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lyrical school 、T-Palette Records 移籍後初アルバム 

「date course」収録内容決定 

イラストは江口寿史が担当、アナログ盤発売も 

 

タワーレコードのアイドル専門レーベル「T-Palette Records」に所属する lyrical school の、9 月 18 日（水）に発売さ

れるニューアルバムの詳細が決定いたしました。 

tengal6 名義でリリースした前作アルバム「CITY」から約 1 年 4 か月、T-Palette Records に所属し lyrical school に

改名後初のアルバムとなる今作のタイトルは「date course」。本作品には、これまで彼女たちの楽曲を多数手掛けて

きた tofubeats をはじめ、鴨田潤(イルリメ)、okadada、Fragment、ポチョムキン(from 餓鬼レンジャー)、呂布、ハシダカ

ズマ(箱庭の室内楽)、坪光成樹、高橋コースケ、岩渕竜也による書き下ろし曲を収録。これまでのシングル曲「そりゃ

夏だ！」、「おいでよ」、「リボンをきゅっと」、「PARADE」の 4 曲も、今回のアルバムをきっかけに新たに録音。新生リリ

スクとして進化した歌声が収録されます。 

そして今回のアルバムのイラストは漫画家でイラストレーターの江口寿史が担当。これまでの lyrical school のイメ

ージを継承しながら、新たな視点で lyrical school の雰囲気をとらえています。 

そして 9 月 17 日（火）～23 日（月・祝）までリリースイベントも開催。さらに、本作のアナログ盤のリリースも決定、10

月 2 日(水)に発売されます。 

今年メンバーオーディションを見事勝ち抜いた hina、minan を新メンバーとして迎え、改めて 6 人での活動をスタート

させた lyrical school。常に進化するリリスクの今が詰まったニューアルバムにご期待ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lyrical school 「date course」 ＣＤジャケット lyrical school   

 

T-Palette Records  http://tower.jp/label/t-paletterecords 

lyrical school 公式HP    http://lyricalschool.com  
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lyrical school名義の初アルバム「date course」 

発売日：2013 年 9 月 18 日(水) 

タイトル：date course 

レーベル：T-Palette Records 

品番：TPRC-0054 

価格：￥2,500（税込） 

トラックリスト： 

1. -drive- 

2. そりゃ夏だ！ 作詞・作曲・編曲/tofubeats 

3. wow♪  作詞/ポチョムキン(from餓鬼レンジャー) 作曲・編曲/Fragment 

4. リボンをきゅっと 作詞・作曲・編曲/tofubeats 

5. 流れる時のように  作詞/呂布 作曲・編曲/ハシダカズマ(箱庭の室内楽) 

6. PARADE 作詞・作曲・編曲/tofubeats 

7. -turn- 

8. でも 作詞・作曲・編曲/okadada 

9. P.S.  作詞/岩渕竜也 作曲/坪光成樹 編曲/高橋コースケ 

10. ひとりぼっちのラビリンス 作詞・作曲・編曲/tofubeats 

11. -taxi- 

12. おいでよ 作詞・作曲・編曲/tofubeats 

13. Myかわいい日常たち 作詞・作曲・編曲/鴨田潤(イルリメ) 

 

アナログ盤「date course」 

発売日：2013 年 10 月 2 日(水)  

タイトル：date course 

レーベル：T-Palette Records 

品番：TPRV-0004 

価格：￥3,500（税込） 

トラックリスト： 

A 面 

1. -drive- 

2. そりゃ夏だ！  

3. wow♪   

4. リボンをきゅっと  

5. 流れる時のように   

6. PARADE  

 

B 面 

1. でも  

2. P.S.  

3. ひとりぼっちのラビリンス  

4. -taxi- 

5. おいでよ  

6. My かわいい日常たち  
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■lyrical school プロフィール 

2010 年 10 月清純派ヒップホップアイドル「tengal6」としてオーディションで選ばれた ami、ayaka、erika、mariko、mei、

yumi の 6 人で結成。 

活動初期からネットニュースを中心に話題が広がり、2011 年 7 月 15 日に 1st.ミニアルバム「まちがう」が全国発売。 

タワーレコード新宿店のアイドル企画 「NO MUSIC, NO IDOL?」第 2 弾アーティストに抜擢された。 

2011 年 10 月 28 日にリリースした tofubeats 作詞作曲の 1st.シングル「プチャヘンザ！」は「USEN インディーズ総合

チャート」にて初登場 1 位を獲得、 

2012 年 5 月 25 日に tofubeats, , ERONE（韻踏合組合）,ポチョムキン（餓鬼レンジャー）, okadada, Fragment,など多数

のアーティストが参加した 1st.アルバム「CITY」を発売。 

2012 年 8 月タワーレコードのアイドル専門レーベル「T-Palette Records」に所属するのを機に「lyrical school」にグル

ープ名を変更。 

lyrical school として初のシングルとなった「そりゃ夏だ！/おいでよ」は、「オリコンインディーズシングルチャート」にて

初登場１位を獲得。 

２枚目のシングル「リボンをきゅっと」では「オリコンデイリーシングルランキング」にて２５位を獲得している。 

2013 年 1 月 26 日 mariko の卒業を経て、3 月に hina が加入。 

2013 年 6 月 28 日 ワンマンライブをもってリーダーerika が卒業、8 月から新メンバーminan が加入。 

■DISCOGRAPHY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2012/08/22 シングル 

「そりゃ夏だ! / おいでよ」 
2012/12/12 シングル 

「リボンをきゅっと」  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2013/05/15 シングル 

「PARADE」初回限定盤 

2013/05/15 シングル 

「PARADE」通常盤 

http://tower.jp/item/image/list/3133666#1�
http://tower.jp/item/image/list/3172726#1�
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■lyrical school スケジュール 

 

 

 

●9 月 1 日(日)14 時スタート / 17 時スタート  

lyrical school＆キャラメル☆リボンリリース記念イベント 

会場： よこはまコスモワールド大観覧車下特設ステージ 

 

●9 月 15 日(日) 

SUNSHINE IDOLIZED FES’ 2013 

会場： 東京晴海客船ターミナル特設ステージ 

 

 

 

 

 


