Song Book

『world love music』

『ハニー』

music:TAKAHIRO lyrics:トモリ

music:ロビン

Don't touch me

Listen！ハニー！嘘など

Don't leave me
なぜか
土に

怒らせたり

食べて笑う

変な毒

水をあげて
遠く向こう

Don't keep out

もう

なんて

笑って？

続きを

入ってない！誓うよ

オレンジジュース

触れたのなら

ないんだ

しないから

Eat it！ハニー！昨日の

喉がかわく

Don't call on

走る

丸い穴が

lyrics:トモリ

飲みながら

笑って言う

「あなたには人は愛せない」

赤く染まる

彼は気付いてる

燃えて

Don't touch me
Don't leave me

丸い穴が

君の

人を愛す

Don't cry me

世界中をつつみ生まれて限りなく深く

Don't escape

溢れ出して

すべての国に
愛を語って

とまらないで

歓喜の声がほら

そばにあるもの

特別な日に

見つめる

痛くて

燃えて

ひとつぶあげよう

君の
ずっと

すべての国に
愛を語って

花が咲いてゆく
世界をつなぐ

くだらなくても
間違えながら

その視線

繰り返してても
いつか本物をきっと

見つけることできる

No way! Thank you for anything love me.

ずっと

たまらない

見つめながら

悲しそうに

「自分をもっと愛してあげてみて」

君の

１つになって

今日も生まれた

まばたきせずに

燃えて

世界をつなぐ

愛しい気持ち

灰になれ

人になる

ハニー！大きな目で

ハイウェイ

花が咲いてゆく

目に見えなくて

すべて

甘い

今日も笑ってぼくらの迷いを見下しているから

Don't forget

Don't stop me

消えて
愛す

揺れて
言った

触れた
言葉

消えて
愛す

甘い

燃えて

指先に

ハートの渦

すべて

High になれ

人になる
愛の

ひかり

『キラキラ星』

『がらくた』

music:TAKAHIRO lyrics:トモリ
照らして輝けるようにずっと
ねぇ気付いて

music:ロビン lyrics:トモリ

優しい光が包む強くなれる

もうあえないから

夜の星見上げて歩いてた

いつもと変わらない甘い声がただ響いて
晴れの日も雨の日でも見つけるよ

遠い空手は届かず

残った指輪だけが悲しそうにただ泣いていた
笑っていたの？起こっていたの？あの時何も聞けずにいたけど
つなぎあった日も見つめあった日も大切なもの

行かないで

まぼろし抱いて思いで抱いて星に願ったこれ以上・・・あぁ

雲切れ間なく流れてく空
汗ばむ手と手

走る背中眩しすぎた夏

溶けたアイスが

形を変えて誘っているわ

興味ない全部どうでもいい

ダメでもなんでもいいの

響くロック

ためいきまじり

見えすいた嘘

おいたコーヒー

自由はすべて預けたまま そろそろ取りに行かなきゃ
逃げて早く黒い波が

襲いかかりそう

キレイな花もくすんだ未来は
痛い！弱い！でも逃げない！
今しかないから！

照らして輝けるようにずっと

優しい光が包む強くなれる
※ガラクタ集めて歩いてゆく

もう

このうたが聞こえても寂しくならぬように今日も歩いて

太陽の下

光る

２人で見ていたあの火は星になってあぁ

輝く星たち一つづつ数えたの

もう見えない
覚えていてね？忘れないでね？二人で空を見上げていたあの場所
何もないのに今でもなぜか不思議ととなりいるようで

恋をした日

眠れない夜

見たことのない

切なさ抱いて

暖めながら

育ててゆく

夢に見た庭を作る

ほほえみ抱いて星に願ったもう一度・・・あぁ

照らして迷わないようにずっと

見えなくても傍にいて

見つけてね
照らして輝けるようにずっと

ガラクタ集めて歩いてゆく
太陽の下

優しい光が包む強くなれる

光る

２人で見ていたあの火は星になってあぁ
ガラクタ集めて歩いてゆく
ムダなものでもいいから
新しい光が迎えにきた
違う色した写真
※Repeat

半分の種

『ジェットモンスター』
music:ロビン

lyrics:トモリ

心の奥に住んでる わがままなお姫様
いいところでもう いつも邪魔をする
スープをこぼしながら 嫌われるように
演じきったなら 少し休みましょう
眠っている時にはすべてがうまくいくと思ってた
違う！どんな色でもそれはあたしの大事な一部ね
受け入れてねぇ！離さないで ずっと
いつも隠れてるモンスター
檻に閉じ込めてるだけど
何もないフリ 隠しながら生きてる
そしていつか 白も黒も赤も全部
半分ずつ別けていきたい
寄りかかる肩 愛しい人

『空』
music:TAKAHIRO ｌyrics:トモリ
見つけた

森の奥で

つないだ

指切りの跡

遠くから鳥たちが
季節の終わりを告げた
ふさいだ
響いた

耳の奥で
叫ぶ声が

やわらかい風が吹き
少しずつ歩き出した
あぁ、流れて変わらない空に
いくつもの物語回ってゆくの
あぁ、流れて消えゆく空に

心の奥に住んでる わがままなお姫様
口は悪いけど 寂しがりやなの

夕焼け雲砂の城連れてゆくから

眠っている時でも記憶なくしているわけじゃない
どんな色に染まってもついて来てくれる？
それはしあわせ！
一緒に行こう 離さないでずっと

地球も魂さえ回って回ってゆくの

いつも隠れてるモンスター
檻に閉じ込めてるだけど
何もないフリ 隠しながら生きてる
そしていつか 白も黒も赤も全部
半分ずつ別けていきたい
寄りかかる肩 愛しい人

すれ違う運命

歩いた

同じ空を

信じて語りつづけよう
あぁ、流れて変わらない空に
いくつもの物語繋がってくの
もう溢れて大きな空に
いつからかこんなにも包まれていた

深い奥にいるモンスター
住みついて消えないモンスター
少しずつほら かわいい顔出してる

あぁ、このまま持ちきれない夢とメロディを

そしていつか 白も黒も赤も全部
半分ずつ別けていきたい
寄りかかる肩 愛しい人

離れない運命

かかえてそして会いにゆく

地球も魂さえ回って回ってゆくの

『赤いギター』

『プラスチック

ムーン』

music:TAKAHIRO ｌyrics:トモリ

music:ロビン lyrics:トモリ

ブライト！ゆれる太陽が燃えてゆく

水玉飛んで

目に見えない

早すぎるスピード

怒りや嘆きの音はもういらない

みんな聞いて

ため息飲んで

走る

追いついて

離されて

熱い音とメロディ

魂をぶつけに行くね
何もないこの場所では（狭くて）
星さえも光らなくて（見えない）

何もいらない

小さいロックソファーをずっと

小さなハローたち

見ていた

ネコのマネも
ステキ色

赤いギター

何も見えない

虹色に混ざりゆく

タンポポもう

噛みきって

いらない

行くね

5 つの声が

弾いて！あの歌を
グレイに染まってゆく空白くなるように響かせて

大事な絵本を預けた日から
そう

覚めない夢なら

Say

スティ、青い三日月にぶらさがり

手をつなぎ行こう青い月

眺めていたい

プラスチック割れないハートで

願い事そっと祈る夜に

溢れ出す熱い音を聞いて
もっともっと

まぶしくなる

散らかったこの部屋から
小さいロックソファーを

小さな窓から大きな空を

見ていたの

子供の瞳で Say

赤いギター5 つの声が･･･

手をつなぎ行こう青い月

ねぇ、ずっと弾いて！

プラスチック割れないヒートで

汚れてゆく空に・・・

いつまでも熱い声集めて
もっともっと

見せるよ！

まぶしくなる

震えてた恐いものは消えて
あの歌がほら聞こえて･･･

手をつなぎ行こう青い月
プラスチック割れないハートで

赤いギター

時間も

5 つの声が

溢れ出す熱い音を聞いて

弾いて！あの歌を

ずっとずっと願ってる

グレイに染まってゆく空白くなるように響かせて

叶えて

ひとつだけ

もっともっと

まぶしくなる

壊れない！

『グリーンバード』
music:ロビン lyrics:トモリ

『Happy Sunday』

昔よく小さい頃に見た

※ハッピー

頭だけ黄色いあの鳥は

ハッピー

動かずにいつもこっちを見て
何かずっと伝えようとしてた

Lylics: トモリ

ハッピー
みんな

笑えば

Music: ロビン

みんな
うたおう

スペシャルサンデー
ほらステキな

Happy days

Ah、まっすぐな目！白く重なって！
この場所で会える

争ってケンカした時には
めずらしく高い声で鳴いて
どこまでも響きわたる声は

キラキラのキセキを

いくつもの笑顔
抱きしめながら
みんながいれば

見られるシアワセを

歌うから
怖くない

届いてほしいの
どんなことでも！

ちょっとずつ人を動かしてた
Ah、白い世界を！空に飛び乗って！

嬉しい事も
気持ち半分こ

空を越え

グリーンバード飛べ！

太陽も夢も明日も動いている

ありがとう

悲しい事だって
みんなでわけ合うの

ずっと歌うから

この気持ちメロディー乗って

届いてほしいの
みんなにとどけ☆

例えばもし自分なくしさまよっても
虹の橋をかけてくれるよね

ハッピー
ハッピー

もっと高くグリーンバード飛べ！
たくさんの傷を負っても痛くはない
空を越え

グリーンバード飛べ！

太陽も夢も明日も動いている
例えばもし自分なくしさまよっても
虹の橋をかけてくれるよね

ハッピー
みんな笑えば

スペシャルサンデー

ハッピー
ハッピー

うたおう

世界は楽しく回り続ける

ハッピー

みんな笑えば

みんな

みんな
うたおう

スペシャルサンデー
ほらステキな

Happy days

ハッピーみんな
手をたたこう
もっと楽しいサンデー
あたしの声がみんなの声になる

※リピート×２

『メモリーバニー』
music:ロビン

lyrics:トモリ

『ハロー☆夢見る旅人』
あなたの声も あなたの指も
今はもううまく 思い出せない
置き去りにした 汚いうさぎ
抱きしめることも 二度とないよね
本当はもうずっとわかってた
秘密だけがただ増えてゆく
言えなくなってしまった言葉
心にそっと閉じ込めたあの日に
あなたの声も あなたの指も
今はもううまく 思い出せない
置き去りにした 汚いうさぎ
抱きしめることも 二度とないよね
何度も夜をこえて やさしい風が吹いて
新しい場所 見つけに行くね
繰り返してた わかっていても
離れる事さえ 出来なかったね
壊れた記憶 変わらない場所
すべてを包んで 愛せるように
ねぇ、広い空の下にいるの？
誰と夢をみているの？
ねぇ、遠く遠くもう見えない
２人は二度と ひとつになれないの
別々の道を 歩いてゆくね
いつかどこかで 出会った時は
笑顔のあなたに 会えますように
あなたの声も指も
今は思い出せない
汚いうさぎ
忘れられたまま 消えてしまうね
ララララララ－

music:ロビン ｌyrics:トモリ

愛せる

この瞳から 映るすべて
愛したい 今、こぼれ落ちてく

短いものにずっと 囲まれていたい
まるで乙女のような事
夢見る旅人
危険な夜の誘惑 かけひきばかりね
だけど忘れる事しない 朝は来るから
Hello! You say,Cutie! I love you.
簡単に言えちゃう言葉じゃない
この瞳から 映るすべて
愛せる 愛したい 今、こぼれ落ちてく
ドレスとワイングラス 素敵な毎日は
大人になっても永遠
夢見る旅人
Hello! You say,Cutie! I love you.
簡単に言えちゃう言葉じゃない
この瞳から 映るすべて
愛せる 愛したい 今
You say,So love So need you.
He like your loveliness.
ねぇ？
この瞳から 映るすべて
愛せる 愛したい 今、信じ続けたい

『STAR LOVERS』
作曲／ロビン

「夢のカケラ」

作詞／トモリ

music&ｌyrics:トモリ

終わらない 白い世界 天使の声が・・・
星屑のなかでふたり 愛を誓った
今日 寒い朝に
ひどく脅えていた ひつじのような
今日 雪が降った
言葉には出来ず 抱きしめ合って

青い目で
眠った

いつだって そばにいて
手をつなぎ ずっと描いていきたい
こんなにも 人はただ 愛す事 できると知った
終わらない白い世界 天使の声が・・・
星屑のなかでふたり 愛を誓うの
今日 寒い夜でも
怖くない今は 深い迷路も 消えたわ
いつだって 会いにきて
髪をなで 口づけを交わしたい
息をする事さえも 苦しくなるほどせつない
終わらない 白い物語
星屑のなかでふたり

甘く溶けてく
愛を誓うの

いつだってそばにいて
手をつなぎ ずっと描いていきたい
こんなにも人はただ
愛す事 できると知った
だんだん降り積もるこの雪
強さへ変わる
いつまでも色あせない白い思いを
終わらない 白い世界 天使の声が・・・
星屑のなかでふたり 愛を誓った
終わらない 白い物語
星屑のなかでふたり

甘く溶けてく
愛を誓った

終わらない白い世界 天使の声が・・・
星屑のなかでふたり 愛を誓った

夢のカケラ
君へと

拾い集める
届いて

ひびけ 遠く 遠く
熱い宝石ココロに
とどけ 遥か 遥か
向こうに見える虹へと
そう、終わりはこないと
音でかきけして、夢とギター握り締めた
そう、言葉だけじゃいま
足りない思いを歌う 焼き付けたいココに
揺れている 星のステージ
走りたい一緒に
ひびけ 遠く 遠く
熱い宝石ココロに
とどけ 遥か 遥か
向こうに見える虹へと
そう、まだ待ち焦がれて
泡にまみれてる
でもね素直に伝えたい
そう、こんなものじゃない
幾千の思い全部 刻み付けたいココに
指切りの約束胸に
走りたい一緒に
ひびけ 遠く 遠く
熱い宝石 ココロに
とどけ 遥か 遥か
向こうにある虹へと
ねぇ、ずっと
今は 今は
振り絞る声キミへと届いて
そして、そして
君へ贈る愛のうた届いて
聞こえてるよ
一緒にいて
心からのありがとう今
キミへとずっと

「 MONKEY」
music:TAKAHIRO ｌyrics:トモリ

「カラフルライトショー」
music:ロビン ｌyrics:トモリ

真夜中２時の留守番電話
彼はマジメに働いてるって
アリさんたちが列を作って
ガラスの街を行進

スウィート
甘い罠 ロマンスショー
期待しフワフワ

Fight! Love! Need! Up! Sad!
まだまだ
Fight! Love! Need! Up! Sad!
これから
Fight! Love! Need! Up! Sad!
続くよ
Fight! Love! Need! Up! Sad!
終わらない

Change!
Change!
Change!
Change!

重い鉛の扉を開けて
途中で笑う奴がいたって
気にしてないで 構ってないで
ほら見えてきた楽園
Fight! Love! Need! Up! Sad!
まだまだ
Fight! Love! Need! Up! Sad!
これから
Fight! Love! Need! Up! Sad!
続くよ
Fight! Love! Need! Up! Sad!
終わらない

Change!
Change!
Change!

人生いちどだけ
足跡残してる
ロング
遅すぎる ロードショー
眩しいわ クラクラ
人生いちどだけ
コワクナイ
大事なもの なぁに？
ベイビーベイビー
カラフル
ベイビーベイビー
ストップ モーメント
まわせ ミラーボール
どこまでも 突き進んでいけ

Change!

モンキースタンドアップ！そう
変わりはいない
一歩ずつでもいい
モンキースタンドアップ！さあ
立ち上がっていけ
たった１人きり
悪のささやき天使が言った
怖いものなどもうないけれど
大事なモノを見失わないで
神様はキミの見方だ
Fight! Love! Need! Up!
まだまだ
Fight! Love! Need! Up!
これから
Fight! Love! Need! Up!
続くよ
Fight! Love! Need! Up!
終わらず

ヘイト
退屈な モノラルショー
吐き出しサラサラ

Sad! Change!
Sad! Change!
Sad! Change!
Sad! Change!

モンキースタンドアップ！そう
変わりはいない
一歩ずつでもいい
モンキースタンドアップ！さあ
立ち上がってゆけ
たった１人きり
モンキースタンドアップ！そう
変わりはいない
モンキースタンドアップ！さあ
立ち上がってゆけ
まだ見ぬ命
まだ見ぬ景色
まだ見ぬ夢たち
イェーイ！

ベイビーベイビー
カラフル
ベイビーベイビー
ストップ モーメント
増やせ カラーボール
投げつけて 手のひらにかがやけ
未来は全部自分で決める
ミート
力技 ミラクルショー
体ごと アズケテ
人生いちどだけ
コワクナイ
守るべきもの なあに？
ベイビーベイビー
カラフル
ベイビーベイビー
ストップ モーメント
地図はいらない
この足で確かめたいから
ベイビーベイビー
カラフル
ベイビーベイビー
ストップ モーメント
まわせ ミラーボール
どこまでも 突き進んでいけ
ベイビーベイビー
カラフル
ベイビーベイビー
ストップ モーメント
増やせ カラーボール
投げつけて 手のひらにかがやけ
未来は全部自分で決める

『キズナ』
music:ロビン lyrics:トモリ

『センチメンター』
music:TAKAHIRO lyrics:トモリ

ポケット入れて持ち歩けたなら いいなと思った
夜明けまでずっと騒いで眠った 冬の匂いした
黒いノート、笑い声、全部 宝箱入れて
こんなにもね、大切で怖いよ 本気で思った

ギザギザハートを みてみて
センチメンタルね きてきて
カマってほしいの すぐすぐ
この胸の奥が 痛いもん

時は残酷に流れてゆく
このまま止まって
でもチクチクチクチクチクチク
針が進むの

朝からやけに ゴキゲン
死んで欲しいなぁー
右から左 流れてく キレイさらさらー
塗りたくってる あの子は おばけガイコツだー
信号は青？赤色？黄色いろいろー

青い空があたしを包んでゆく
ずっと優しく見つめる大事な仲間がいた
何故か涙あふれて止まらないの
絶対忘れたくない眩しいあの時

小さい頭の中
脳みそぐちゃぐちゃだし
骨抜きにされちゃって肉ナシね
あなたにあなたにあなたにあなたの大事なものちょうだーい♪

毎日一緒にいれたらいいな 笑っていたいよ
こんなにも大好きでたまらないよ 本気で思ってる

ギザギザハートを 見て見て
センチメンタルね 来て来て
カマってほしいの すぐすぐ
働きたくない つまんない

勇気なんてものなかったなら
夢と現実が
ねぇユラユラユラユラユラユラユラ
揺れて痛いよ

犬さん少し だまって
消えてほしいなぁー
すれ違っても 黙って知らんぷりぷりー

丸い月があたしを照らしてる
ずっと優しく見つめる大事な仲間がいる
胸をはって言える誇れる場所と
絶対忘れたくない眩しいこの時

小さい頭の中
脳みそぐちゃぐちゃだし
それでもね生きてるわ
ハッピーライフー★
キラメキとトキメキは大切だわ

いろんなもの、引き換えなら
手に出来てた、ものあったの？
腐った世界キミと一緒に走りたいよ
青い空があたしを包んでゆく
ずっと優しく見つめる大事な仲間がいた
何故か涙あふれて止まらないの
絶対忘れたくない眩しいあの時
いくつ歳をとっても変わらないよ
一緒に世界を変えようとした仲間たち
言葉なんていらないわかってくれる
絶対消えることない永遠のキズナ
これからもずっと
あたしのたからもの

わすれないようにずっと
注射うってねー
痛いぐらい強くして 萌えるギラギラー
辛いぐらいスリリングね 燃えるメラメラー
あなたにあなたにあなたにあなたの大事なものちょうだーい
ギザギザハートを見て見て
センチメンタルね 来て来て
カマってほしいの すぐすぐ
この胸の奥が 痛いってー
ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、－フォー
ギザギザハートを見て見て
センチメンタルね 来て来て
カマってほしいの すぐすぐ
しあわせの鍵さがして旅立つ
いくわ がんばるアタシをねー

