! I Like New DayI Like Morning!! I Like New Day 何もかも何もかも 始まるから始まるから



Still MeStill Me

作詞：石川順一作詞：石川順一
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Still MeStill Me

I'm sure that it was there I can still see I'm sure that it was there I can still see 
the image of one time hero in my mind the image of one time hero in my mind yehyeh

I've tried to take it back again and again I've tried to take it back again and again 
OhOh--Now you just can feel (What made you so) at the timeNow you just can feel (What made you so) at the time

Why not? Why not? WohWoh--oh I oh I beleivedbeleived I could make it butI could make it but Now I don't know Now I don't know 
Where I went wrong and if I can go back again Where I went wrong and if I can go back again 

Now I terribly let down and Now I terribly let down and 
I can't ever turn over the pages As I closed the book with despaI can't ever turn over the pages As I closed the book with despair ir 

She said "It's alright to stay as you are"She said "It's alright to stay as you are"

The time of glory has passed and gone out of people's  The time of glory has passed and gone out of people's  
memory with the long deserted image memory with the long deserted image yehyeh
I've tried to take it back again and again I've tried to take it back again and again 

OhOh--Now you just can feel (What made you so) at the timeNow you just can feel (What made you so) at the time
Why not? Why not? WohWoh--oh I oh I beleivedbeleived I could make it butI could make it but Now I don't know Now I don't know 

Where I went wrong and if I can go back again Where I went wrong and if I can go back again 
Now I terribly let down and Now I terribly let down and 

I can't ever turn over the pages As I closed the book with despaI can't ever turn over the pages As I closed the book with despair ir 
She said "It's alright to stay as you are"She said "It's alright to stay as you are"

OhOh--oh Now the show is over I don't have to pretended oh Now the show is over I don't have to pretended Yes,I'mYes,I'm set free nowset free now

Falling into the darkness I can slightly see, Falling into the darkness I can slightly see, 
Feeling over Feeling over frowingfrowing even I could forget what I'm searching foreven I could forget what I'm searching for

Through I pretend so much My soul is alone in paradiseThrough I pretend so much My soul is alone in paradise
I'm sure I can realize it now    "So Still Me"I'm sure I can realize it now    "So Still Me"

Falling into the darkness I can slightly see, Falling into the darkness I can slightly see, 
Feeling over Feeling over frowingfrowing even I could forget what I'm searching foreven I could forget what I'm searching for

Through I pretend so much My soul is alone in paradiseThrough I pretend so much My soul is alone in paradise
I'm sure I can realize it now    "So Still Me"I'm sure I can realize it now    "So Still Me"

Falling into the darkness I can slightly see, Falling into the darkness I can slightly see, 



ほんのほんの2mm2mmの愛情の愛情

作詞：下山太郎作詞：下山太郎

作曲：下山太郎作曲：下山太郎

編曲：編曲：Shadows of RainbowShadows of Rainbow

Shadows of Rainbow



ほんのほんの2mm2mmの愛情の愛情

町から町へと列車で町から町へと列車で おいら旅する一人おいら旅する一人
すれ違う無数の風とすれ違う無数の風と 出会い別れ繰り返し出会い別れ繰り返し

見上げた空は灰色見上げた空は灰色 目にした世界とどこか似ている目にした世界とどこか似ている
ゆきずりの夜鷹抱いてもゆきずりの夜鷹抱いても 虚しさ消えない虚しさ消えない

ああああ おいら身体がおいら身体が つかれきっているんだなつかれきっているんだな
ああああ おいら心がすさみきっているんだなおいら心がすさみきっているんだな

悲しいかな悲しいかな 悲しいかな悲しいかな 色とりどりの感情色とりどりの感情
だけどそこでだけどそこで だけどそこで、だけどそこで、 ほんの２ｍｍの愛情ほんの２ｍｍの愛情

道行く他人（ヒト）は力無く道行く他人（ヒト）は力無く 煙草くわえて歩く煙草くわえて歩く
丸めた背中痛み背負い丸めた背中痛み背負い 家路に向かう家路に向かう

見下ろしゃ見下ろしゃ 暗い谷底暗い谷底 おいらの心とどこか似ているおいらの心とどこか似ている
見知らぬ誰か刺されても見知らぬ誰か刺されても 涙も出ない涙も出ない

ああああ みんな身体がみんな身体が つかれきっているんだなつかれきっているんだな
ああああ みんな心がすさみきっているんだなみんな心がすさみきっているんだな

悲しいかな悲しいかな 悲しいかな悲しいかな 色とりどりの感情色とりどりの感情
だからそこにだからそこに だからそこに、だからそこに、 たった２ｍｍの愛情たった２ｍｍの愛情

ああああ おいら身体がおいら身体が つかれきっているんだなつかれきっているんだな
ああああ おいら心がすさみきっているんだなおいら心がすさみきっているんだな

ああああ みんな身体がみんな身体が つかれきっているんだなつかれきっているんだな
ああああ みんな心がすさみきっているんだなみんな心がすさみきっているんだな



恋慕恋慕

作詞：下山太郎作詞：下山太郎

作曲：下山太郎作曲：下山太郎

編曲：編曲：Shadows of RainbowShadows of Rainbow

Shadows of Rainbow



恋慕恋慕

SilentSilent nightnight It'sIt's LonelyLonely nightnight 一人ぼっちさ一人ぼっちさ
HolyHoly nightnightも関係ないも関係ない 貴方と出会うまでは貴方と出会うまでは

閉ざした心がかすかに開いた閉ざした心がかすかに開いた だけど貴方は違う誰かに抱かれてただけど貴方は違う誰かに抱かれてた

何でもない何でもない どうって事ないどうって事ない いつもどうりさいつもどうりさ
考えない考えない もう考えないもう考えない 貴方の事は貴方の事は けれど・・・けれど・・・

言葉交わす度言葉交わす度 見つめられる度見つめられる度 愛しさ募り只こう願う「時愛しさ募り只こう願う「時よよ止まれ」と止まれ」と

貴方の眼差しに惹かれた時から貴方の眼差しに惹かれた時から
切なさ切なさ 身が焦がれ身が焦がれ 眠れない夜が眠れない夜が 続いた・・・続いた・・・

愛したい愛したい でも愛されないでも愛されない かまわないさかまわないさ
奪えない奪えない 求められない求められない 幸せ願うならば幸せ願うならば

苦しみの種が苦しみの種が 一つ増えただけ一つ増えただけ 痛みの海を泳ぎ続ける魚のように痛みの海を泳ぎ続ける魚のように

貴方の温もりを感じられたなら貴方の温もりを感じられたなら
獣の血を洗い人になれるような獣の血を洗い人になれるような 気がした気がした

ゆきずりの人とゆきずりの人と 身体重ねても身体重ねても 心屍心屍 行き場無くして愛にさまよう行き場無くして愛にさまよう

貴方のその肌に触れていたいだけ貴方のその肌に触れていたいだけ 小さなその肩を抱きしめたいだけ小さなその肩を抱きしめたいだけ
貴方を心から貴方を心から愛してたいだけ愛してたいだけ 貴方を誰よりも愛しているだけ貴方を誰よりも愛しているだけ

貴方の温もりを感じられるなら貴方の温もりを感じられるなら この身も魂も全て捧げると誓おうこの身も魂も全て捧げると誓おう



Autumn SkyAutumn Sky

作詞：吉田昭典作詞：吉田昭典

作曲：吉田昭典作曲：吉田昭典

編曲：編曲：Shadows of RainbowShadows of Rainbow

Shadows of Rainbow



Autumn SkyAutumn Sky
もう着飾る事なんてもう着飾る事なんて ともあれともあれ 気を遣うことも気を遣うことも Oh No Oh No NoNo!! Don't start thinking!! Don't start thinking
さぁ心を解き放てさぁ心を解き放て 楽しんだものが勝ちさ楽しんだものが勝ちさ wow wow yehyeh yehyeh Don't start thinkingDon't start thinking

So you can try again So you can try again 素直が最大の勇気素直が最大の勇気
So you can smile again So you can smile again 大切なものが大切なものが そこにそこに

More love More love 諦めずに諦めずに In your eyes In your eyes 輝く夢輝く夢

そうつまずくことなんてそうつまずくことなんて ともあれともあれ 傷つくことも傷つくことも Oh No Oh No NoNo!! Don't start thinking!! Don't start thinking
その度強くなれるその度強くなれる 心が求めるままに心が求めるままに wow wow yehyeh yehyeh Don't start thinkingDon't start thinking

So you can try again So you can try again 素直が最大の勇気素直が最大の勇気
So you can smile again So you can smile again 大切なものが大切なものが そこにそこに

More love More love 諦めずに諦めずに In your eyes In your eyes 輝く夢輝く夢
YouYou‘‘ll find this feeling ll find this feeling そうさ、いつもそうさ、いつも 何処までも続く何処までも続く Ultimate goal Ultimate goal 誓えるさ誓えるさ 秋空に秋空に

So you can try again So you can try again 素直が最大の勇気素直が最大の勇気
So you can smile again So you can smile again 大切なものが大切なものが そこにそこに

More love More love 諦めずに諦めずに In your eyes In your eyes 輝く夢輝く夢
YouYou‘‘ll find this feeling ll find this feeling そうさ、いつもそうさ、いつも 何処までも続く何処までも続く Ultimate goal Ultimate goal 誓えるさ誓えるさ 秋空に秋空に

Keeps having your hope  Keeps having your hope  いつもいつも 投げ出さないこと投げ出さないこと
It's all rightIt's all right 走り出す走り出す Reset your mindReset your mind



Phantom PainPhantom Pain

作詞：下山太郎作詞：下山太郎

作曲：下山太郎作曲：下山太郎

編曲：編曲：Shadows of RainbowShadows of Rainbow

Shadows of Rainbow



Phantom PainPhantom Pain
手を伸ばせば届く場所にいたはずなのに手を伸ばせば届く場所にいたはずなのに

抱き寄せてしまえば明日に怯える事はないのに抱き寄せてしまえば明日に怯える事はないのに

自分を慰める程に自分を慰める程に 傷は深く広がってゆく傷は深く広がってゆく

もう捨てたはずのこの想いはもう捨てたはずのこの想いは 割れた鏡の中割れた鏡の中 少し痛い少し痛い

ここには無いはずの想いの欠片が疼きはじめここには無いはずの想いの欠片が疼きはじめ

この体にはもう無いはずの心が痛みはじめてもこの体にはもう無いはずの心が痛みはじめても

想いを押し殺す事しか想いを押し殺す事しか 出来ないから全てが痛い出来ないから全てが痛い

もう捨てたはずのこの想いはもう捨てたはずのこの想いは 割れた鏡の中割れた鏡の中 少し痛い少し痛い

想いを押し殺す事しか想いを押し殺す事しか 出来ないから全てが痛い出来ないから全てが痛い

もう捨てたはずのこの想いはもう捨てたはずのこの想いは 割れた鏡の中割れた鏡の中 少し痛い少し痛い

胸の奥にあるはずの心は胸の奥にあるはずの心は 今は何処にあるかもわからない今は何処にあるかもわからない



OUTOUT

作詞：田上勇気作詞：田上勇気

作曲：田上勇気作曲：田上勇気

編曲：編曲：Shadows of RainbowShadows of Rainbow

Shadows of Rainbow



OUTOUT
きっときっと 世界世界 地図の地図の 中にも中にも 誰も誰も 行った行った 事の事の 無い無い 場所場所

きっときっと どこかにどこかに あるさあるさ 俺の俺の いるいる べきべき 場所が場所が

Over Wing , Over Rainbow , Feeling Out side StoryOver Wing , Over Rainbow , Feeling Out side Story

もっともっと 遠くへ遠くへ 行きたいんだ行きたいんだ まだ地図にまだ地図に 無い無い 場所へ場所へ

もっともっと 遠くへ遠くへ 君と君と 二人だけで・・・・・二人だけで・・・・・

きっときっと 胸に胸に 広がる広がる 地図は地図は 光光 輝く輝く 未来への架け橋未来への架け橋
想いは想いは 募り募り 進むは進むは 前へ前へ 辿り辿り 着くは着くは 夢の夢の 世界へ世界へ

Over Wing , Over Rainbow , Feeling Out sideOver Wing , Over Rainbow , Feeling Out side･･････

もっともっと 遠くへ遠くへ 行きたいんだ行きたいんだ まだ地図にまだ地図に 無い無い 場所へ場所へ

もっともっと 遠くへ遠くへ 君と君と 二人だけで・・・・・二人だけで・・・・・
もっともっと 遠くへ遠くへ 行きたいんだ行きたいんだ 夢の夢の 世界へ世界へ

もっともっと 遠くへ遠くへ The New World That A Out side StoryThe New World That A Out side Story
もっともっと 遠くへ遠くへ 行きたいんだ行きたいんだ まだ地図にまだ地図に 無い無い 場所へ場所へ

もっともっと 遠くへ遠くへ 君と君と 二人だけで・・・・・二人だけで・・・・・



Super Lovely My HoneySuper Lovely My Honey

作詞：田上勇気作詞：田上勇気

作曲：田上勇気作曲：田上勇気

編曲：編曲：Shadows of RainbowShadows of Rainbow

Shadows of Rainbow



Super Lovely My HoneySuper Lovely My Honey
横目でチラリとチャンス伺うといきなり目があってゴキゲンなピンチ横目でチラリとチャンス伺うといきなり目があってゴキゲンなピンチ

話かけるのか？笑い掛けるのか？それとも・・・やっぱりシカトしとこうか話かけるのか？笑い掛けるのか？それとも・・・やっぱりシカトしとこうか
人の数の多さと人の数の多さと 自分の度胸のなさにかなり嫌気がさすけど自分の度胸のなさにかなり嫌気がさすけど 今君は目の前にいる今君は目の前にいる

君が君が 好きで好きで 好きで好きで 好きで好きで 好きで好きで 好きで好きで 好きで好きで 好きで好きで
好きで好きで 好きで好きで 好きで好きで 好きで好きで たまらないけどたまらないけど
オレのこの気持ちは伝えられそうにないからオレのこの気持ちは伝えられそうにないから

とりあえず今日のところは仕方なく引き下がるまた今度ねとりあえず今日のところは仕方なく引き下がるまた今度ね MyMy HoneyHoney

何にも知らない何にも知らない 何にもわからない今すぐ知りたいケイタイナンバー何にもわからない今すぐ知りたいケイタイナンバー
今どこにいるの？今何してるの？今誰と一緒？すごく気になる！今どこにいるの？今何してるの？今誰と一緒？すごく気になる！

夢にまで見ているよ夢にまで見ているよ 君との生活を一人ではしゃいじゃうけど君との生活を一人ではしゃいじゃうけど きっと叶う夢！？きっと叶う夢！？
君が君が 好きで好きで 好きで好きで 好きで好きで 好きで好きで 好きで好きで 好きで好きで 好きで好きで

好きで好きで 好きで好きで 好きで好きで 好きで好きで 止まらないけど止まらないけど
オレのこの気持ちだけは変わる事はないからオレのこの気持ちだけは変わる事はないから

愛しい君だけに伝えたいこの想い愛しい君だけに伝えたいこの想い SuperSuper LovelyLovely ☆☆ MyMy HoneyHoney

君が君が 好きで好きで 好きで好きで 好きで好きで 好きで好きで 好きで好きで 好きで好きで 好きで好きで
好きで好きで 好きで好きで 好きで好きで 好きで好きで 止まらないけど止まらないけど

オレのこの気持ちだけは変わる事ないからオレのこの気持ちだけは変わる事ないから
愛しい君だけに伝えたいこの想い愛しい君だけに伝えたいこの想い SuperSuper LovelyLovely ☆☆

君が君が 好きで好きで 好きで好きで 好きで好きで 好きで好きで 好きで好きで 好きで好きで 好きで好きで
好きで好きで 好きで好きで 好きで好きで 好きで好きで たまらないけどたまらないけど
オレのこの気持ちは伝えられそうにないからオレのこの気持ちは伝えられそうにないから

とりあえずとりあえず 今日だけは今日だけは 仕方なく仕方なく 引き下がる引き下がる また今度ねまた今度ね MyMy HoneyHoney
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