DISC 1
人魚 〜泡になって消えても〜
深い深い海の底で あなたをずっと待っていた

どうしてもどうしてもダメなら

あなたは知らない 青い心臓

どうしてもどうしても出来ない

銀色のウロコを捨てて あなたに全てを捧げた

夕凪の海に誓いを立てて

どうしても どうしても叶わない
二人の愛のキセキを信じて

どうしても どうしてもほしいの

あなたの愛の 誓いを立ててほしい

あなたを殺さなければ 私は消える
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あなたの愛を信じていたいの

どうしても どうしても叶わない
二人の愛のキセキを信じて

愛してる ずっと愛している

全て海の泡となって消えても…

真珠の涙を散らばせて あなたを想った頃から
切ない痛みとは違う 愛する痛みを知った

一緒に生きて行きたい望み 海の藻屑と消えさせないで

どうしても どうしても叶わない
二人の愛のキセキを信じて

どうしても どうしてもほしいの
あなたの愛の全てを注いで

Peach sugar snow

あなたが他の人を愛したなら

私は海の泡となって消えてしまう

うわさのTRENDY GIRL
チーキーセンスなショッキングピンク ドギマギミニ丈キメて

だってソワソワしているオーマイハート グッとくる未来にするよね？
時代はもう完全に この辺ウロウロしてる

アタシウワサのトレンディガール
いつでもどこででも

アナタとGet it on！パーティータイム！
終わらない夜の始まり

だってズキズキ感じるパッションビート ロマンス始まる予感が…

トレンディガール 誘惑のバレリーナ

出会いは突然サドンリー マチガイだらけのセオリー

祈りますカミサマ ハッピーエンドは…zzz

かなり病んだりしてもやっぱり We are キテます！T/R/E/N/D/Y
アタシウワサのトレンディガール ブリッコでもすましても
アナタとフォーリンラブ シェイキンダンス

ビッとしてる アタマクラクラ トレンディガール

ススんだ恋してる２人はフォーエバー アンビシャス

祈りますカミサマ ハッピーエンドは…アナタ次第です
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目指すは頂点だ！ 挑戦だ！

溜め息まじりじゃfeel so bad

信じるキモチがキセキだし

アタシ歌うアナタ笑う そして半音上がって…
ハッピーエンドは もうすぐ来るかも？

まだまだ先かも？ 結局つまりは…アナタ次第です

DCブランドで全身タイト ドぎつく引き寄せホールドミータイト

もっとギラギラさせてよクレイジーナイト ロマンス始まる予感が…

ヴァンパイア☆Kiss

出会いは一体何通り？

片手じゃ足りない１２３

夢はガッチリ つかめバッチリ

We are キテます！T/R/E/N/D/Y

恋愛至上主義
「恋・愛・至・上・主義テキナ」

「絶・対・理・想・shootingテキナ」
きっとtime too late

思い切って jump！

じらして登場 いっそ take my way
乙女にチャンス到来 身勝手上等
隠し切れない トキメキ的な

言葉にしても 足りない shake it up

も一度ここで 振り向いて 笑えるかな
偶然みたいな story いま会えたら

ギュってしたいな なんて 言えないよね
もっとtake your chance

悲しくって cry

離さないで 急げ終電っス

乙女な friday night

Chelip

逃さないで

時計忘れて ハラハラ的な

追いつけなくて 一息 Break Now

も一度ここで 抱きしめて 忘れさせて

急展開な story もう会えない

もっといたいな hold me
まだ足りない
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DISC 1
ほら、
たくさん!
あっ！その先 よっ！進めば わっ！驚き ねっ！見つかる！
はっ！階段 しゅっ！上れば

ぱっ！電車もLUCKY ねっ！待ってる！
お昼の
【お昼の】
ご飯は 焼きそば
【焼きそば】玉ねぎ嫌い

ぐるぐる回して ぐるぐる回して

でっかいリボン付けたの いっぱい夢叶えたい
食べたい物だって ほら、
たくさん！
明日はあの人

挨拶しようかな？

ぐるぐる回して ぐるぐる回して

ぐるぐる回って ぐるぐる回って
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絶対また会おうって 約束交わした

やりたい事だって ほら、
たくさん！

でっかいリボン付けたの いっぱい夢叶えたい
食べたい物だって ほら、
たくさん！
明日はあの人

挨拶しようかな？

今日より可愛く あぁ、
なりたい！

今日より可愛く あぁ、
なりたい！
あっ！気付けば もう！春です

ド！てんとう虫も レ！歌うの！
おニューの
【おニューの】靴です 最初は
【最初は】
ちょっと痛いけど

わっふるだぼー

ぐるぐる回って ぐるぐる回って

絶対また会おうって 約束交わした

やりたい事だって ほら、
たくさん！
綺麗なピンク色

桜が咲きました

笑顔で必ず あぁ、会いたい！

鮫とゾンビ
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鮫とゾンビ なんでいるの こわいー！

鮫とゾンビ 海も陸もくるのー！

鮫とゾンビ どして 平気で笑ってるー！

鮫とゾンビ やっとたおすと
『どーん
（￣+ー￣）』
ってくるー！

鮫とゾンビ やだよくるな あっちいけー！
鮫とゾンビ あなた ちょっと変だってばさー！
エイコ先輩が

教えてくれた

『いとおしい人の価値観受け入れなさい』
だけどそれにも 限界はあります

初のデートで 映画を二本観た それは…。
鮫とゾンビ そんなばかな うそだー！

鮫とゾンビ ふつう アニメ ラブコメー！

鮫とゾンビ 血とか 出てて『わぁー！(＞̲＜）』
ってなるー！
鮫とゾンビ 帰ろ 食べられないうちにー！

鮫とゾンビ はやい つよい もうだめー！

鮫とゾンビ あれれ？ 手をつながれちゃったよー！？
鮫とゾンビ なんだ じつはあなたー！

鮫とゾンビ ずっとガマンしてたのー？

鮫とゾンビ たまに小さく
『うぉー！((((；ﾟДﾟ)))))))』
って言うのー！
鮫とゾンビ 急に可愛く思えてきたよー！
鮫とゾンビ もしもほんとに いたら
鮫とゾンビ きっとすぐにたすけて

鮫とゾンビ チカラあわせ
『うりゃあ(￣^￣)ゞ』
っとねー！
鮫とゾンビ ふたりなら絶対に勝てるー！

エイコ先輩は こうも言ってたよ

『彼が好きなものは好きになっちゃうもんだよ』

横山実郁

そうかな そんなに変われるもんかな？

怖がりなわたしを襲ってきたんです それは…？

ゆるメーター
おっはよー！さあ行こうっか！ 行こうっかじゃないわよ

このあたりがちょうどいい感じ

わかーったよ うん確かにあの電車に間に

3776メーター登り切る！わたしできる！

死にそう！ 急に走ったから息苦しいよー

てっぺんまではまだまだ 足はもうガタガタ

はっはっ速すぎるよ 一本遅らそう 息が切れそう
合わなかったからって死ぬわけじゃないし
待って、息苦しいのはさ、
ベルトじゃない？

今日一つ無理してない？ ふうー、息苦しい

TEAM MⅡ

私にも 使えるように ほら、
ちょっとゆるめて、
ね

もう時間ないわよ 急がなきゃ えーちょっと走るの？

ほら、
ちょっとゆるめて、
ね このあたりがちょうどいい感じ
見て見て、委員長のバッグ いつもパンパン

はち切れそうパンクしそう 中身はたくさんのルールブック
なんでもかんでもきっちりジャッジしなくても
絶対規則通り！ それは絶対ダメ！とか

だけどあれじゃプレゼントが入るスペースがなくなるね

ん？何々？誰かにプレゼント？ 密かに企んでる？

えっ私？えーっと…秘密

教えてよ

秘密！絶対教えなーい 絶対ダメ！

…って決めちゃったからにはやらなきゃダメ？

前ばっか見てないで ほら後ろ、海が見えるでしょ

わあ本当！こんな景色初めて見た

昨日決めた目標ゆるめて 目の前に広がる、今、楽しもうよ
今の私の標高、
ゆるメーター！

ほら、
ちょっとゆるめて、
ね このあたりがちょうどいい感じ
ゆるめ過ぎたら音は出ないけど

あんまりビンビンに張りすぎたら高すぎキンキンしちゃう
君の心の中の弦楽器 切れそうなくらいのテンション

私と一緒に心地良いハーモニー そのために 半音だけ

ほら、
ちょっとゆるめて、
ね

ほら、
ちょっとゆるめて、
ね このあたりがちょうどいい感じ

このあたりがちょうどいい感じ

ゆるめ過ぎたら隙間からこぼれるけど

ほら、
ちょっとゆるめて、
ね

そんなにギチギチにガチガチに閉めることないんじゃない？
君の心の中の蛇口

固すぎて誰にも開けられない

あきらめて離れて行っちゃうその前に
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DISC 1

07

平塚花子と桜の木
数学教師が最後に話す 学生時代の思い出

パールロード ボードウォーク

オリンピック ラスカ 湘南平

時間は残酷で優しくて みんな去年より大人になったね

ずるいもっと時間欲しいよ だめだこれじゃ私だめだ

ちょっと共感してあげるわ もうそんな時期でしょう

さよならしなきゃいけないの？ 歩き出すのが遅いとこ
私だけ成長しないな

ひらひらひらひら まだ散らないで桃色

色づいたあなたの頬

ひらひらひらひら スカート 裾はためかせ

花束持ったあなたの 涙見て決めたんだ

私は絶対泣かないって泣くわけなんかないなら 決める必要もないのに

あの時から分かってたんだ いつまでもここにいたいよ
ひらひらひらひら 恋のような 桃色

色褪せることを知りながら

ひらひらひらひら 今なら まだ言えるでしょう
ひらひらひらひら 嬉しい寂しい優しい春

潮の香りと混ざり

もう少しこのまま咲かせて この春の日を 永遠にするよ 平塚花子
会うたびにまた 変わる髪形

君の夢と朝の光

太陽だけ先に起きて

いつか未来きっと光る 過去の努力発揮しなきゃ

でもねでもね明日で終わる 卒業なんてできなくていい
だから明日は伝えなくちゃ 想い全部詰め込め
愛してます、大好きです どっちがいいの？

間に合わせるでしょ 平塚花子

7☆マーメイド

平塚駅

あんまり似合わないけれど

会うたびにまた 違う香り

季節のように移ろう先輩は 卒業してまだ364日

I know, you know, we love Hiratsuka.

じゃなくて明日のイマジネーション

舞い散る花びら 春の香りを 通り抜けて会いに行く
柔らかな風に背中を押されながら

ひらひらひらひら まだ散らないで桃色

色づいたあなたの頬

ひらひらひらひら スカート 裾はためかせ
ひらひらひらひら 恋のような 桃色

色褪せることを知りながら

ひらひらひらひら 今なら まだ言えるでしょう 桜の下で 平塚花子

私は3年間同じ制服 でもまだ脱げないよ、強い愛着

キューティパイ!
I wanna be Cutie Pie!
Suger Pie!

Drink＆Pour！ Letʼs get it up!

Taste Me！

Honey Bunch

おんなの子は みんなスイーツみたいなものよ

甘い魔法かけられて 溶けてしまうの I wanna be Cutie Pie!

太陽が世界を照らすように

君の甘い微笑みで 溶けてしまうの
Try Me！ Suger Pie!

わたしはCutie Pie!

Honey Bunch

ちょっとどこ見てんの！ 君は

おんなの子は みんなスイーツみたいなものよ

空ばかり眺めて

わたしは Cutie Pie!

いつもいつもうわのそら 私のこと見てないでしょ？
いつも通り帰り道に

立ち寄る店先で 甘い香り振り返ると 君がいて微笑んで
Wake Me！ Suger Pie!
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甘い魔法かけられて 溶けてしまうの
Cutie Pie!

Honey Bunch

おんなの子は みんなスイーツみたいなものよ

PLC

甘い魔法かけられて

溶けてしまうの

君の目はわたしを過ぎて

ちょっとなによわたしより

I wanna be Cutie Pie!

ショーケースのあまいパイ

甘いお菓子が

いいの？

あのね実はわたしだって 傷つくときもある

でもねいつも夢を見てる
Knock Me！

おんなの子は

Suger Pie!

星空を眺めてる
Honey Bunch

みんなスイーツみたいなものよ

甘い魔法かけられて

溶けてしまうの

I wanna be Cutie Pie!

わたし決めてるんだ いつも笑顔でいると
だから迎えに来てね 君の甘い翼で

LOVE IN THE SPACE
ねぇあれが

もう 今は

ボクらのいた地球（ホシ）

デジタルな記憶...

ただひとつ残された

アナログなシステムへと

パスワードタイプして キミの事を 呼び出すよ

LOVE IN THE SPACE キミとボクのランデブー

ユラユラと漂うよ 限りない宇宙（そら）
で 夢 叶えるよ
今 リアルになる MY DREAM

そう いつも ここから見る地球（ホシ）

もう 誰の 応えもないけれど...

懐かしい映像が モニターでリプレイする

キーワードサーチして キミの事を 見つけるよ
LOVE IN THE SPACE キミとボクのディスクが

グルグルと回り出す 限りない宇宙（そら）
で 愛 奏でるよ

FUNKASTIC☆JAM

今 生まれ変わる MY SOUL

ただひとつ残された

アナログなシステムへと

パスワードタイプして キミの事を 呼び出すよ

LOVE IN THE SPACE キミとボクのランデブー

ユラユラと漂うよ 限りない宇宙（そら）
で 夢 叶えるよ
今 リアルになる MY DREAM

キミとボクのディスクが

LOVE IN THE SPACE

グルグルと回り出す

限りない宇宙（そら）
で 愛 奏でるよ
今 生まれ変わる MY SOUL
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DISC 1
ファラミナ 〜follow me now〜
WB

WB

YEAH

アップエンドダウン アップアップエンドダウン

今宵ガッツリ決め込んで 君に狙い定めてるボーイ

エビバデ
（プッチョヘンズエアー） 飛び跳ねて
（レリゴー）

エビバデイ連れてくんだ 音に乗り込み夢見るドリーマー

エニタイム
（エニタイム） あなたのそばにいたい

One .Two .Three .Go .

エイエイエイエイ

目と目合ったら鳴り出すビート マジの私動き出す合図

ステップオンステップ進めるんだ 夢にまで見た憩いのザイオン
アップエンドダウン アップアップエンドダウン

WB
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一人残らず連れてゆくんだ この音に乗り夢見るドリーマー

カンファラミナ One カンファロミナ Two カンファロミナ Three

アイワナビー ナンバーワンガール

騒ぎ出せ
（ドゥサムティン） エビバデ
（カモンベイベー）
音に乗り
（レリゴー） 身を任せ
（ドゥサムティン）

エニタイム
（エニタイム） 何が起きてもかまわない Yo！

アイワナビー ナンバーワンガール

Yo! ワッチディス！
！

エビバデ
（プッチョヘンズエアー） 動き出せ走り出せ
（レリゴー）

WB ベイビーベイビーカムイエー のせまくるよ白黒使って

走り出せ
（ドゥサムティン） エビバデ
（カモンベイベー）

めちゃくちゃに
（レリゴー） 暴れ出せ
（ドゥサムティン）

エニタイム
（エニタイム） あなたのそばにいたい

エニタイム
（エニタイム） 何が起きてもかまわない Yo！

WB ベイビーベイビーカムイエー 光と闇音の世界へ
アップエンドダウン アップアップエンドダウン
アイワナビー ナンバーワンガール

Yo! ワッチディス！
！
WB ベイビーベイビーカムイエー のせまくるよ白黒使って
WB ベイビーベイビーカムイエー 光と闇音の世界へ
火照る体に身を任せ 上がる吐息押さえ込むガール
一歩素直に近づくハート ほら笑顔が最高の合図

大・大・大好き!
1秒前まで一緒に いたのに もう 君が
明日まで待てるかな ああ 恋しい

足りてない

想いがつまった ラブリング 気持ちはフワフラ ローリング
甘い甘い空気

食べちゃいたい

春が来て
（Fu!） 夏が来て
（Fu!） 秋が来て
（Fu!） 冬が来て
（Fu!）
一年中

君を見ていたい

目と目が合った瞬間から 運命を感じてた…
本当に本当に大好きだよ…

11

「大好きだよ」
☆repeat
※（

）
はみんなも叫んでね！
！
！

☆（ワン・ツー・スリー・ゴー）
好きで好きで好きで好きで たまらない 君しか見えない
好きで好きで好きで好きで たまらない 君を感じている
昨日よりもっと 夢中になってる 次はいつ 会えるの？
今すぐに 会いたい ああ 愛しい

君のハートをチューニング 君の前ではチャーミング

mini-chu!!!

甘い甘い恋をしちゃいたい

春が来て
（Fu!） 夏が来て
（Fu!）
秋が来て
（Fu!） 冬が来て
（Fu!）
一年中

君を見ていたい

☆repeat

ええじゃないか♡Special!
とよはし グロ〜バルな My Town

東洋発信！ポジティヴな Nice Town
T・O・Y・O・Hashi！ 発信！

Dance! Be Happy!

苦しい時も忘れない 忘れたくないおもてなし
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ええじゃないかっ！ ええじゃないかっ！

もっともっと MATMAT

Dance! Be Happy! Dance!

じじじじじじ おじいちゃん ばばばばばば おばあちゃん

光る海原

太平洋

Be Happy!

海の幸からちくわンダフォー！

丸い笑顔はうずらヴリィ〜

はつらつでニッコ ニーコ いい街だっ！

山に山ほど 山の幸ならじろうがきぶん いい気分

ええじゃないかっ！ ええじゃないかっ！

祭り好き 手筒好き 愛を撒きます 餅投げっ

空が広いのも気持ちいい感じ Toyohashi!

みんな何かと元気です やたら前向き・ピースです

パパパパパパッパ

パーパ ママママママッマ マーマ

いつもニコニッコ ニーコ いい街だっ！
ええじゃないかっ！ ええじゃないかっ！

風は強いけど心地いい感じ Toyohashi!

ええじゃないか豊橋伝播隊DOEE

Dance! Be Happy!

〈RAP〉

Yeah〜!

Come on! TOY!

Yes,yes,yo!

ノリノリよ!

You donʼt stop!

So

Da

La!

好奇心旺盛！ どうせ一度きりの人生！ だらぁ？

歴史の上に立つ元気都市 それも良しとし 未来へ！

青と白の波

穏やかな感じ Toyohashi!

DISC 1
それゆけ！でことらんど
「それゆけ！でことらんど」
なんかちょっとヤなことあるよね 長文ブログはエラーで消えて

（え〜!?）
アレとコレと でことらんど 揺りかごからイチゴまで

なんかちょっとナキソになるよね だけど思い出して！

ダレもカレも 魔法幼女

ここに来たならすべて解決 なんにも心配いらないよ

アレとコレと でことらんど おはようからおすましまで

小さなカゴを左手に 宝探しが始まる
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中野ブロードウェイ4階の

カワイイごと テイクアウト 老若男女ファンシーランド

アレとコレと でことらんど ユキちゃん今日もかわいいね
ねごとみごと でことらんど 夢の中までファンシーランド

なんかちょっと困難あるよね お花の蜜がちっとも吸えない
なんかちょっとグレソになるよね だけど思い出して！

ここに来たならすべて解決 なんにも心配いらないよ

手のひらサイズあたしだけの お守り抱いてそれゆけ！

アレとコレと でことらんど たまきちゃん とっても不思議だね

絵恋

ランドセルで でことらんど 骨の髄までファンシーランド
キラキラベイビーファンキージョーク！

ドキドキガーリーファンシーショップ！
ワンダーフェイク！ ロッテシェーキ！

イトウさんに会いにロープウェイ！ 時々買いすぎ お小遣いない
結局薬局そんなことない 定休日も行きたくなっちゃう！

帰りにつけ麺食べたくなっちゃう！ ウサギも月から見に来ちゃう

♪さくらんぼんBom
さくらんぼんBom ぼんBom

ぼんBom ぼんBom ぼ、
ぼんBom

みんな元気になれる RuRuRu魔法の言葉

さくらんぼんBom ぼんBom

ぼんBom ぼんBom ぼ、
ぼんBom

みんな笑顔になれる Love Love 愛の言葉

ねぇ！そんな顔してないで

声をそろえて さくらんぼんBom

Yeah！虹をつくるよ

つまずき転べば

立ち上がるだけだよ

夢の場所へ踏み出す勇気

ぼんBom ぼんBom ぼ、
ぼんBom

〜 間奏 〜
さくらんぼんBom ぼんBom

ぼんBom ぼんBom ぼ、
ぼんBom

みんな元気になれる RuRuRu魔法の言葉

さくらんぼんBom ぼんBom

さくらんぼんBom ぼんBom

みんな元気になれる RuRuRu魔法の言葉

みんな笑顔になれる Love Love 愛の言葉

ぼんBom ぼんBom ぼ、
ぼんBom

さくらんぼんBom ぼんBom

ぼんBom ぼんBom ぼ、
ぼんBom

ぼんBom ぼんBom ぼ、
ぼんBom

さくらんぼんBom ぼんBom

ねぇ！ため息ついてないで さぁ！心のゴミ ポイしちゃおう

声をそろえて さくらんぼんBom

声をそろえて さくらんぼんBom

ほら！妖精が輝いて Yeah！光の粉ふりまくよ

あなたへの魔法 〜twinkle²
twinkle2

魔法であなたをつかまえたい

私魔女っ子見習生

失敗ばかり落ちこぼれ

それでもいつか飛べること 夢見て今日も勉強です！

どんなにも失敗したって いつでもね下を向けない

その訳はあなたなのよ あなたに魔法を絶対かかって
twinkle2

魔法であなたのハートへ

想いを届けて 真っすぐ撃ち抜いて

毒のリンゴ作るとか そんなことは私しない
私の使う魔法には 愛の力で幸せに

それでもね 教えられる 悪魔から手招き来る

どんなにも囁かれても この手はピュアなままで
そのままいたいの
twinkle2

魔法はあなただけのもの

しっかり見ててね 立派な魔女になる
それでも気付いてる 魔法じゃダメなの
魔法じゃかからない

twinkle2 あなたに 直接伝えよう

魔女になれた時 あなたに会いに行く 伝えよう
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ぼんBom ぼんBom ぼ、
ぼんBom

さくらんぼんBom ぼんBom

ほら！天使が微笑んで

魔女っ子見習生RELISH

さくらんぼんBom ぼんBom

声をそろえて さくらんぼんBom

そう！上を向いて笑っちゃおう

さくらんぼんBom

欠点は利点 ポジティブに変換

自分を好きになれるように

ぼんBom ぼんBom ぼ、
ぼんBom
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DISC 1

&

DISC 2
シャイニー
風を感じて ねぇ 素敵でしょ？ Oh Yeah.

わたしのコト待ってる優しい笑顔

優しい風のような あなたのもとへ いま行くよ

優しい風のような あなたのもとへ いま行くよ

トキメキ感じてる 今 わたしの全て包んでくれる
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空蒼く透きとおる風の声と フワフワ笑顔でしょ？ 今

笑う太陽 煌めくハレバレ

てるてる坊主のニヒルな口元

あなたの優しさに導かれ キラキラSUNダイブ

ナウな自転車で

わたしのコト待ってる優しい笑顔

いつものあの場所で ほら わたしの全て包んでくれる

今日はね 風を感じたいのです
空蒼く透きとおる風の声と フワフワ笑顔でしょ？ 今

La 花ノたみ

いつものあの場所で ほら わたしの全て包んでくれる

優しい風のような あなたのもとへ いま行くよ

あなたの優しさに導かれ キラキラSUNダイブ
わたしのコト待ってる優しい笑顔

いつものあの場所で ほら わたしの全て包んでくれる
優しい風のような あなたのもとへ いま行くよ

カンカン フミキリ 少しだけ 通せんぼ
わたしのワクワク 最高潮 絶好調

もうすぐ会えるね？

この坂くだればすぐ…そゆこと

風を感じて ねぇ 素敵でしょ？ Oh Yeah.

トキメキ感じてる 今

今すぐに出掛けよう

空と海の境界線へと

時計をとめて！
話して私ともっと ねぇきかせて

ずっと待ってたよ

あなたのコトをね たくさん知りたいの
話して私にもっと ずっときいてたい

髪型をね かわいくして

もっと知りたいよ

洋服もね かわいくしてる今日も

あなたのコト 考えてる
いつのまにか

考えちゃってる 今日も

時間だけが過ぎてくの

王子様のコト ずっと待ってたの

みつけて私のコト ねぇはやくきて

ずっと待ってたよ

安島菜々

私のコトだけ見て』
なんて言えたらイイな

絶対言えないけど 気付いてほしいな
私はずっとずっと…

あなたのコトが ずっと好きだよ

時間ね

楽しい時間は過ぎるね

回る時計の針つかまえて 世界を止めたくて

このままずっとあなたと

2人キラキラな世界にいたい

映ゆ
言葉にならない想いは たゆたう逃げ水

終夜、終日、一曲 よすがの天つ風、背中に
稚きスワロウテイル 遊ぶ邯鄲のフェアリーテール 絵空事

夢見、戀いている まつろわぬ 嚇嚇の焔に 嗚呼、焦がれて
爛れ堕ちた 翼の真似した二枚の羽は 千々に乱れ

いま零した
「カゲロウ」
はどっちの漢字（じ）
を書くの？
-まだいとあえかなる程もうしろめたきに-

-女郎花咲きたる野辺を行き巡り君を思ひ徘徊り来ぬきらきら水飛沫 ひらひら枯れ葉舞う

さんざめく街明かり 夕轟、黄昏
刹那、小雨時雨、小糠雨
潦、凪、春隣
鴨川に映ゆ

Hauptharmonie

時計の針なんて

私のコトだけ見て なんてコトは

探して私のコト むかえにきて

やっと会えたね 王子様に

私

もう 気にしなくてイイかな
『ずっと…

回る時計の針を見つめてる

もっともっとお話ししたいのに…
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頬を掠めた一陣の風 ちはやふる

憧れて戀い焦がれた ときめき たまゆら、
まほらば
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DISC 2
青春グラフィティ
先生は教えてくれない The teacher does not tell me
人を愛する意味を The meaning of human love
方程式では解けない I can't solve an equation
気持ちがあるってことを

授業では教えてくれない In the classroom（he）does not tell me
夢の描き方を How to draw the big dream

辞書には載っていないような Are not written in the dictionary
思いもあるってことを

信じていたい 誰もいない教室で

教科書のスミに書いた 落書きの夢

パパやママも知らない あたし達だけの夢

聞こえていますか？ 二人乗り帰り道

自転車こいで歌った 落書きの歌

パパやママも知らない あたし達だけの歌
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優しくて壊れやすかったキミのこと

見て見ぬふりをした大人にはなりたくないから

あたし達は歌うんだ キミのことを

届いていますか？ キミのいる場所まで

あの日教えてくれたよね 大切なこと

大人たちは知らない あたし達の約束
落書きだらけの夢

落書きだらけの歌

学校では習うことのない Can not learn in school days
喜びがあると知った I know a great pleasure

テストには出ないような I know such a sorrow
悲しみもあると知った

USA☆MiMi

卒業式にはないような There is no in the ceremony

さよならがあると知った I know the meaning of goodbye
生きていることの意味と Meaning of being alive

そのかけがえのなさを

ココライト
ほら ゲートを通れば 僕らのフィールド

肩に乗ったオニモツ預けて全部忘れよう

もっとバカになるんだ はじまるドキドキ

難シイコトナンテ 右カラ左ニ飛ンデイケ

ココライト みんな歌おう

ココライト みんな踊ろう もっと燃やせエナジー

そうだよできる キミと今をブチかまそ

アツアツハート お届けします

ほら 限界超えれば止まらぬ鼓動

果てない無限のカナタへ 連れていってよね

もっと高めさせてよ ふたたびドキドキ
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考エズニ感ジルンダ カンフースタイルハダカノファイター

灯せ Are you ready? （ほら打て）

昨日のこと明日のこと考えずに 今だよココロ光るときなんだから

Niimo

輝ケボクノヒカリ照ラシ 明日ワシヅカミ

もっと進めシナジー 眉間のシワ 笑顔でほら輝くんだ
ギリギリビート オミマイします

ココライト みんな踊ろう

もっと燃やせエナジー 昨日のこと明日のこと考えずに
今だよココロ光るときなんだから

アツアツハート お届けします

灯せ Are you ready? （ほら打て〜♪）

ココライト みんな歌おう

もっと進めシナジー 眉間のシワ 笑顔でほら輝くんだ

そうだよできる キミと今をブチかまそ ギリギリビート オミマイします
恐れることなく進めばいいじゃん

ぶつかっちゃっても越えればいいじゃん

そうだよいつもココロにはＮｉｉｍｏ

見つめていたい
平気な顔して 平気なふりをしてたら

とびきりのこの思いを誰に届けよう？

（昨日も泣いてたの知ってるよ）

落ち込んでる君も見つめていよう

君はいつしか君じゃなくなっちゃうよ

Sing for you

まだ夢を見てるよ

とびきりのこの思いを君に届けよう

弱気な自分も見つめていよう

信じているから見つめていよう
信じているから見つめてるよ

落ち込んだ君も見つめていよう

笑ってる君を見つめていよう

泣いちゃった君も見つめていよう

立ち上がる君を見つめていよう

笑ってる君も見つめていよう

私だけはずっと見つめていよう

誇れるものなどないと思ってた自分も

（言いたいことも言えなくて）

誰かを羨んで嫉妬ばかりの自分も

（昨日も泣いてたの知ってるよ）

hipS Ship

今日だって ほら、夢を見ている

（言いたいことも言えなくて）

愛せた時が夢のスタート
大きく胸張って！

抱きしめるよ 確かめるよ

弱気な自分も見つめていよう

やるときゃやるのさ見つめていよう
多少の誤差など見つめていよう
信じる明日を見つめていよう

頑張ってる君を見つめていよう
信じる明日を見つめていよう!!
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DISC 2
TONIGHT
ダンスフロアも温まった チャライあいつも どっかいった
もう今夜は 準備いいよ そろそろいい感じ

さぁ明日は 休みとった ダンス用のシューズ おろしてきた

こんな曲で ドンストップ

今夜は ずっと一緒に もっと勝手に踊りましょう

そんな感じで 見てたって 全然

沸けない
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もう時間は 遅くなった そろそろいこうか？

ダーリン

だから もっとボリューム上げて

だってなんか物足んないの ドンストップ ダンシング TONIGHT

なんで今夜は もう来ないんだし そんなクールじゃ 後悔する

声が全然聴こえないほど

ドンストップ ドンストップ ミュージック

こんな曲で

ダンシング 今夜は帰さないから もっとハードに踊りましょう
そんなポーズで立ってないで 全然足りない

ダーリン

なんで今夜は 満足しちゃったの？ そんなクールじぁいられないよ
だってなんか物足んないの ドンストップ ダンシング

ドンストップ ドンストップ ミュージック

TONIGHT

ドンストップ ドンストップ ダンシング

ドンストップ ドンストップ ミュージック
ドンストップ ダンシング TONIGHT

ドンストップ ドンストップ ミュージック
ドンストップ ドンストップ ダンシング

ドンストップ ドンストップ ミュージック
ドンストップ ダンシング TONIGHT

ドンストップ ドンストップ ダンシング

ドンストップ ドンストップ ミュージック

せのしすたぁ

ドンストップ ダンシング TONIGHT

まだまだよ 眠くないの 友達は もう帰ったみたい
さっき彼に電話もした アリバイはOK
だからもっと ボトム上げて

キックが胸

刺さるくらいに

Catch the dream
I catch the dream

果てしないこの空を超えていく

I catch the dream

果てしないこの空を超えていく

穏やかに吹く風が

僕らを包んだ

いつか強く咲き誇るよ

I catch the dream

限りないあの星を追いかけて

I catch the dream

果てしないこの空を超えていく

I catch the dream

限りないあの星を追いかけて

いつか辿り着くと信じて走り出すから

忘れたくない気持ち この手に握りしめた
今はね、遥か遠く見える未来だけど

この胸に響きだす鼓動を感じたから

聞こえますか? 僕らのメロディー

涙濡れた夜を抱きしめて

君と見てた夢を掴むため

I catch the dream

果てしないこの空を超えていく

ずっとずっと明日を信じて走り続けるから

I catch the dream

限りないあの星を追いかけて

走り続けるから

見つけ出した揺るぎない光

いつか辿り着くと信じて走り出すから
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君がくれた想いは枯れずに咲いてる

明日は分からないけど 歩く事にしたんだ
今はね、遥か遠く見える未来だけど

expiece

この胸に響きだす鼓動を感じたから ほら
行くあてもなく息を切らして走ったあの日々が

どんな時も僕に勇気をくれる

そふと部のズンドコ節
ズンドコ ズンズンドコ ズンドコ ズンズンドコ
ズンドコ ズンズンドコ ズンドコ

登校途中の坂道で 僕を追い抜く自転車の

勇気が出せず渡せない どうして気持ちを言えましょか
汽車の窓から手を握り 送ってくれた人よりも

風になびかす黒い髪 甘い匂いで目を覚ます

ホームの陰で泣いていた 可愛いあの子が忘られぬ

英語の授業も上の空

ズンドコ ズンズンドコ ズンドコ ズンズンドコ

飽き飽きふと見た窓の外

校庭走るあの人の 輝く汗が悩ましい

ズンドコ ズンズンドコ ズンドコ ズンズンドコ
ズンドコ ズンズンドコ ズンドコ

すっかり満腹昼下がり 廊下でいきなりすれ違う

知ってか知らずか目が合って 淡い期待に胸焦がす
授業も終わって部活時

校舎の窓際君がいる

かっこの良いとこ見せたいが あぁあぁ悲しき球拾い

FG学園塁球部

胸に秘めたるこの想い しかりと手紙にしたためた

放課後降り出す夕立に 傘もささず走り出す
睫毛を濡らすは雨粒か

涙か愛しく恋となる

ズンドコ ズンズンドコ ズンドコ ズンズンドコ
ズンドコ ズンズンドコ ズンドコ

ズンドコ ズンズンドコ ズンドコ

ズンドコ ズンズンドコ ズンドコ ズンズンドコ
ズンドコ ズンズンドコ ズンドコ
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DISC 2
RAPPER'S DELIGHT
〈サビ〉

跨ぐmorning
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カタにはめちまう言葉と語尾

あふれるadrenaline

this world ここからでまた見かけるってな具合に股に架けるぜ

何がリアルがわっかってない奴

勝手にこっちゃRUNNERS ʼ HIGHT

今日もまた気付きゃMID NIGHT

芯まで至るecstasy ４足kicks それがFAVORITE？ GO!!!!!

まだ見えない暖かい未来

仕事探さない呑気にラララライ

夢叶える為ALL DAY ALL NIGHT

こんな感じにガッチリCATCH
切り開く扉OUT OF 雑念

拾ったCHANCEオーライオーライ

大事に掴み噛み締める毎日

序章ここからDOUBLE B SUCCESS

切羽詰まった日々の生活から 抜け出す地下のステージ上

今日はいつもより調子づく スピーカーで感じるすげー振動

マイク持っちゃ常識なんかいらない 期待されたら裏切らない

琉球QT-BLUE

Im maste of ceremony

Ridin funky beats 乗っ取って Rising これがRAPPERʼS DELIGHT

こいつぁそこら中にあるワンパターンとは違う絶妙なアンバランス
〈サビ〉
まずリスペクトでかつリクエスト こんなPARTYにゃ何が必要

うまい酒、本格派BODYな美女にやっぱり音楽が欲しい

壁なら楽に突破するBからイニシャルの4WD
端から見りゃきらびやかな地下

今ドア開けなくてはすぐさまkeep out

〈サビ〉
イカレた夜でも踏むなブレーキ 酔っても魅せる業はcrazy
煙いくらいがちょうどいい stageから視線を総どり

just beginかっさらってく ﬂoorの中なら暖まってる
改まって言う do or die なら転がせってんだdice

ズッコケ三人組のように すっとぼけた奴だが気の合う同士
それぞれが持つIDENTITYが上手く絡み合う回転式
深夜２時台３時台

見たい聞きたい歌いたい

夜もヒッパレばりのBIGPARTY

集まれ騒げ朝まで

〈サビ〉

なら俺の晩 とめどなく一晩中仕切り通す、耳に残す

クセになるぜ今夜中に 超がつくような中毒には注意

Drifter
笑ったり話したりしてるだけなのに

君と見てたこの街は

そっとすぎていく日々の中に

僕らがもっと笑わなくちゃ

僕らがもっと笑わなくちゃ

よく眠るよ

離れてくのが怖くてただ僕らここにいる

何か置き忘れて失くしてしまったの

前には進めない

今日は少し歪んでみえたんだ
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前には進めない

明日はもっと走れるよう

明日はもっと走れるよう

よく眠るよ

遠くなる君の影追いかけて走る

止まったら、振り向いたら、駄目なんだ ひた走る
追いつけなくても空を仰ぎ

おやすみホログラム

帰らない日々に言うよ
「さようなら」

僕らがもっと笑わなくちゃ
前には進めない

明日はもっと走れるよう

よく眠るよ

呪呪
キエロキエロと想い綴り けれど答えはゼロゼロで

見せられるなら見せてあげたい マシュマロほどの強い憎しみ

（ちょっとね ちょっとよ ちょっとね）
進む道など見えてきません 大人はみんな嘘つきで

唱える呪文 手と手つなぎ 破滅の言葉「呪呪呪呪…」
静かな丘で耳すます 聞こえるのかな
滅びゆく心の臓（シンノゾウ）
の鼓動が

信じたキモチはバカじゃない 私の迷路は行き止り

合図はもれなく黒のチョーカー 置き忘れは笑顔だけ
信じたキモチはバカじゃない 私は底なし息止まり
隅から隅まで負の連鎖

屋根裏からそっと恨みます

（そっとね そっとよ そっとね）

じゅじゅ

裏切るなら裏切られたい そんな理屈はドロドロで

見せられるなら見せてあげたい ココロに刻む傷疵（キズキズ）
優しい歌で目を覚ます
脳内響く

嘆きゆく自我の鬱の孤闘が

汚い部分は見たくない 飛び交う蟲には目をつむり

五月蠅い未来に下を向く 耳をふさぎ唄うDeath Song
逃げて逃げて果てまで逃げて 辿り着くのは不信の壁
生きて生きてそれでも生きて
屋根裏から百年先まで

私の恨み焼きつけてやる
あのヨ打ち込んだ.txt（テキスト）消去
証拠隠滅 呪いの足跡
最古の記憶に残る
温もりも今

なみだいかりにくしみにのまれ
なみだいかりにくしみにきえた

信じたキモチはバカじゃない 私の迷路は行き止り

合図はもれなく黒のチョーカー 置き忘れは笑顔だけ
信じたキモチはバカじゃない 私は底なし息止まり
隅から隅まで負の連鎖

屋根裏から千年先まで

私の地獄見せつけてやる
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DISC 2
らんにんぐファイター
お布団はねのけ 上々 気分も天気も 晴れ晴れ

真剣勝負だ （High High High）

磨き 続けた ダッシュ 気合いも ガッツも 満タン

だけど やるぞ 負けないぞ！

勢い大事に！ へんしーん！ ハートはファイターさ！

うずうず ココロが はしゃぐおひろめ おひろめ 決戦日！
通学路 その先は 魔法 にかかった 学校が おでむかえ
燃えるぞファイヤー （High High High）

サンサン輝く （High High High）
盛り上がれ

追い抜け追い越せ（High High High）

のってけ のってけ （High High High）

おおだま ころがし （High High High）
騎馬戦 ばっちり （High High High）

みんなと 一緒に HERE WE GO！

おどれ！おどれ！白熱バトル！ はしれ！はしれ！勝利の道へ！

燃えるぞファイヤー （High High High）

全力疾走！ （High High High）

サンサン輝く （High High High）

誰より 最初の NO.1！

一心同体

諦めちゃ駄目だ！ （High High High）

おにごっ娘

手に汗にじんで （High High High）

沸き立つ フィールド Fight on!勝利の 女神は いずこに？
世紀の 瞬間 ついに 大きく 深呼吸
とどろく 歓声
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おどれ！おどれ！白熱バトル！ はしれ！はしれ！勝利の道へ！

応援よろしく （High High High）
一心同体

良いトコ見せたい （High High High）

Oh YEAh-!ちょっぴり 逃げたい 気分だ

応援よろしく （High High High）
盛り上がれ

追い抜け追い越せ （High High High）
全力疾走！ （High High High）

諦めちゃ駄目だ！ （High High High）
誰より 最初の NO.1！

あとには 引けない 行くぞ！ 勇者になるの なってやる！
先生のいちにつけ 弾けた 合図

走り出せば もう 止まらない

プリティ♪ぷりんせす
ワンちゃんみたいに走って ネコちゃんみたいに甘えて

可愛くてゴメンナサイ 楽しくてゴメンナサイ

ランチは毎日 パフェがいいです

ねっ！お洒落でお茶目な お姫様です

おやすみ前には うっとりしたいです

ねっ！いつでも私を見てて欲しいです

うさちゃんみたいに跳ねて くまちゃんみたいに眠って

退屈は嫌いです わがままも言っちゃうけど いいでしょ♪

トキメキは欲しいです 世界のどこかに王子様 きっといるはず

女の子でありますの 私たちプリプリ♪プリティ
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ぷりぷり！ぷりんせす♪ りぼりぼ！りぼん♪
※繰り返し

※

可愛くてゴメンナサイ 楽しくてゴメンナサイ

ねっ！ キュートでちっちゃな お姫様です

女の子でありますの 私たちプリプリ♪プリティ

ねっ！ クールなお話 しちゃイヤなのです

ぷりぷり！ぷりんせす♪ りぼりぼ！りぼん♪

ジュエリーいっぱい並べて ドレスもいっぱい揃えて
ディナーはやっぱり パーティーなのです

世界で誰より愛して どんな時だって愛して

ぷりんせす♪りぼん

いつでも私が

一番なのです

寂しいの嫌いです 一人ぼっちなんて絶対ダメです

ドキドキは欲しいです 世界のどこかで王子様 きっと待ってる

魔法少女は眠れないッ!
鳴り続けてる目覚まし 押すな押すなのテレパシー

なんだかんだ今日も忙し〜

いつもどこかで誰かが ワタシの名前よんでる
急がなきゃ！ 遅刻しちゃうワ

広い世界の裏側まで 熱いうちに 愛を届けるの！
！

とびだす夢を ヒットチャートに
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高まる胸 トリックオアトリート！？

アナタの心のジョーシキを ちょっとかえて

りりりりぽむ ぽむ ぽむ ぽむ りりりりぽむ ぽむ ぽむ ぽむ
ほーら 魔法をかけちゃうよ 1・2・3

So magical!!

不眠不休でおシゴトさ ツンデレヤンデレヤンバラヤン 営業中

りりりりぽむ ぽむ ぽむ ぽむ りりりりぽむ ぽむ ぽむ ぽむ

忙しくってお断り
（は）
お断り！ やるしかないのだよ だから

アナタの心のテンションを もっとあげて

短気は損気

二進も三進もタイヘンだ

りりりりぽむ ぽむ ぽむ ぽむ りりりりぽむ ぽむ ぽむ ぽむ

りりりりぽむ ぽむ ぽむ ぽむ りりりりぽむ ぽむ ぽむ ぽむ

もうちょっと 歌いたいな もうちょっと 踊りたいな

りりりりぽむ ぽむ ぽむ ぽむ りりりりぽむ ぽむ ぽむ ぽむ

ほーら 魔法をかけちゃうよ ワタシ

もうちょっと ワタシ今日もがんばりりぽむ！
！

テレビのなかで駆け引き 右へ左のエコノミー

魔法少女☆りりぽむ

So magical!!

知った風な顔で空耳

あれもこれもと奪われ やむにやまれぬアナタの
ヒロインになれますように

遠い未来のその先まで ピュアなままの 愛を伝えたい！
！

アナタの心のテンションを もっとあげて
ほーら 魔法をかけちゃうよ ワタシ

もうちょっと 歌いたいな もうちょっと 踊りたいな
もうちょっと ワタシ今日もがんばりりぽむ！
！

DISC 2
放課後ツインテール
教室に オレンジの 光が

差し込む 放課後は

しゅわしゅわと 弾けだす 炭酸みたいで 淡くて切ない
窓ガラス 向こう側 ボールが

飛び交う 試合中

真っ先に 探すんだ 君の姿だけ 追いかけていたい
欲張りな気持ち 日に日に強くなって

もしも チャンスが あるなら ガチでもぎ取るよ！
ツインツインツイン ツインテール

どこもかしこも乙女

恋するスマイル lady!

恋は不思議 日ごと大胆で 輝き続けていく

きっとこんな 私になれたのは 君がいるから そうさ
cha cha cha cha cha

cha
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ツインツインツイン ツインテール

どこもかしこも乙女

恋するスマイル lady!

ツインツインツイン ツインテール

至高のトリプルキュート 気合いエンジン いくよ
cha cha cha cha cha

I'm challenger

ツインツインツイン ツインテール

至高のトリプルキュート 気合いエンジン いくよ
cha cha cha cha cha

RynRyn☆ミどろっぷ

I'm challenger

凛として 歩き出す 君に繋がる 渡り廊下

夕焼けに 照らされて 華やかになった 紅のカーペット
暴れだす鼓動

体はコンクリート

だけど もう止まらない 勝ちだけを掴む！
ツインツインツイン ツインテール

二つの揺れる魅惑 だけどちょっぴり Shy Lady

ツインツインツイン ツインテール

叫びだしたい 想い 届け願いよ！いくよ
cha cha cha cha cha I'm falling love

Swinging Star Forever
雨上がり空

貴方と歩く道

瞬きが教えてくれる
迷わないように

手を繋いだり背中押したりしてくれている
影は寄り添って暖かくて

明けない夜は無いなんて 分かってるけど

どうかお願い今夜だけは帰さないで離れたくない

遠い彼方で星が降ってる 両手広げて受け止めよう
薄紫朝が来ても いつまでも呼吸重ねるの
憶えてる温もりを纏って
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大気圏を飛び越えたら 降り注ぐの宇宙にswinging star
星踊るこの世界では 夜は永久に続くから
lalala．．．swinging star forever

遠い彼方で星が降ってる 傘を開いて舞い上がれ

終わりのない旅をしよう いつまでも接吻交わしたまま

ほら見える風に浮かぶ奇跡が

ふたりでダンス踊り出せば 降り注ぐの夜にswinging star

Star☆T

星の舞うこの世界では 愛は永遠に続くから
淋しい夜に立ち止まっても導いている
微かに私を照らす光

願い込めて闇に放つプリズムのピアス

きっと孤独も涙も消すほうき星になれるから

リーリーリスタート 〜チャチャチャ倶楽部のテーマ〜
今しかないこの瞬間と仲間を信じて 進もうよ
1 2 1 2 1 2 チャチャチャ 1 2 1 2 1 2 チャチャチャ

チャチャチャ チャチャチャ

朝眩しい光を浴びて 今日もまた一日はじまる

いつもと変わらない景色も 気持ち一つで変われるから
無理して 頑張れとか 負けるなとか 言わないから

きっと君なら できるはずさ 掴めるから 大きな夢
泣きたい時には泣いたらいいよ 泣いた分だけ強くなれる
今しかないこの瞬間と 仲間を信じて 走ろうよ

1 2 1 2 1 2 チャチャチャ 1 2 1 2 1 2 チャチャチャ

チャチャチャ チャチャチャ

喧嘩してぶつかったことも すべて今に繋がってるはず

チャチャチャ倶楽部

たとえ離れ離れになっても

心はずっとそばにいるから

未来の 自分なんて 誰も誰も わからないけど

きっと君なら 叶えられる 叶うから 大きな夢

つらい時には泣いてもいいよ 苦しい時には叫べばいい

両手を差し伸べてくれる 大切な仲間が そばにいるから

1 2 1 2 1 2 チャチャチャ 1 2 1 2 1 2 チャチャチャ

チャチャチャ チャチャチャ
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無理して 頑張れとか 負けるなとか 言わないから

きっと君なら できるはずさ 掴めるから 大きな夢

泣きたい時には泣いたらいいよ 泣いた分だけ強くなれる
今しかないこの瞬間と 仲間を信じて 走ろうよ

つらい時には泣いてもいいよ 苦しい時には叫べばいい

両手を差し伸べてくれる 大切な仲間が いつもいるから
1 2 1 2 1 2 チャチャチャ 1 2 1 2 1 2 チャチャチャ

チャチャチャ チャチャチャ

DISC 3

01

CWB!!
Fun to Mix！ この日々はカラフルワンダフルビューティフル
ハピネスも トキメキもここにあるよ イエイイエイ
キャンディーガムグミチョコレート

幸せはいろんな色 あれもこれも手にとって大事にしよう

クッキーチップスロリポップ

見渡せばカラフルワンダフルビューティフル

歩いてこうあの場所まで 飛び越えろレインボー

Fun to Mix！ 誰もがカラフルワンダフルビューティフル
ハピネスも ときめきも ここにあるよ

思い出もいろんな色 いらない色なんてないカラー

あまいお菓子に からいお菓子に 冷たいお菓子

竹下通り真ん中辺り漂う甘い甘い匂い

誰もが主人公

辿っていけばたどり着けるよ 新世界
笑顔があふれてくる

Fun to Mix！ この夢はカラフルワンダフルビューティフル

自分だけの色彩で彩るよレインボー

Fun to Mix！ この日々はカラフルワンダフルビューティフル

キャンディzoo

Fun to Mix！

同じモノはひとつもないよ 新世界

熱いお菓子

Fun to Mix！ この夢はカラフルワンダフルビューティフル

自分だけの色彩で彩るよレインボー

Fun to Mix！ この日々はカラフルワンダフルビューティフル
ハピネスも ときめきも ここにあるよ

ハピネスも ときめきも ここにあるよ

Fun to Mix！ 人生はカラフルワンダフルビューティフル

グレープフルーツパインピーチストロベリー

Fun to Mix！ この日々はカラフルワンダフルビューティフル

涙でさえいろんな色

喜びと悲しみで描き出すレインボー

ハピネスも ときめきも ここにあるよ

一つ一つ抱きしめて強くなろう

イエイイエイ

素敵な音色

Fun to Mix！

十人十色

一人一人広がる宇宙

思ったとおり紡いでいくよ 新世界

自信があふれてくる

PLANETLOVE。♪。☆
内緒にしてた 魔法のコトバ

上手く言葉にできる気がしなくて
手のひらの中

記号が踊る

はじけるチェリー・スカッシュの香りのように

透明な文字の羅列

きらめいて どこまでも
だいすきを届けよう

受けとめてほしいの。

透明な文字の羅列

きみのキス待ち ”最終電車５分前”に

だいすき 届けよう

朝も昼も夜も繋がっていたいよ

きらめいて どこまでも
受けとめてほしいの。

きみのレス待ち

”最終ログイン５分以内”

ぜんぶ教えて ずっとずっとこれからのこと
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時間ョ止マレ。 もっともっと甘えてもいい？
PLANETWORK。♪。☆PLANETWORLD。♪。☆
PLANETLOVE。♪。☆

朝も昼も夜も繋がっていたいよ

PLANETWORK。♪。☆PLANETLOVE。♪。☆
こんぺいとうのパーティーの夜

期待しちゃってるのよ ：003度目のデート

ももねさき

0：00の鐘（ベル）魔法も解ける

シャッターチャンスはpink色のオーシャン
透明なガラスのシューズ

わざとらしく落としたの

だいすきよ おうじさま
抱きしめてほしいの。

きみのキス待ち

”最終電車５分前”に

時間ョ止マレ。 もっともっと甘えてもいい？
焦れったい恋だわ。。 見上げる星空

ひろしまDays
パルコ前で待ち合わせて 並木通りお散歩して

あなたに似合うシャツを ガラス越しに選ぶの

お昼は何を食べようかねぇ？ お好み焼きもいいけれど
今日はピリリと辛い ばくだん屋のつけ麺

アリスガーデンで ちょっと一休み

シャビシャビのレモンジュース 背伸びして受けとったわ

えっとえっと恋をしたり えっとえっと夢をみたり
広島がぶち好きで ここから離れられんよ

えっとえっと魅力的よ えっとえっと人も街も

夏はしまなみ海道 サイクリングなんてどう？

etto-etto

週末はドライブしよう 西に行くなら山賊ね
東なら尾道で 北は備北公園

バイパスを抜けて 宮島を目指そう

あなごめしをほおばった 幸せそうな顔
えっとえっと恋をしたり えっとえっと夢をみたり
広島はちょうどいい とにかくちょうどいいんよ

えっとえっと魅力的よ えっとえっと人も街も
冬はスキーにスノボ 今年も連れてってね

えっとえっと恋をしたり えっとえっと夢をみたり
広島がぶち好きで ここから離れられんよ

えっとえっと魅力的よ えっとえっと人も街も

「たちまち」＝「とりあえず」
「たわん」＝「届かない」
よ
すいばり抜いてあげよう
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DISC 3
愛のあいさつ 〜白雪のように〜
白いクレヨン 一面に塗った季節

Pのまま 愛の言葉

水玉のスノーブーツ 足跡そっと残して

portatoで fのまま

あなた色には染まらないままで

あなたまでの道 愛のあいさつのように

愛のあいさつ受け取って
抱きしめて閉じ込めてほしい

私のまま その場所まで

それ上をこれ以上を望んだ時

Adagioのまま Pのまま

Pのまま fになる

思い届けたとしたなら

いられない心になるの

Prestoに鼓動が高鳴る

この距離のままでいて

言い聞かせ 止まらない この心
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始まっていた

愛のあいさつ受け取って
Prestoに鼓動が高鳴る

この距離を近づけて

足跡は粉雪に 消されてゆく 遠くなる

赤いコートが 白の中で埋もれたら

きっとあなたまで 辿りつけないね
迷い込んだ森

足跡は消されてしまう

きっと戻れない あの頃の私には
ありのままで あなたの前
思い届けたとしたなら

Classic Fairy

portatoで fのまま

抱きしめて閉じ込めてほしい
Prestoに鼓動が高鳴る

この距離を近づけて

それ以上 これ以上

望まない

Let's go Meiji Isan
私の知らない 幕末・明治 産業遺産
九州・山口
石炭 製鉄

私の街

造船

城下町

九州・山口は私の未来
毎日 汗と涙流し
豊かな未来

街描いて

（レッツゴー）

Ah 感じてみようよ 一緒に

MI6

ねぇ 三池炭鉱（エムアイシックス）
Ah 感じてみようよ 一緒に

ほら ほら 明治遺産に夢中

（レッツゴー）

Ah 感じてみようよ 一緒に

ほら 八幡製鉄（エムアイシックス）
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Ah 感じてみようよ 一緒に

ほら ほら 明治遺産 イエス ハッピィ

（レッツゴー）
トゥトゥトゥ....
明治遺産

MI6 Oh Year!

明治遺産

MI6 Oh Year!

明治遺産
明治遺産

MI6 Oh Year!
MI6 Oh Year!

（レッツゴー）
トゥトゥトゥ....
團 琢磨

野呂景義

トゥトゥトゥ....
明治産業

立役者

私 知りたい 幕末・明治 産業遺産
九州・山口
石炭 製鉄

私の歴史

造船

城下町

九州・山口は 私の夢
毎日 汗と涙 流し
豊かな未来

街

描いて

amiで会いましょう
朝起きて 今日はいい天気

こんな日には どこか出かけようよ
きっと今は いつもと違う
自分になれそうなの

今日はアナタとamiで会いましょう

嫌なことも 辛いことも 全部忘れて
今日はみんなで amiに集まろう

メイク決めて オシャレをして
お買い物出かけよう
帰り道

ami〜gas

今日はいい調子

こんな日には どこか寄り道しよう
きっと今は伝えたいこと
素直に言えそうなの

今日もアナタとamiで会いましょう

苦い恋も 悩み事も 全部忘れて
今日もみんなでamiに集まろう
待ち合わせて 手をつないで

お買い物出かけよう
ママも パパも

おじいちゃん おばあちゃんも

みんな笑顔でまた会いましょう

明日アナタとamiで会いましょう

嫌なことも 辛いことも 全部忘れて
明日みんなでamiに集まろう

メイク決めて オシャレをして
お買い物出かけよう
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DISC 3
乙女の恋はケセラセラ
きのうはあの人好きで

きょうはこの人好きなの

あしたはどの人好きになるのかな
私本当に悪気はないの 乙女はみんなそうなのよ
花のように咲いて散る 素敵な恋がしたいだけ

ケセラセラ 恋は楽しい
（楽しい）

ケセラセラ 恋をしましょう
（しましょう）
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乙女の恋は ケセラセラ
（ケセラセラ） ケセラセラ
（ケセラセラ）
乙女の恋は ケセラセラ
（ケセラセラ） ケセラセラ

ケセラセラ 恋は楽しい
（楽しい）

ケセラセラ 恋をしましょう
（しましょう）

乙女の恋は ケセラセラ
（ケセラセラ） ケセラセラ
（ケセラセラ）
乙女の恋は ケセラセラ
（ケセラセラ） ケセラセラ
夕べは泣きべそかいて

きょうはにっこり微笑む

あしたはすましてマドンナ気分
私本当に悪気はないの もっともっときれいになって

雲に乗った天使のように あなたのハート射抜きたい

モンソレイユ415

ケセラセラ 恋は楽しい
（楽しい）

ケセラセラ 恋をしましょう
（しましょう）

乙女の恋は ケセラセラ
（ケセラセラ） ケセラセラ
（ケセラセラ）
乙女の恋は ケセラセラ
（ケセラセラ） ケセラセラ

ぬいぐるみが恋をした
ぬいぐるみが恋をした

世界中が大騒ぎ夢の現実（リアル）
のカタストロフィ私を守っていてね
誕生日 突然やって来たぬいぐるみとっても可愛いから
Mofuくんって素敵な名前をつけてあげたんだ

（Soror♥Pupepopyu）

灯り消したお部屋で魔法の呪文となえて月明かりの下ふたり

ぬいぐるみが恋をした世界中が大騒ぎ

夢と想像と現実のフュージョンが加速してる

ソロルプピポピュ

君と魔法の呪文となえて地球に生きとし生けるもの
“ハッピー♪×２”にしてあげる
Soror♥Pupipopyu

ほらね君に巡り会えたからこの世界は

いつまでも遊んでたね

こんなにもキラキラ輝いている

ふっかふかのベッドがダンスフロアに早変わり

Soror♥Pupipopyu♪

お気に入りの人形達とみんなでパーティタイム
日曜日 ウトウト昼下がりMofuくんがいきなりプロポーズ
おもちゃ箱がひっくり返るほどみんな 驚いた
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Soror♥Pupipopyu♪

Soror♥Pupipopyu♪
Soror♥Pupipopyu♪

（Soror♥Pupepopyu♪）

（Soror♥Pupepopyu）

ぬいぐるみが恋をした宇宙規模の大ニュース！？

Soror♥ベイビ→ズ

夢と現実（リアル）
のパラドックス自分を見失わないで
Soror♥Pupepopyu

ほらね君に巡り合えたからこの世界はこんなにもキラキラ輝いてる

国道246号線沿いを走る
こぼれる涙を 認めたくなくて

憧れた夢に辿りつけるように

何も持たなくたっていいや

いつでも一人きりじゃないから

あこがれた夢に辿り着けるように

また走り出そう笑顔が咲くのならば

いつでも一人きりじゃないから

叶えるために歌い続けてゆくんだ

傘もささずに走り出す

広いステージに立つ その時まで

希望の花を咲かせよう

みんながここにいるから

前だけを向いて 歩いてきたけど

ここで少し休もうか

何も気にしなくてもいいや

背負った荷物をここに 置いて
昨日の私を越えてゆけるように
努力の花を咲かせよう

いつでも一人きりじゃないから

イチサキミキ

みんながここにいるから

手をのばしても 夢にはまだ届かなくて

負けそうになるけど 諦めたくはないから
いつか

希望の花を咲かせよう

みんながここにいるから

遠回りでもいいよね？
私の声を聞いてね
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DISC 3
愛しのエイリアン
ピポパポプピプゥ よく聞く様なエイリアン
銀河の果てから 光速ビューンビューン

オレンジ光線で 船から出てくる
喉に手をあて 挨拶してる

ワレワレハ ウチュウジン ご機嫌いかが？

この星で大事なもの 僕に教えて

星を超え 時空を越え 会いにきたよ
愛と友情と刹那さを 知りたくて
船の中 ひとりきり 涙がでた

でも君に出逢えたから 大丈夫

星を超え 時空を越え 会いにきたよ
愛と笑顔と未来を 知りたくて

おなかいっぱい 頭いっぱい 刺激的さ

10

そして君と出逢えた 完璧だよ

ドキドキするよ I Lobe You!

星を超え 時空を越え 会いにきたよ
愛と友情と刹那さを 知りたくて

船はまた飛び立つよ 宇宙の彼方

でも君に出逢えたから 大丈夫

また逢えるよ I Lobe You!

ドキドキするよ I Lobe You!

ピポパポプピプゥ よく聞く様なエイリアン
大きな頭で 瞬時にインストール
地球の街角

恋人たちがいっぱい

目には見えないLOVEでいっぱい

chairmans

ワレワレハ ウチュウジン ご機嫌いかが？
モバイルのミュージック 僕に聴かせて

真冬のサンライト
すベらかに紡がれた

あたたかい ひだまりの中て まぶしさに目が眩む

真冬のサンライト

日常の景色の片隅 とっておきの場所あること

ココロの中透かされて 人恋しさ映し出される

いつか「本当」
に言えたらいいのにな

I know , you know

*repeat

弱気な気持ち 跳ね返しちゃって

言いたいよ 言えないよなんて ぼんやりと考える
流れる時間の中にある

懐かしい気持ちの裏側

真っ白なページあること

いつか「本当」
を言えたらいいのにな

I know , you know

眺める視線の先にある
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カーテン越しても伝わるあたたかさ
真冬のサンライト 一段と強くて

それても more than you もっと強く反射するわ
だから早く
「本当」
を言わせて

*
すべらかに紡がれた

おだやかな日々の中

弱気な気持ち 跳ね返しちゃって

真冬のサンライト

雲の糸たどって シュルシュルシュルリ
真冬のサンライト

citron*

眠た気な目を擦った 夢から帰ってきたばかり

雲の糸たどって シュルシュルシュルリ

雪解け花咲いて季節は巡る

何度何度ても 繰り返しちゃって 跳ね返しちゃって

*repeat

やわらかなこの願い

雲の間縫って ユラユラユラリ

染み込むように あたたかいの
You always shine on

Cutie Magic
オンナノコにはヒミツがある
Cutie Magic ナキムシな夜を越えて

Cutie Magic キラキラしてみたいのよ

Cutie Magic ワタシらしくいたいから

ホントのキモチはいつもココロのポケットの中で

I wanna be my Make Up Doll !!

アイスキャンディーみたいに溶けてゆく
なんとなく ”too shy to be…?”

ものたりない ”too shy to loving…?”

Cutie Magic ワタシらしさを探すの

オンナノコには ヒミツがある
“カワイイワタシ”に ドキドキしてるんです

毎日を変えてゆく作戦を思いついたの

ほんとのジブンはどっちだっけ？みたいな

“カワイイワタシ”を イメージしてみたのよ

Cutie Magic ナキムシな夜を越えて

なんだかココロが

軽くなってきた きた?

Cutie Magic ナキムシな夜を越えて

Cutie Magic キラキラしてみたいのよ
I wanna be my Make Up Doll !!

Clip☆Clip

“アタラシイワタシ”が 今日からはじまるのよ

ほんとの自分も 変われる気がする する?

ホントのキモチはいつもココロのポケットの中で

アイスキャンディーみたいに溶けてゆく
ゆうきがない ”too shy to be…?”

やるしかない ”too shy to loving…?”

ネイルとかメイクとか前髪を変えてみたんだ

Cutie Magic キラキラしていたいのよ
I wanna be my Make Up Doll !!
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DISC 3
大丈夫は魔法の言葉
大丈夫は幸せになる魔法の言葉

唱えれば思いは届く 心は光だすよ
心の奥が曇って前が

どしゃ降りの中

見えなくなった時も

道に迷ってたどりつけない時も

唱えれば思いは届く 心は光だすよ
大丈夫は幸せを呼ぶ魔法の言葉

思い切り笑ってみれば こころは踊り出すよ
転んだって 立ち上がれる 力が有るはず
大丈夫大丈夫

涙があるから 笑顔は輝く

笑える日がきっと来る

だからきっと自分次第 Oh!!

だからきっと自分次第 Oh!!

大丈夫は幸せになる魔法の言葉

大丈夫は幸せになる魔法の言葉

大丈夫は幸せを呼ぶ魔法の言葉

大丈夫は幸せを呼ぶ魔法の言葉

唱えれば思いは届く 心は光だすよ
思い切り笑ってみれば こころは踊り出すよ
キラキラ魔法の言葉

Itʼs ok

キラキラ魔法の言葉

Itʼs ok
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涙で前が見えない時も 切なくて胸が痛いときも

光が有るから 闇は出来る

Can'ce浜姫

大丈夫は幸せになる魔法の言葉

Itʼs all right

嫌われたくないなんて 思って無理して笑ってたの

帰り道はツライ 思い出してCry心がさみしかったの

唱えれば思いは届く 心は光だすよ
思い切り笑ってみれば こころは踊り出すよ
キラキラ魔法の言葉
キラキラ魔法の言葉
Itʼs ok
yeah

Itʼs ok
Itʼs ok

Itʼs all right

Itʼs all right

悲しい夜でも 朝はきっと来る
雨が上がれば 虹は輝く

だからきっと自分次第 Oh!!

恋のright and left♪
赤・青・黄で選びましょう♪

悪魔じゃない、小悪魔なの

ワンピじゃない♪ブーツじゃない♪

※アレ。
コレ？ダメ！好き！？いろいろ見て ほら楽しく

今日の気分で right and left♪

もっと着替えて☆

月・火・水と選びましょう♪

今日の気分で right and left♪
本気じゃない♪遊びじゃない♪
恋も着替えて☆

アレ。
コレ？ダメ！好き！？いろいろ見て ほら楽しく
今日。明日？イヤ！もう！？飽きない毎日、欲しい。
気になるコは1人じゃない♪

ハマってほしい♪
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今日。明日？イヤ！もう！？飽きない毎日、欲しい。

アレ。
コレ？ダメ！好き！？いろいろ見て ほら笑って
今日。明日？イヤ！もう！？飽きない毎日、
あげる

あれれ、
どうして今日はこんなに胸がキュンキュン鳴ってるの？
別に今日もいつもどおりの私のスタイルなのに

まさか、本気の恋にな〜れ！と自分に願っているの？
その気持ちを彼に伝えて楽になれたら〜♪
※くり返し

君と君と right and left♪

森本亜美

ただ1人あなただけは

どうにかしたい♪

恋の武器を使いましょう♪
涙流す right and left♪

LOVE IS OVER remix
こんなにも 愛しているのに〜

どうしてだろう 出口の見えないLOVE
笑顔で手を振って 別れたあの日から・・・
毎日、
目に映る〜

君との大きなstory

ケイタイ電話ごしに いつも願っていた
いつも見ていた〜
Baby〜

笑顔と会いたくて〜

I LOVE YOU

この気持ち分かって・・・ほしい
もう・戻れなくてもいい

でも君に・・つたえたい
※

こんなにも 愛しているのに〜

1 Believe FNC [future]

MY SWEET LOVE！ I NEED LOVE！

でも、本当は怖くて uoo~

言葉には出来なかった 僕のせいだから

こんなにも 愛しているのに〜

どうしてだろう 出口の見えないLOVE
いつまでも
（いつまでも）思い続けると〜

誓ったのに 君のいない LOVE IS OVER
久しぶりに見た 君の後ろすがた〜

いつも見ていた 笑顔と心じゃなかったんだ

もし、
そんな日々が

これからも続くなら
（イェ〜）

君のところに 僕は走りもう離さな〜い

どうしてだろう 出口の見えないLOVE

※繰り返し

いつまでも
（いつまでも）思い続けると〜

MY LOVE IS OVER〜

誓ったのに 君のいない LOVE IS OVER

あれからどれくらい 月日がたつのだろう〜
今でもよみがえる 笑顔のさよならが〜
強く変わるために 走り前を向いた

いつか・きっと来る 笑顔であふれる日を

MY LOVE IS OVER〜
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DISC 3

&

DISC 4
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FUJIYAMA△のように
僕達の住む町

山梨県には 世界文化遺産の富士山が見える

時に負けそうになっても 見上げれば君がいる

悲しいニュースや争いの中で 僕達と同じ心が傷つく
受け止められない現実 それでも登って行こう
この富士山のようにてっぺん目指していく
きっときっと行こう

この手と手を繋いで 光りを胸に受け
登る夢を富士山のように

雨は富士山を巡らせて生かす 僕達の命を繋いで紡いで
時に経ち塞がれたとしても それでも登って行こう

この富士山のようにてっぺん目指してゆいく
きっときっと行こう

FUJI△PASSION

誰に何を言われても 見上げれば君がいる
登る夢を富士山のように

この富士山のように 存在する今

君と手を繋ぎ行こう

誰に何を言われても 見上げれば君がいる
登る夢を富士山のように
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すききすみ
「すききすみ」嫌いは好きなの 「すききすみ」catch mylittlelove
「すききすみ」変顔の連続

心は
「好きkiss me!」

近づくと突き飛ばして 「あかんべー」
って走り出して

ゲリラでずぶ濡れMy mind

君に会いたいよ

「すききすみ」
すりきずひざ小僧 「すききすみ」One brokenmyheart
「すききすみ」言えたら癒えるのに ウソの嘘「好きkiss me!」
「すききすみ」磁石は逆さま 「すききすみ」
はじけて飛んで
「すききすみ」願いが叶うなら 本当は
「好きkiss me!」
唇チャックしたまま つぶやく
「君が大好き」

お喋りアッコ要注意人物ナイショの絶対

「すききすみ」
キスは好きの逆 「すききすみ」君はキス？

「すききすみ」夢夢夢なのだ 眠るプリンセス
「好きkiss me!」

「すききすみ」
すりきずひざ小僧 「すききすみ」One broken my heart
「すききすみ」言えたら癒えるのに ウソの嘘「好きkiss me!」
君が誰かを見てたら もうヘトヘトなのだ

「すききすみ」
キスは好きの逆 「すききすみ」君はキス？

MMSジャンヌ
（PATTY）

「すききすみ」夢夢夢なのだ 眠るプリンセス
「好きkiss me!」

「すききすみ」
すりきずひざ小僧 「すききすみ」One broken my heart
「すききすみ」言えたら癒えるのに ウソの嘘「好きkiss me!」

「すききすみ」嫌いは好きなの 「すききすみ」catch mylittlelove
「すききすみ」変顔の連続

心は
「好きkiss me!」

セーラー服とルーズソックス♪ 〜100万回アイシテル〜
夏休みが始まる前に キミに伝えたいことがある
部活終わりの教室で キミを待ってる

渡り廊下走ってわたす メールぢゃない ホントの想い

「キミが好きだよ」 ハートいっぱい ラブレター

きっと感じる 愛がはじまる ハイビスカスが
ボクの笑顔

咲きほこる
（咲きほこる）

咲くように

夕陽が沈むその時に 「サヨナラ」
言うのが切なくて

※1

※1

セーラー服に きがえたら
（きがえたら）

夏のキラメく 恋がはじまる ひまわりの花

キミの笑顔 咲きほこる
（咲きほこる）

咲くように

ルーズソックス履き替えて ハイパーキックで 100万回アイシテル・・・
放課後チャイムが鳴る前に 学校抜け自転車乗って

ふたり駆け出す 海へと 風を感じて

制服のまま 波間でハシャぎ 白い砂浜 キミに包まれ
熱い太陽

胸がキュンと高鳴る

振り向きざまの 突然のキス

戸惑った ボクは溶けて 頬アツくなる 夏がはじまる・・・
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ルーズソックス脱ぎすてて 真夏の果実で 100万回 アイシテル・・・

はにかんだ顔 ただうれしくて

なにもかも みんな溶けて 素直になる 夏がはじまる・・・

GAL♥DOLL

※2

セーラー服を 脱ぎすてて
（脱ぎすてて）

砂に書いた
「I LOVE YOU」 瞬間（トキ）
を止める 魔法をかけた・・・

※2
キミしか見えない
ラララ ラララ ラララララ
ラララ ラララ・・・

DISC 4
夏の魔法
夏の魔法 きみにふりかけよう

可愛く見えるでしょ？ いつもよりも二割増し
Ah! 水着をイオンで買って

肌ケア忘れず 日焼けだってしちゃうぞ

もっと好きになるでしょ？ 昨日よりも二倍に!?

ベタベタな肌の感じがいやなのね

水着 浴衣

駅で待ち合わせて バスは西循環
注意！
「浜茶屋」
は方言！
！

夏の魔法 きみにふりかけよう

効果的なアイテムも

見慣れれば普段着だ

夏が終わり 魔法がとけたあと

ずっと好きだよって 言ってもらえるように
夏が終わる そこからが勝負だ

期間限定で ポニーテールもするぞ

わたしを磨くぞ 秋からもね しくよろっ！

可愛くみえるでしょ？ いつもよりも五割増し

転調したね！ 「冬の魔法」
は姉妹品

夏の魔法 きみにふりかけよう

Ah! 浴衣を近所で買って

お祭りの夜にヒソカニソナエル
Ah! ほんとは遠出をして

来週の花火も一緒に観たいのね
二礼二拍一礼
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夏の魔法 きみにふりかけよう

きみといく海にヒソカニソナエル
Ah! 本当はプールがいいな

RYUTist

夏の魔法 きみにふりかけよう

別の作戦で またまた頑張るけど
夏の魔法 きみにふりかけよう

可愛く見えるでしょ？ きみだけにね これからも

食べよポッポ焼き

蒸気パンはマイノリティ

ほっぺにブルーシール
ブルーシール 君のほっぺに

ブルーシール 君のハートの

はにかむ気持ち添えて

Favorite song〜〈転調〉

ブルーシール わけてあげたい
ステキなLove Letter（ラブレター）
ブルーシール 君のキャンバスに
ブルーシール 描くパステル模様

らぐぅんぶるぅ

ブルーシール ラジオが奏でる

ブルーシール 君のキャンバスに
ブルーシール 描くパステル模様

brilliant（ブリリアント）

ブルーシール 君のほっぺに

ブルーシール あの夏の午後

BLUE SEAL

ブルーシール 蘇る香り
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ブルーシール わけてあげたい

ときめく予感が当たる
不思議なTime Slip

ブルーシール 君のハートの

ブルーシール ラジオが奏でる
Favorite song

あの娘が振り向く魔法・・・チョコレート
笑顔があふれる・・・バナナスザンナ
恋に破れたあの娘に・・・バニラ

ほてった気持ちに・・・マンゴタンゴ！
ブルーシール 君のほっぺに

ブルーシール わけてあげたい

渡船フェリー
今日は渡船に乗って行こう まぶしい朝日に照らされて
今日は渡船に乗って行こう 潮風につつまれて

今日は渡船に乗って行こう 白いカモメにさそわれて
今日は渡船に乗って行こう 海の青さに魅せられて
渡船フェリー

今日は渡船に乗って行こう 真っ赤な夕日に染められて
今日は渡船に乗って行こう 町の灯りに魅せられて
渡船フェリー

（ラップMAKIBAOU）

yo 渡船に乗って行こう行こう 波に揺れて揺られてプカプカ移動
振り返りゃ歴史感じる景色

他じゃない まるで映画のワンシーン

潮の香り風が気持ちいい 今日は過ごしたいなゆっくり

それなら駅前をバックに 揺れて体リラックス楽に
毎日に疲れた心

潮風で癒していたところ

大人も子供に今日は戻ろう 速くなる電波それと逆の方

フェリーズ

変わらんところそこが魅力

一番速いとかじゃなく

こんな風景は他に無く ありつづける尾道オリジナル
今日は渡船に乗って行こう まぶしい朝日に照らされて
今日は渡船に乗って行こう 潮風につつまれて
渡船フェリー
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DISC 4
ﬁrst love
すごい事に 気付きました

なぜだか緊張しちゃうの

すごく胸が ドキドキする

不思議な顔して 見られてます…

一人

頑張れ 私

あなたの事

思い出しただけなのに

赤い顔をしているよ きっと

恥ずかしすぎだよね 走っちゃおう

My little ﬁrst love to you…
校庭ではしゃいだ あなたを探して

もちろんこんな事

もちろんこんな事

初めてです！

鼓動が聞こえる Baku Baku
言えないけれど

My little ﬁrst love to you…
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聞こえてないかな？ Baku Baku

校庭ではしゃいだ あなたを探して
誰にも内緒で見ていた

To You

教室で近くを あなたが通ると

帰り道に それは起きた事件です

誰にも内緒で見ていた

初めてです！

鼓動が聞こえる Baku Baku
言えないけれど

My little ﬁrst love to you…

すごい事に 気付きました

人生初 これがまさに初恋ね
多分 にやけ顔をしているよ ずっと
嬉しいんだもんね 笑っちゃおう

水着 〜えーっと、夏っぽくしたらよくある感じになったけどまぁいっか!（笑）Ver.〜
小さくウネル 白い波打ち寄せる
砂浜で二人 黙ったまま・・・。

口に出さない ココロの声で会話しても

リアルなキミの声がききたい・・・やっぱり!!
水着に着替えて 飛び出そう!
大きな声出し ハシャごう!
熱い太陽に負けない!

今 走り出す

キラメク水面に舞い踊る キミはマーメイド 眩しいよ

水着に着替えて 飛び出そう!
大きな声出し ハシャごう!

熱い太陽に負けない 今 走り出す
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キラメク水面に舞踊る キミはマーメイド眩しいよ
潮風追風 受け止めて 今 走り出す 二人きり・・・!
水着に着替えて 飛び出そう!
大きな声出し ハシャごう!

熱い太陽に負けない 今 走り出す 二人きり・・・!

潮風追風 受け止めて 今 走り出す 二人きり・・・。
砂の楼閣

儚く消されてしまうけど

夢の一夜を僕に見せて・・・。

星のベールを纏って キミは月明かり踊る
打ち上げ花火

高田本町商店街アイドル がんぎっこ

予感を秘めて舞い上がる・・・!

明日の朝イチで出かけよう 水平線を眺めながら
熱い太陽に負けない!

今 走り出す

キラメク水面に舞い踊る キミはマーメイド 眩しいよ
潮風追風 受け止めて 今 走り出す 二人きり・・・!

1・2・3（ワン・ツー・スリー）
サンサンの太陽と 灼熱の コンサート

いぇー さらば青春 またね来週

よくあるはなし しなはるあくよ

わたしのパパは関白

参観日ファンデーション 夕飯はインスタント

ピンキーピッツは純白

さあみんな最高に 最後までノンストップ

策略家エボリューション 代表にノミネート
よくあるはなし しなはるあくよ
いぇー さらば青春 またね来週

みんなではしゃごうよ わんぱく
いぇー さらば青春 またね来週

わたしのパパは関白

三連休ハイテンション 週末はコンタクト

最終日コンフュージョン 来週はコンテスト

三分間アニメーション 瞬間のアーティスト

Pinky Pitts

最高のコンディション 編集はノーカット
よくあるはなし しなはるあくよ
よくあるはなし しなはるあくよ

みんなではしゃごうよ わんぱく
いぇー さらば青春 またね来週
いぇー さらば青春 またね来週
いぇー さらば青春 またね来週

ピンキーピッツと ワン・ツー・スリー

07

DISC 4
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Look at
出かけよう

祭ばやし合図にさぁ始めましょう

あっちもこっちもどっちもそっちもにっちもさっちも見て見て

FOOOOOOOOO!!

さぁさぁ みなさん 始めましょう

賑やか人だかりの中オレンジ色の花

私たちの歌声で

ドドンと空に打ち上げ 綺麗な花咲かせましょう

さぁ準備ができたら 「Ready Go! Ready Go!」
（セリフ調で）
見せてやる

日本中を照らしましょう だってこの街のこと

「せーの」 大好きだから！
（セリフ調で）
踊れ踊れ 祭り囃子

あっちもこっちもどっちもそっちもにっちもさっちも見て見て

いつまでも

立ち上がり盛り上げましょう だってこの街のこと

あの日から変わらないこと ずっと大事にしていこう

「せーの」 大好きだから！
（セリフ調で）
弾ける汗

泣きあったり笑い合ったり 一つ一つが宝物

声を大にして叫ぼう

今この瞬間が最高なんだ 高鳴る鼓動

今この瞬間が最高なんだ 高鳴る鼓動（おと） 太鼓の音

太鼓の音

神輿を高くつき上げろ 夜が明けてもまだ騒ぎ続けようよ

神輿を高くつき上げろ 夜が明けてもまだ騒ぎ続けようよ

8princess

太鼓の音

神輿を高くつき上げろ 夜が明けてもまだ騒ぎ続けようよ

この街の皆のために

担げ神輿

宴はまだ終わらないよ

今この瞬間が最高なんだ 高鳴る音

さぁさぁ みなさん 始めましょう

いつまでも

いつまでも

お揃いの浴衣をきてみんなで出かけましょう
金魚掬い綿菓子

水風船かき氷

さぁ準備ができたら 「Let's Go! Let's Go!」
（セリフ調で）

祭りだSUN☆SUN
輝け太陽

太陽 あなたといれば

煌めきたいよ

全ては輝く Sun☆Sun☆Sun☆

はしゃごう それ それ それ それそれそれ
雨の予報は外れてOK
帯の締め方ネットでOK

FES☆TIVE

輝け太陽

気温は急上昇 お日様出たでた レッツゴー

煌めきたいよ

はしゃごう それそれ それそれそれ

思いは急発進

あなたは...いたいた レッツゴー

さあ行こう 気分は最高

金魚すくって

人生だいたい80年 ぼーっとしてたらあっという間さ

綿あめ食べて 楽しいこと全部しよう

青春一瞬

楽しまなきゃ
（ひなり）損！損！ さあ駆け出そう！
！

輝け太陽

煌めきたいよ

名前呼ぶなら呼び捨てOK

寄り添う太陽

駆け抜けたいよう 踊ろう それそれ それそれそれ

太陽笑顔は太陽

人生祭りだ Sun☆Sun☆Sun☆

心はポカポカ LOVE YOU!!

人生祭りだ Sun☆Sun☆Sun☆

後悔なんて絶対絶対したくはないのさ

はしゃごう それそれ それそれそれ
さあ行こう 気分は最高
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輝け太陽

全てよ輝け Sun☆Sun☆Sun☆

煌めきたいよ

はしゃごう それそれ それそれそれ

思いは急接近

さあ行こう 気分は最高

髪飾り買って 似合ってるねって 言ってくれたあなた

人生 祭りだSun☆Sun☆Sun☆

一生一緒手を繋いでGoGo さあ飛び込もう

あなたは太陽

抱きしめたいよう

歌おう それそれ それそれそれそれ

サンバ大作戦! 〜無邪気なシュガーパイ〜
サンバサンバサンバ キラリキラリ

アドレス聞いてもいいのかな？

サンバサンバサンバ キラリキラリ

勇気メール大作戦！

キラキラ光るビーチで はしゃごうよ！
キラキラ光るリングが

恋を呼ぶ

サンバサンバサンバ お尻についた
砂を払ったら浮き輪でプカプカ

サンバサンバサンバ 少しくらい

日焼けしちゃってもまぁいっかなんて

エトセトラ 恋のおまじないで

咲かせるの 奇麗な乙女フラワー

とりとめもない 会話でいいのよ 明日晴れたらいいな
（間奏）

片思いの彼 目で追って

髪の毛クルクルもて遊ぶ

こっち向いてよダーリン！

無邪気なシュガーパイ！

AH！ SUMMER BREEZE SUMMER BREEZE

エトセトラ 恋のおまじないで

突き抜ける 風を起こしたいのよ

わざとボールを あっちへ投げちゃえ 君が笑えばいいな

Whoop!e whoop!e

AH！ SUMMER BREEZE SUMMER BREEZE

サンバサンバサンバ 灼熱の

夏が魔法をかけてくれるはずね

サンバサンバサンバ 夢見るの

夢見て実る恋だっていいじゃない？

AH！SUMMER BREEZE SUMMER BREEZE

エトセトラ 恋のおまじないで

突き抜ける 風を起こしたいのよ

エトセトラ 恋のおまじないで

咲かせるの 奇麗な乙女フラワー

とりとめもない 会話でいいのよ
明日晴れたらいいな
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ラ・ティンパ 2013 Andalucia mix
LOVE! 射止めてよ”ミ・コラソン”

愛っても少しダイタンに

LOVE! でも本気のKISSは 他でしたら許さない
太陽とシークレット 波の音がリフレイン
一瞬を逃す方が
情熱系

罪っぽくなるんじゃない？

YES! Give my face

AH IYAIYAIYAH

どうやったって 止まんない AH IYAIYAYAH
Venus系 DE 気取って AH IYAIYAIYAH

asﬁ

t's my 挑発

MI.DA.RA. AH IYAIYAYAH

好きよ×３

当然 でもね×３

偶然 ちょっとあせっただけ AH

NO! じゃ、
もっともっと”トゥ・コラソン”

愛ってムードで語るもの

NO! このKISSの続きは 諦めたら許さない
海辺のシークエンス 禁じられた恋の味

永遠と踊る方が マシにみえるんじゃない？
情熱系 YES! Give my face

AH IYAIYAIYAH

どうやったって 止まんない AH IYAIYAYAH
Venus系 DE 気取って AH IYAIYAIYAH
t's my 挑発

MI.DA.RA.

好きよ×３

当然 でもね×３

まさか×３

騒然 ですね×３

呆然

今じゃなきゃダメ

渚のシルエット 嗚呼、
グッとなっちゃって仕方ない

真実をはぐらかしても HEART（ココ）が疼くんじゃない？
情熱系 YES! Give my face

AH IYAIYAIYAH

どうやったって 止まんない AH IYAIYAYAH
Venus系 DE 気取って AH IYAIYAIYAH
t's my 挑発

MI.DA.RA.

AH IYAIYAYAH

好きよ×３

当然 でもね×３

偶然 ちょっとあせっただけ AH

JIN JINなってるヤバそう AH IYAIYAYAH
髪の先まで AH IYAIYAYAH

EVERYBODY 踊って AH IYAIYAYAH

ワタシと踊って AH IYAIYAYAH
好きよ×３

まさか×３

当然 でもね×３

騒然 ですね×３

偶然

呆然

ちょっと誘っただけ AH

AH IYAIYAYAH
偶然 ちょっとあせっただけ AH

カラフルmelody
辛く険しい時にこそ

私が見つけた想いの花、咲かせるから
Shiny My Love

君の笑顔が味方で

輝く季節、時を越えて

ブルーな気持ちは捨てて
カラフルmelody奏でた

この指止まれば Lovelyな
夢に誘われ 目覚めるの

弾けたココロで愛のbellを響かせるよ

不思議な世界に迷い込み

誰も見たことない 物語の中で

君に出逢ってしまったの

私が見つけた 想いの花、咲かせるから
Shiny My Love

何も言わず頰寄せて

pinkなkissくれたから

KissBee

輝く季節、時を越えて

真っ赤な私は少しだ染まった

小さな足跡 ひとつずつ重ねてく

弾けたココロに恋のbellが響いてゆく

優しい風吹く この胸にときめいて

黄色い鼻歌

君はいま、聴こえるの？

君だけ君だけ探してる 逢いたくて

誰にも負けない 確信的な愛で

私が見つけた 想いの花、咲かせるから
Shiny My Love
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もう一度、夢みて

輝く季節、時を越えて

もう一度、君だけ

日の出と歩いて右左

もう直き夕暮れが終わるの
キラキラ輝く星空に

道を照らしてもらったの

ひまわり☆ハナビ
舞い上がれ 君の方へ 恋のひまわり☆ハナビ
青空と夜空照らす華 ひらり
ココナツ♪

胸熱 カキ氷

当たり！ ラッキー ダブルピース

魔法は 信じていないけど ヒトメ 既に おちてた
黄色い花が
勇気

力くれる ありがと

立ち上がれ 両手上げ 熱いひまわり☆ハナビ

あと少し信じてる 叶うから

舞い上がれ 君の方へ 恋の ひまわり☆ハナビ
青空と夜空 照らす華

痛快 ストリート 今宵

今度は 私

力分けて あげたい

突然 夕立

二人きり 君が

祭り 夢の舞台

涙 どうして？

導火線（ソコ）
に 火を点けて

すぺわの!

燃えるような この想い 私 ひまわり☆ハナビ
見ているよ 真っ直ぐな横顔を
声上げるその笑顔

羽広げ 世界中包んでく

もっともっともっともっと 高くひまわり☆ハナビ

どこまでも 全力で行くよ

立ち上がれ両手上げ 熱いひまわり☆ハナビ

Are you ready?

ブギウギ♪

雲を越え 宇宙（そら）
を越え 上がれひまわり☆ハナビ

君もひまわり☆ハナビ

踏み出すよ 未来開くドア

一人きり寂しい日も ケンカして泣いた日も

朝日を浴びて芽吹いてくふわり今が動き出す

あと少し信じてる 叶うから

舞い上がれ 君の方へ 恋の ひまわり☆ハナビ
青空と夜空

照らす華
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DISC 4
おいかけてSummer（SHiNTA PLANET REMIX）
いつものように 肩を並べて 君の横顔を見ていたんだ

おいかけてSUMMER はじけるこの気持ち

テニスコートをずっと見つめてる あの子じゃなくて私じゃだめかな

こんなにも君のこと思っているのに

帰り道一人

キラキラの日差し降り注ぐ 大好きだ 君に届け

恋しくて
（君だけに） 勇気を出してハートの絵文字

返信メールこんなに気になるのは 君に出会ってから

友達のフリはもうこれ以上できないよ
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おいかけてSUMMER はじけるこの気持ち

こんなにも君のこと思っているのに

友達のフリはもうこれ以上できないよ

キラキラの日差し降り注ぐ 大好きだ 君に届け
友達みんなで浴衣にわたがし 君は手を振って走ってきた

NKD

夏の昼下がり 鏡とにらめっこ いつもと違う私見て欲しい

ふと気付いたら二人きりに
（どうしよう） はぐれないように
近づく君との距離

今がチャンス

伝えよう今日こそは うち上がる花火
おいかけてSUMMER あふれるこの気持ち

こんなにも君のこと思っているのに

友達のフリはもうこれ以上できないよ

星空に今願うよ 大好きだ 君のもとへ
届かないあの雲はどこいくの ふわふわと浮かんでは離れてく

きっとずっと君を 光照らしていくから

夏のTi（偏差値）
まぶしい陽射しが

教室を突き抜ければ

集中力は燃え尽きる 冷たい風に

涼みながらペンシルを 走らせるのはまやかしと

手放せないバカンス それは

あなたへの Reward The Best
パラソルの 下で眠る

つぶやいた 窓から見える

あなたの手には 青いテキスト 白いペンシル

海沿いを走る電車に 乗り込むあなたは

忘れたくない このときめきを伝えたい

ストローハット マキシワンピ クロエのサングラス
憧れの Summer College Girl
☆

裸足になって 駆け出したい

ちょっとばかり 現実
波のしぶきが

美塾女アイドル5W1H

日焼け止めが

忘れてもいい

乾いた心を 濡らして

振り向く瞳

語りかける 知的な マーメイド

彼方を目指し 泳ぎ続ければ

夢だって 砂の城じゃなくなる
De - De - De - Deviation
Deviation of Summer

きらめかせる こんな喜びや 楽しみが欲しい

きっと君も こんな風に笑える 大丈夫

とばそう 努力の値を

誰よりも打ち込んで やりきること

今

頑張れば 全て叶うから

De - De - De - Deviation

だけど そのために大事なことは
時々 こうして 息を抜くこと

Deviation of Summer

☆繰り返し

黄昏に染まる 昇降口で気づいた

De - De - De - Deviation

憧れの Girl はきっと 突然のスコール
不意を打たれ 何もできず
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Deviation of Summer

落ちてゆくさみしさを 味わった

だから許せる 横目に見ても
栗色の髪 “幸せ”の香り

夏のエンドロール
カレンダーをめくる前にキミに

伝えたいの この胸のトキメキ
扇風機もまるでしょげて見える

視線を向けたら 急にキスをした
Summer end もう涼しいけど

もう少しで夏も終わりなのね

ココロの温度上昇中

これは恋ね そう気づいたの

ちょっとハズかしい

太陽が後押ししてくれるから

Shooting star

小麦色の背中 ギュッてしたい

近づく影が見えたら振り向いて
Hold me tight

抱きしめて

それがたとえ 刹那の時でも I wish
あの太陽に手が届かない

なぜか切ない 少し勇気ください

夕陽に手が届く頃にキミに

s-mash

自然によりそって 満開の花火

伝えたいよ この胸の高鳴り
少し早い 大きな足あとに

ついてくけど ちょっと私小走り
となりにいても何も話せない
私のため息

波を立てる

一番星も笑ってる

砂に書くよ I love you
星座からこぼれ落ちた涙に願いこめて

同じ海にまた来年

来れたらいいな

キミについていくから
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DISC 5
キミの瞳にジャーマンスープレックスホールド
ねえねえ、昨日３組のカゲルくんに告白されたんだ！

48（フォーティーエイト）取り去り 先へ進むの私たち

ださっ！
！ じゃあ、
みおはどんなのがいいの？

ソーセージが足りないぜ ポテイトオが足りないぜ

投げっぱなしじゃつらたん ぎゅっと締め上げ

えっ！なんていわれたの？ キミの瞳に恋してるって

01

今度はイタリア 抜きでやろうぜ

そうね。
キミの・・瞳に・・

ジャーマンスープレックスホールドｘ2
ジャーマンｘ20

ジャーマンスープレックスホールドｘ2
ジャーマンｘ20

この星に生まれた 出会えた偶然
恋に落ちた必然

投げっぱなしのジャーマニー

ソーセージが足りないぜ ポテイトオが足りないぜ

ドイツ娘が仕掛ける キミの瞳に

ジャーマンスープレックスホールドｘ2
ねえねえ、
ソーセージに合うキャベツの酢漬けみたいなやつ、
名前なんだっけ？

ソーセージに合うのはビールでしょうよ！

だめだよ！ 私たち未成年ていう設定じゃん！

ちょび。

設定かよ！

ジャーマンｘ4
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ぷらぷらブレイカーズ
ぷらぷらマンデー お化粧直して

ぷらぷら日曜日 ママとお買い物

ぷらぷらチューズデー お風呂で思った

ぷらぷら一週間 すぐに過ぎるの

たくさん買って 駅までお迎え

電車でおでかけ いいことあるかな

明日はマンデー 新しい世界

明日もきっと 楽しいだろう

ぷらぷら水曜日 ダンスのレッスン
一人で待ってて すぐに行くから

毎日楽しい でも一瞬ね

一品作って 逸品逃すの

毎日楽しい でも一瞬ね

青春時代は消耗品なの

ぷらぷら木曜日 お料理してみる

青春時代は消耗品なの

毎日楽しい事だけプラプラ

ぷらぷら過ぎてく私のブレイカーズ

毎日嬉しい人だけふわふわ
ぷらぷらブレイカー コンビニ寄ってく
一人で帰って やっぱ待ってて

ぶらぶら金曜日 昨日の噂が
LINEで拡散

本当の事に

ぷらぷら土曜日週末土曜日

プランタン

課題を残して 夜まで待ってて

ぷらぷらサタデナイ今夜に決めるの
寝ててもさなぎは生まれ変わるの
毎日楽しい事だけ
毎日嬉しい人だけ

楽しくバイセコー
子供はヘルメット着用なのだー

「街中に一人置き去りにされた私・・・・・・」
ピラリラ パッパ ピラリラ ポッポ ピラリラ プップ ピラリラリラリラ
ピラリラ パッパ ピラリラ ポッポ パーポポープップッププ （＊）
夜間無灯火 ダメ ダメ （ダメダメNG）
二人乗りは

信号無視も

正しく乗りましょ
（地球にやさしく） ウキウキ気分で

ダメ ダメ （ダメダメNG）

空気を

漕いで 漕いで 漕いで 漕いで 漕いで 漕いで

あなたに

漕いで 漕いで 漕いで 漕いで 漕いで 漕いで

吸い込んで
会いに行こう

私のお願い 聞いてほしいの 大切なあなたの 未来のために

みんなの笑顔を 無くさないため あなたと私の 未来のために

自転車は車道が原則 歩道は例外まずは減速

歩道は歩行者優先 徐行をしないといけません

漕いで 漕いで 漕いで 漕いで 漕いで 漕いで

正しく乗りましょ （地球にやさしく） ウキウキ気分で

漕いで 漕いで 漕いで 漕いで 漕いで 漕いで

漕いで 漕いで 漕いで 漕いで 漕いで 漕いで
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漕いで 漕いで 漕いで 漕いで 漕いで 漕いで

漕いで 漕いで 漕いで 漕いで 漕いで 漕いで

ダメ ダメ （ダメダメNG）

車道は左側を走るのだー 「レッツゴー！」

浦安マリンエンジェルスネオ
With...pupae

「レッツゴー！」

風切り

風切り

漕いで 漕いで 漕いで 漕いで 漕いで 漕いで

どこまでも

漕いで 漕いで 漕いで 漕いで 漕いで 漕いで

感じましょう

季節を

漕いで 漕いで 漕いで 漕いで 漕いで 漕いで

どこまでも

漕いで 漕いで 漕いで 漕いで 漕いで 漕いで

空気を

漕いで 漕いで 漕いで 漕いで 漕いで 漕いで

感じましょう

漕いで 漕いで 漕いで 漕いで 漕いで 漕いで

あなたに

漕いで 漕いで 漕いで 漕いで 漕いで 漕いで

（＊）
飲酒運転

ダメ ダメ （ダメダメNG）

乱暴運転

ダメ ダメ （ダメダメNG）

並走運転

ダメ ダメ （ダメダメNG）

季節を

漕いで 漕いで 漕いで 漕いで 漕いで 漕いで
漕いで 漕いで 漕いで 漕いで 漕いで 漕いで

吸い込んで
会いに行こう

ピラリラ パッパ ピラリラ ポッポ ピラリラ プップ ピラリラリラリラ
ピラリラ パッパ ピラリラ ポッポ 「リンリン！楽しくバイセコー！
！
！」

DISC 5
we are ぐーがる
時につまづく事もある だけど君がいるから

今日も楽しく みんなで踊ろう

頑張れる 私達をみててよ

昨日の事など 全部忘れて

さっぱりすっきりビタミンC

※この海・山・光 あふれる自然に

イエロー LOVE

あたし達のパラダイス

あなたに夢中 あなたに夢中

ちょっとクールにきめても

いつでもそばにいるよ

ラブリー見せつけ

胸ワクワク ドキドキ

※Repeat

ブルー LOVE

（we are googal karafuruna love sotobou girls…)

そんなに癒されたい

ぐーがる。
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愛の毒で包める 私がいるでしょ！
心のすきまをうめちゃう

グリーン LOVE

まだまだ声が小さい

笑顔で元気にいこうよ

セクシービームでメロメロ
ピンク LOVE

あたしについてこい

はじけるダンスタイム

みんな用意はいいかい？いくぜ

レッド LOVE

ノミタリアン女子
ベジタリアン ノミタリアン もう一杯

i am a i am a ア・アン・ア・アン

ノミタリアン・ア・アン女子

ノミタリアン ア・アン・ア・アン Hey

ステージのアイドルよりカウンターの呑みドル

ウタイタリアン ア・アン・ア・アン Hey

つまみはいつもの野菜スティック

ベシャリタリアン ア・アン・ア・アン

お近づきの印にカクテル一杯

胸いっぱい

ステキな笑顔で楽しまセールス

ベジタリアン ウタイタリアン もう一曲
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ベジタリアン ベシャリタリアン もう一回

i am a i am a i am a もう一軒
ハシゴリアン ア・アン女子

i am a i am a ア・アン・ア・アン

ノミタリアン・ア・アン女子

ベジタリアン ノミタリアン もう一杯

ノミタリアン ア・アン・ア・アン Hey

ベジタリアン ウタイタリアン もう一曲

ウタイタリアン ア・アン・ア・アン Hey

ベジタリアン ベシャリタリアン もう一回
ベシャリタリアン ア・アン・ア・アン

呑みドル愛子

アイドルのトークより呑みドルのベシャリ
ユーモアなベシャリにカクテル一杯
おすすめメニューの野菜スティック

笑いっぱい

ステキなベシャリで楽しまセールス
i am a i am a ア・アン・ア・アン

ノミタリアン・ア・アン女子

恋人たちのゆうパック
「あなたの声をもっと聞きたくて
泣いてしまいそうな夜も

歯を食いしばって耐えているんだよ」

なんてこと言われて平気？

魂が震えるくらい 本当はそばにいたい

どうしてふたりこんなに離れているのかな
届けたいのよ 私の全てを

どうすればいいの

ふたりの間に ゆうパック

小娘

誰にでもやさしい人だから

ものすごく心配なんだよ

姿が見えないってだけでもう 不安なのに
届けてほしい あなたの想いを

どうすればいいの

ふたりの間に ゆうパック
ふたりの間に ゆうパック
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DISC 5
DIVA降臨
言い訳ばかりで作り上げられた虚しい社会の中で
夢を見ることさえ忘れて記憶をさまよう

人は生きるためエネルギー懸けることすら忘れてしまったの?

まるで虚数空間の中を漂い流れる
何か夢があれば強く生きられるわ

早く声をかけて

仲間に今、気付かせてあげるわ
わたしたちDIVA!
わたしたちDIVA!

あなたが夢を見れるよう、
祈り続け歌うわ

わたしたちDIVA!

あなたに届けるわ この歌、
そしてLove and Peace

わたしたちDIVA!

あなたの夢が叶うよう、祈り続け歌うわ

あなたに届けるわ この歌、
そしてLove and Peace
あなたの夢が叶うよう、祈り続け歌うわ
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あなたに届けるわ この歌、
そしてLove and Peace

早く立ち上がって

勇気に今、気付かせてあげるわ

Shimane Diva Project

誰かそばにいれば強く生きられるわ

わたしたちDIVA‥‥
わたしたちDIVA!

自由と身勝手を履き違えていた若者

今日もどこかで無駄に命を削っているわ
強がっているのね

目と目を合わせて言葉を投げ交わす事を恐れてしまってる

それじゃ独りぼっちになるわ
逃げてるだけなの

canon ball
※

ゆずゆずふぁいやーx3 ふぁいやー
ゆずゆずふぁいやーx3 ふぁいやー
余計なものばかりさ you gotta easy day

カメラのファインダー キミが笑うよ
カメラがきっかけで 君と出会えた

あなたに ハイタッチ

もっと仲良くなりたい
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☆
★

※※

神様ありがとう キャノンのカメラでよかった
☆

bomb cue bomb じゃないけど

たまに歌詞をとばすけど びっくりこれは仕様です

ちょびっとちょびっと あなたのココロしのびこむのよ
★

canonballみたいにはじけそうな想い

いつかあなたに届けたくて

canonballみたいにあつくあつく燃えて

柚木りか

甘酸っぱいこの気持ちを
※

ふたりの写真で 時を止めた
make it possible

不可能なんてないさ

この手を伸ばして 繋がりたい

なるんだ！アイドル！
かわいくて きれいくて

うつくしいものしかみたくない

キラキラをつくりたい 一番になりたいな
大人になったら 美人になれるって

ずっとずっと夢見てた

願ってるだけじゃだめみたい

なれないからつくるんだ！

ママが言ってた

つくるんだ！ アイドル！

突然綺麗にならないかな

おばさんなんて呼ばないで

アイドルになりたかった ずっとずっと夢見てた

おもしろいことしかしたくない

でもでもこんな顔 明日目が覚めたとき

経験値0 でもめげない

たのしくて きもちくて

夢見るだけじゃだめみたい なれないなら願うんだ！

キラキラ輝きたい 一番になりたいな

なるんだ！ アイドル！

なるんだ！ アイドル！

おばさんなんて呼ばないで

おばさんなんて呼ばないで

うつくしいものしかみたくない

うつくしいものしかみたくない

経験値0 でも負けない
かわいくて きれいくて

キラキラをつくりたい 一番になりたいな

月乃あかり

アイドルになりたかった

大人になったら 落ち着きなさいって
パパが言ってた

でもでもこんな日々 明日目が覚めたとき
突然子供に戻らないかな

経験値0 でも負けない
かわいくて きれいくて

キラキラをつくりたい 一番になりたいな
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DISC 5
貴族で庶民な女の子
もじもじしないでしもじも 貴族だけどわたし庶民的
高嶺の花じゃないよ 野に咲くタンポポなの

オートクチュールのドレスよりも ジャージの方が落ち着くね
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わたしマリーアントワネットじゃない 結構普通の女の子
今日もケーキ焼けたよ あなたはいつ食べてくれるの

キャビアやフォアグラよりも タコやきパーティー
モーツァルトやバッハより カラオケの方が好き
豪華客船より公園で ボートを漕ぐ方が好き

わたしマリーアントワネットじゃない 中身は庶民な女の子
パンがないならケーキ食べればいいのに 私の手作りよ

もじもじしないでしもじも 貴族だけどわたし庶民的
ゲーテのオジサマよりも アニメ・マンガ好き

ドリンクバーではしゃいじゃう

髭男爵山田ルイ53世プロデュース
まどもあ54世

ビンテージのワインより
（飲めないから）
毎月貯金もこつこつしてる

モナリザ買ったつもり貯金（しっかりものなの）

わたしマリーアントワネットじゃない 結構庶民な女の子

パンがないならケーキ食べればいいのに 私の手作りよ

スマホだって上手に使える セールで服も買いたい
電車にだって乗っちゃうよ 駅までは馬車よ

モーツァルトやバッハより カラオケの方が好き
豪華客船より 公園でボートを漕ぐ方が好き

わたしマリーアントワネットじゃない 中身は普通の女の子
パンがないならケーキ食べればいいのに 私の手作りよ
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INTERESTING!!
この犬おもしろいね!!

the wonder world わはは! わはは!

This dog is interesting

ワンワンワワンワワンワン

カエルとイヌおもしろいね!!

The frog and dog are interesting

この猫おもしろいね!!

the wonder world わはは! わはは!

ケロワンケロワンケロケロワンワン

the wonder world わはは! わはは!

This cat is interesting

ニャンニャンニャニャンニャニャンニャン
the wonder world わはは! わはは!

おしえて？ なぜ！ なぜ！ おしえて？

チュンチュンチュチュンチュチュンチュン

Letʼs try it！ Looking for the interest things in your surroundings.

この鳥おもしろいね!!

摩訶不思議なワンダーワールド tell me why

This bird is interesting

the wonder world わはは! わはは!

このカエルおもしろいね!!

ケロケロケロケロケロケロ

tell me more

This frog is interesting

the wonder world わはは! わはは!

おしえて？ なぜ！ なぜ！ おしえて？

摩訶不思議なワンダーワールド tell me why

tell me more

Letʼs try it！ Looking for the interest things in your surroundings.
イヌとネコおもしろいね!

皮茶パパのおもて梨GALS
by KGY40Jr.

The dog and cat are interesting

ワンニャンワンニャンワニャンニャンワンニャン
the wonder world わはは! わはは!

ネコとトリおもしろいね! The cat and bird are interesting
the wonder world わはは! わはは!

ニャンチュンニャンチュンニャチュチュンニャチュチュン

トリとカエルおもしろいね!! The bird and frog are interesting
チュンケル チュンケルチュチュチュケルケル

求愛型無敵宣言 〜choice?がメイドだったら〜
Hurry up Hurry up Hurry up

今すぐ叫びたい 抱えてるだけじゃもう止まらない
一途ならば私だけを YES! 愛して

Hurry up Hurry up Hurry up

もしも それがchoice?だって事に 「ありゃりゃ!?」気付いて

いつも いつも いつも

掃除だって不得手 料理だって不得手 朝はやっぱ苦手 だからこそ・・・

一途ならば私だけを YES! 愛して

やる気満ちた私達 さあどうする？

【Tell me Tell me LOVE please】
carry on carry on carry on

決して負けたりしない この胸の内全部伝えて
いつか いつか いつか

君を振り向かせる 優しい眼差し向け見ていて
私達はchoice?だもの YES! 無敵です

今すぐ叫びたい 抱えてるだけじゃもう止まらない

許してくれるから 今日もワガママばかり言うけど

carry on carry on carry on

決して負けたりしない この胸の内全部伝えて
いつか いつか いつか

君を振り向かせる 優しい眼差し向け見ていて
私達はchoice?だもの YES! 無敵です
全てを捧げて それでもいたい場所が ここなんだ

もしも 宝物をガチャン 落とし割れた時でも

なかなか言えない 言葉を勇気出して 今言うね

もしも どこ？って探したら 疲れ君の布団に

一途ならば私だけを YES! 愛して

チワワな瞳（め）
で見つめてる さあどうする？
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仕事だって本気 夢にだって本気 明日もきっと元気 恋にだって・・・

【Tell me Tell me LOVE please】

もしも 家の前に突然 メイド服を着ている
少女が5人立っていた さあどうする？

choice?

もぐり込んでお昼寝を さあどうする？

DISC 5
First Date
お気に入りのスカート シャツは何色にしようかな？

約束まであと8時間 ドキドキして早起きしちゃったわ
下ろしたてのスニーカー 髪飾りはどうしよう？
約束まであと１時間

何度も鏡でチェックした

浮かれちゃうのも仕方がないの

大好きなあなたとファーストデート

ストレートの髪

内巻きにしたの

浮かれちゃうのも仕方がないの

大好きなあなたとファーストデート

ストレートの髪

内巻きにしたの

さよならの時間

悲しいけれど
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あなたは気付いてくれるかな？かな？かな？

だってあなたとファーストデート
……今日は１日ありがとう

あなたは気付いてくれるかな？かな？かな？
待ち合わせはいつもの駅 やっぱり早く着いちゃったんだ

「待った？」
「ううん、今来たところ」 何度も頭でシミュレーション
改札から人溢れ 爪先立ち 探して

目があったその瞬間

頭の中が真っ白になったわ

緊張しちゃう仕方がないの

永月ほなみ

大好きなあなたとファーストデート
俯いたわたし こんな気持ちに

あなたは気づいていないんでしょ？でしょ？でしょ？
手と手を繋いで歩き出す あなたの笑顔が眩しくて
会話なんて耳に入んない

私の彼はカレー好き
ワタシのカレはね カレーがダイスキで

カレーを食べて 大きくなるのさ

いつでもカレーをね パクパク食べてるの

う〜もう一杯 カレーよこせ カレーよこせ

ワタシもカレーをね 食べたくなっちゃうの

カレとカレーを食べよう！ カレとカレーを食べよう！

チキンカレー ビーフカレー

カレとカレーを食べよう！ カレカレカレーを食べよう！

そんなカレにね 見つめられちゃうと

カレとカレーを食べよう！ カレとカレーを食べよう！
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カレカレカレーを食べよう！ カレカレカッレカレーを食べよう！
カレカレカッレカレーを食べよう！ Ah〜おなかいっぱい！

カレカレカレーを食べよう！ カレカレカッレカレーを食べよう！
カレとカレーを食べよう！ カレカレカレーを食べよう！

カレカレカッレカレーを食べよう！ Ah〜おなかいっぱい！

コズミック☆倶楽部

ワタシのカレはね とっても食いしん坊
朝も昼も夜も カレーを食べてるの

そんなカレにね 抱きしめられちゃうと

ワタシもカレーをね 食べたくなっちゃうの
ドライカレー キーマカレー
カレとカレーを食べよう！ カレとカレーを食べよう！

カレカレカレーを食べよう！ カレカレカッレカレーを食べよう！
カレとカレーを食べよう！ カレカレカレーを食べよう！

カレカレカッレカレーを食べよう！ Ah〜おなかいっぱい！
う〜チキン う〜キーマ う〜ビーフ

全力！笑顔！宣言！
全力笑顔歌うよ 溢れる気持ちが止められない

全力笑顔踊るよ つまずく事もあるけれど

夢は叶わないなんて 誰かの声 そんなの全然関係ないよ

全然気にせず走るよ 今日も頑張るね

しょっぱいも苦いも 全部食べちゃうよ

MiMi

MiMi ステージに溢れる キラキラ輝く笑顔 同じ景色が見たいから

NANA 同じ景色が見たいから

全力笑顔 踊るよ 君に届くまで

そんなに甘いもんじゃない？ 望むところよ

居ても立っても居られない もう突っ走るだけよ

最後列まで叫ぶよ ワクワクしたいから

最後列まで叫ぶよ 一緒に歌ってね
（う〜いぇい！）

全力笑顔踊るよ つまずく事もあるけれど

全然気にせず走るよ キラキラしたいから
夢の中でダンスして 君と歌って 飛び跳ねて

全力笑顔歌うよ 腹の底から声出して

全力笑顔踊るよ つまずく事もあるけれど

全然気にせず走るよ 一緒に楽しもう
（う〜いぇい！）

大歓声 そこで朝だよ

全力笑顔歌うよ 溢れる気持ちが止められない 全力笑顔踊るよ

それでも心は ずっと跳ねてるよ

ワクワクしたいから

U-na 今はまだ見えない

夢に届くまで（いぇい！）

教室に滑り込んで ペンを走らす

CAMIYU☆

ステージに溢れる

U-na キラキラ輝く笑顔

居ても立っても居られない もう突っ走るだけよ
全力笑顔歌うよ 腹の底から声出して
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小さなつぼみだけれど スポットライトを浴びて
明日明後日明々後日 もう ぐんぐん伸びるよ
全力笑顔歌うよ 腹の底から声出して
最後列まで届くよう 今日も練習だ

キラキラしたいから

DISC 5
ここにキラッせ☆
「大漁だネ 一つとせ 一番づつに

積み込んで 川口押込む 大矢声」

おいで ここへ 地球のふるさとへ
（きらっせ）
古代からの 神秘が待つ 房総パノラマに

生まれる前から 知っている 母なる大地が癒すから
永遠につなぐ 波と 歌い継ぐ 町の ラプソディ

ふれて 見て 聴いて 届けたい
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「あいに きらっせ・・・ね。」

生まれる前から 知っている 母なる大地が癒すから
永遠につなぐ 波と 歌い継ぐ 町の ラプソディ

ふれて 見て 聴いて 届けたい
私達のまち ちょっと まめ知識
夏は涼し〜く 冬あったか〜い
海と大地の幸はおいし〜の

銚子元気娘

絶景の犬吠や 一面に続く 崖のジオラマは
意外と有名

2時間ドラマの崖シーン
「キャー」

ずっと ここは 地球のふるさとよ
（きらっせ）
古代からの 神秘が待つ 海のパノラマよ

あなたと過ごした 一日を 染めてゆく 夕陽のカーテン
満月が空に 登るなら 地球につなぐ 月の階段

生まれた時から 懐かしい 歴史にも 記憶にも刻む
天の川を 幾重にも 重ねたような 大地の奇跡
hoo̶

ハジメマシテ!!!
ハジメマシテ！
！
！ Ah この街から
（Yeah！）

笑顔！
（えがお！） 元気！
（ゲンキ！） 作り出すよ
ハジメマシテ！
！
！ Ah

ハジメマシテ！
！
！ Ah

胸にひめた想い

歌に！
（ウタに！） 乗せて 届けにいくよ きみに
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胸にひめた想い

歌に！
（ウタに！） 乗せて 届けにいくよ きみに
ドラマティックな展開（Yeah！*5）
連鎖反応

始まる
（Yeah！*5）

エンディングはいつだって
（Yeah！）
雨あがりのように
（Yeah！）
Make

miracle!!

大きな虹が

空に架かり輝く

パラレルドリーム

ハジメマシテ！
！
！ Ah この街から
（Yeah！）

笑顔！
（えがお！） 元気！
（ゲンキ！） 作り出すよ
ハジメマシテ！
！
！ Ah

胸にひめた想い

歌に！
（ウタに！） 乗せて 届けにいくよ きみに
ハジメマシテ！
！
！ Ah この街から
（Yeah！）

笑顔！
（えがお！） 元気！
（ゲンキ！） 作り出すよ

ちょうどイイ♪
意地っ張りなの☆彡 でもね一人は嫌い

そんなわたしを知ってるの 好きだよっ
季節が変わり今も 温かい腕の中

このまま眠りたいな Ah いつまででも
早いよっ！寝ちゃった… 今日も疲れているんだね

もうちょっとかまって 聞こえるはずないちょうどイイ♪
ホントはギュッとして眠りたいのよ 可愛い？いいでしょ？

（あなた）起こしちゃうかな？嫌な予感

指を絡ませる Mm… SPECIALなLOVE

みかん星☆彡

あなた全部ちょうどイイな♪ Just right
朝目が覚めて☆彡 でもね寝起きが嫌い
良かった あなたがいるの 大丈夫っ

もっと大人になれば いつもの“大人の事情”

素直に認められる？ No 現在（いま）のままじゃ
頑張ろっ！できるかな… 同じコトを思ってほしい

もうちょっと待ってて あなたで感じるちょうどイイ♪
ホントはキュンとして見つめたいのよ 可愛い？いいでしょ？

（あなた）気づいてるかな？恋の時間

髪撫でてくれる Mm… SPECIALなLOVE

あなた全部ちょうどイイな♪ Just right
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もうちょっとピッタリと

この瞬間もちょうどイイ♪
ホントは ホントはキュンとして見つめたいのよ 可愛い？いいでしょ？

（あなた）気づいてるかな？恋の時間

髪撫でてくれる Mm… SPECIALなLOVE

あなた全部ちょうどイイな♪ あなた全部ちょうどイイな♪
あなた全部ちょうどイイな♪

DISC 6
青森県反射材大作戦オリジナル応援ソング キラリ☆あおもり反射材
帽子 シューズ ランドセル

こども おじいちゃん おばあちゃん

付けっぱなしでいいんです

ピカッ☆と光って 知らせます

※

キラ☆キラ☆キラン☆

ピカ☆ピカ☆ピカン☆

ドライバーにも 安全・安心

制服姿の 中高生♥

傘やビジネスバックにも♥

01

大活躍だね反射材

反射するから反射材

ピカ☆ピカ☆ピカン☆

キラ☆キラ☆キラン☆

キラ☆キラ☆キラン☆

光って知らせて 安全・安心

ピカ☆ピカ☆ピカン☆

キラ☆キラ☆キラン☆

あおもりキラ☆ピカ ありがとう

ピカ☆ピカ☆ピカン☆

つけてハッピー ありがとう

※くりかえし

学校がえり 塾がえり
夜の犬のお散歩も♥

夜道でキラン☆と光らせて

けっこうオシャレな反射材

りんご娘

キラ☆キラ☆キラン☆

ピカ☆ピカ☆ピカン☆

【青森県 交通安全対策HP】

見つけてもらって 安全・安心

http://www.pref.aomori.lg.jp/life/bosai/koutu̲anzen.html

キラ☆キラ☆キラン☆

※この楽曲は
「青森県反射材大作戦」応援ソングとして青森県県民生活

ピカ☆ピカ☆ピカン☆

文化課 交通・地域安全グループによって制作されました。

いのち守るよ ありがとう

青い空の下、君の幸せを願ってる!
前進もぜ！ 顔を上げて！ 前進もぜ！ さあ！

泣いて 青い空の下 怒る

たくさん食べて 笑い合う
【笑い合う】

晴天の霹靂 それでもめげずに I can do【you can do it now】

君が注いでた愛

言葉の意味などよくはわからないけどもね

Thank you for your special many love

【人生は悲しいけど突然に立ち行かない】
わかっているのは 下を向かないで Let̀s GO
わかっていたいよ 僕の目指す道を
青い空の下

生きて 青い空の下

強く見据え 前進め
【前進め】

歩く

君よ幸せになれ 僕も幸せになるよ

笑顔で会おう 顔上げて
【顔上げて】

Thank you for your special tenderness

Survive-ZERO

青い空の下

前進もぜ！ 右向け右！ 前進もぜ！ さあ！ 前に！ 倣え！

ピンチな時こそヘコたれ負けずに I can do it【you can do it now】
後悔するのはダメとわかるまでいいよね
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僕は忘れない誓う

誇り胸に 顔上げて
【顔上げて】

前進もぜ！ 顔を上げて！ 前進もぜ！ さあ！

前進もぜ！ 右向け右！ 前進もぜ！ さあ！ 前に！
青い空の下

生きて 青い空の下

強く見据え 前進め
【前進め】

歩く

君よ幸せになれ 僕も幸せになるよ

笑顔で会おう 顔上げて
【顔上げて】
Thank you for your special tenderness
Thank you for your special many love
Become HAPPY

【本当に負ける時は諦めてやめた時さ】
わかっているのは 未来を信じて Let̀s GO
わかっているよね キツイ登り坂と

ハーモニー
今日のお天気は おひさまキラキラ

きのうの夜から わかってたよ

おひげがピクピク 知らせてくれたんだ

心はワクワク すてきな今日がはじまる！
ハーモニー ステップふんで

君がタクトを振れば まちじゅう笑顔になって
かなでるハーモニー 聞こえてくるよ
woo woo woo

どうしたんだろう うでくみプンプン
すねたおんなの子 だまったまま

おみみがピクピク 知らせてくれたんだ

ケンカはやめてさ なかよくみんなおいでよ！
ハーモニー さあ行進だ

ランドセルズ

君のあとにつづけば

まちじゅう笑顔になって
かなでるハーモニー
woo woo woo

だいすきな歌

ハーモニー ステップふんで
君がタクトを振れば

まちじゅう笑顔になって

かなでるハーモニー 聞こえてくるよ
かなでるハーモニー 聞こえてくるよ
woo woo woo
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DISC 6
掛時計
ふざけたコトバのカケラが

いつまでもこのままでいられたらいいのに

からこぼれ落ちて

時間気にしてはまたサヨナラが言えない

用意してた大事なモノ うまく伝えることができない

向かい合わせで座っても うつむくことしかできずに
二人乗せた赤い電車
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止ったままの掛け時計 キミとの残り時間

飾り気のない駅から出る

ツンとしたさえ しさにあふれていたんだ

いつも重なるように歩いた 川辺をかしむキミに

スカートの たくし上げて ハシャギあった日々を

泣かないように・・・ 泣かないけど

それまで変わらずにいて

いつか私が思い出してきっとこの場所にまた来るよ

何をしてあげれるのかな？

止ったままの掛け時計 キミとの残り時間

ツンとしたさえ しさにあふれていたんだ

スカートの たくし上げて ハシャギあった日々を

いつか私が思い出してきっとこの場所にまた来るよ
隣で目を伏せるキミの 横顔のぞき見ていたら

出会ったころが昨日のように思えてくるから不思議だよね
満開のサクラの下で誓った小さな約束

今でもまだ憶えている？ かなその手の温もりも

LOVE♥INA30

この街を離れるキミと この街を選ぶ私は
まるで壊れた掛け時計

止まってもう動かない・・・

でも ひとつひとつの大切な思い出はそこにあって
忘れずにいることは一生分の宝物

春色をいた絵の具でキミを描いてみる きっと心配はないね

ただちょっと淋しくなるかもね

HAPPY LOVE

Baby Baby LOVE ME DO! 【Baby Baby LOVE ME DO!】

退屈抱く街が

LaLaLaLa LOVE YOU MORE! 【LaLaLaLa LOVE YOU MORE!】

LaLaLaLa LOVE FOR YOU

鮮やか色に染まる 君に出会えた It's so magic

夢と現実（いま）
の狭間さまよう Dreaminess

LaLaLaLa LOVE ME DO! 【LaLaLaLa LOVE ME DO!】

Baby Baby LOVE ME DO! 【Baby Baby LOVE ME DO!】
LaLaLaLa LOVE FOR YOU

君が刻むメロディ

Baby Baby LOVE YOU MORE! 【Baby Baby LOVE YOU MORE!】

Wow Yeah【Wow Yeah】 Wow Yeah【Wow Yeah】
So Sweet

僕を愛して LaLaLaLa LOVE STORY みたいな恋してる

信じない 信じたい 回り出すメリーゴーランド

気付いてない 気付いてる 弾け飛ぶストロベリー

LaLaLaLa HAPPY LOVE! 【LaLaLaLa HAPPY LOVE!】

これは君と僕に始まる Destiny

リズムに合わせ 手を取り合い踊ろう

LaLaLaLa LOVE ME DO! 【LaLaLaLa LOVE ME DO!】

Wow Yeah【Wow Yeah】 Wow Yeah【Wow Yeah】

LaLaLaLa LOVE FOR YOU

Baby Baby HAPPY LOVE! 【Baby Baby HAPPY LOVE!】

So Sweet
明日朝

君が大好き LaLaLaLa LOVE STORY みたいな恋してる

起きた時に 僕はね思うだろう まさか幻…

It's no dream

気付いてない 気付いてる 弾け飛ぶストロベリー

Baby Baby LOVE ME DO! 【Baby Baby LOVE ME DO!】
君が刻むメロディ

LaLaLaLa HAPPY LOVE! 【LaLaLaLa HAPPY LOVE!】

Baby Baby HAPPY LOVE! 【Baby Baby HAPPY LOVE!】
愛し合おうよ 歌いながら二人

これは君と僕に始まる Destiny

Wow Yeah【Wow Yeah】 Wow Yeah【Wow Yeah】

LaLaLaLa LOVE ME DO! 【LaLaLaLa LOVE ME DO!】

例え夢でも抱きしめる リズムに合わせ 手を取り合い踊ろう

ふたつめの太陽
土煙巻き上げて 駆け抜けるスパイク

風のように現れた 君は私にとっての ふたつめの太陽
いつか 手を繋いで 夕暮れの帰り道 歩いてみたい
二人だけの時間 秋に咲く花のように 儚いけれど

気付いて
（WOO WOO WOO） 私に
（WOO WOO WOO）
見つけて
（WOO WOO WOO） 私を
（WOO WOO WOO）
風に靡く君の髪 青いユニフォーム

誰よりも輝いて 君は私にとっての ふたつめの太陽
今も 自分の気持ち 言い出せないままに ただ見つめてる
赤い夕陽の中 グランド駆け抜けていく 風のような君
応えて
（WOO WOO WOO） 私に
（WOO WOO WOO）
奪って
（WOO WOO WOO） 私を
（WOO WOO WOO）

CREO（美咲希アヤカ）

君が起こすミラクル

愛し合おうよ 歌いながら二人

信じない 信じたい 回り出すメリーゴーランド

Rizumu
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夜明けの近い街で 偶然に君と出会い

それはまるで 突然始まるストーリー

君を見る度に惹かれた 誰にも言えない気持ち

君と話す度に気付く 叶う事の無い→「愛してる」
涙が溢れる前にね 私からいなくなるね

夜空に煌く星のよう 10の背番号 片想い

So Sweet

僕を愛して LaLaLaLa LOVE STORY みたいな恋
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DISC 6
はむスター
ハムスターりな ハムスター ハムスターちゅっちゅっちゅっー
ハムスターりな ハムスター ハムスターちゅぅぅぅー

さぁ出掛けましょう いつものチーク ほくろは0時に消えちゃう魔法
表参道お買い物して 原宿駅から今日は旅立つの

ハムスターでスー ハムスター ハムスター

スースースー ハムスターでスー ハムスター
ハムスターうふふっ
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ちょっと混みすぎているでしょ 金曜日の午後から 抜け出して GO！
ハムスターりな ハムスター ハムスターちゅっちゅっちゅっー
ハムスターりな ハムスター ハムスターちゅぅぅぅー
（セリフ）

イボンチュマレ ハングギラン テマンカルッカセンガクチュンイヤ

マシンヌンゴモック ショピンドゥハグ ッチャルッケ チャムドアンチャ

ゴッパクセゲカッタオリョゴ

まずはお茶しよ ソルロンタンで でもかわいいから コムたんスープ

ホンデイック
（弘大入口駅）
の横道を ノリト公園まで 駆け抜けて GO！
ハムスターニダ ハムスター ハムスターちゅっちゅっちゅっー
ハムスターニダ ハムスター ハムスターちゅぅぅぅー

ハムスターニダ ハムスター ハムスターちゅっちゅっちゅっー

苺りなはむ

ハムスターニダ ハムスター ハムスターちゅぅぅぅー
ウォロアスモックムトイル ここはどこ？ん？ん？ん？

バイラ レイバル 台北！ いまなんじ？うーーーーーん。。
ハムスターでスー ハムスター ハムスター スースースー
ハムスターでスー ハムスター ハムスター スーーー

H・M・J！
H・M・J…

H・M・J…

学校では普通の娘 そんな時もあるけれど

カムフラージュわかるかな？ ヒミツを持ってる
S O Sをキャッチして 仲間の危機
姫路城の建立に誕生☆革命児

助けるよ

一人ならきっと あきらめる事も

五人よれば 知恵がでるよ 何か出来るはずさ
☆

姫っ娘5

H・M・J！ 肩を組んで

H・M・J！ 手をつなごう

H・M・J！ 最強パワー 姫路いちの大旋風
H・M・J！ 仲間同士

H・M・J！ 声だして

H・M・J！ 固い絆 どんな敵も逃げ出すよ Go! Go!
一人一人

性格は天と地ほど違うけど

自分にない特別な力

備えてる

アドレスなんてなくていい 君のサイン見つけるよ
歴史的な幕開けに乾杯☆ご愛敬

鮮やかなライト 照らされた New Comer

五者五様 プラス・アルファ ピンチ救うはずさ

H・M・J！ 力合わせ

H・M・J！ 戦おう

H・M・J！ 仲間同士

H・M・J！ 信じよう

H・M・J！ ライバルでも 今日は一時休戦だよ
H・M・J！ 500倍

Fight 元気

見せちゃうよ Go! Go!

（セリフ）

「Hmjって何のことだっけ？」

「アンタ忘れたの？エイチ・アイ・エム・イー・ジェー・アイ！
ヒ・メ・ジのことでしょ！」

「え？ ハム・マヨネーズ・ジャムだと思ってた」

「もう！ 私たちの正式なユニット名はHmj姫っ娘5なんだよ！
しっかりして！ 」

「そう！ しっかりして！ 食いしん坊なんだから！」

「…他にあるかなあ？ ハンバーグ・マーボー豆腐・
…ジ・ジンギスカン…？」

完璧な答え わからない時も
五人よれば知恵がでるよ 何か出来るはずさ
（☆repeat）

H・M・J！ 正式名称

H・M・J！ 覚えてね

H・M・J！ 仲間同士

H・M・J！ 信じよう

H・M・J！ 姫っ娘5
H・M・J！ 500倍

姫路城を守っちゃうよ

Fight 元気

見せちゃうよ Go! Go!

Actress
やめてくれない？ 子供扱いは

都合のいい言葉にはもう 騙されないわ

今までのはほんの お遊びだと気付かないの？
Ah 格好つけた大人に 何がわかるのよ
嘘でしょ 嘘なの？信じられない
作り笑いでは 誤魔化せない

私の心は張り裂けそう 震えてるの 一人きりで
止んでくれない 雨降りの中

笑顔 仕草 全て 私に見せて

見てて 見てて 見てて 私のことだけ見てて

どこへも行かないで

Ah 演じていたの 本当はただのコドモよ
ダメだよ 無理だよ 我慢できない
凍らせた心は 直ぐに溶けて

両目を伝った この涙も 止められない
嘘でしょ 嘘なの？信じられない

言い訳なら 目を見て言って

私の心は張り裂けそう 震えてるの 一人きりで

Ah 傘から落ちる 雨水頬を濡らした
見せない 絶対 心だけは 人形の様に凍りつかせ

危ない女の子シスターズ

いつも いつも いつも あなたの

待ち合わせの時間は過ぎ

メール届く 見たくないわ

本当の私を隠すために 守るために
泣かない 泣いてない この雫は
先に泣き出した空のせいよ

弱くて 弱くて 強くなれない
立ち尽くすの 一人きりで
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作り笑いでは 誤魔化せない
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DISC 6
LIFE IS THE GAME
やめられない Don't Stop ギリギリ 始まりのゴング打ち鳴らせ！
止められない 病み付きちゅーいっと ちゅーいっと

わかってまーすって Dancing Dancing ブギウギう〜
可愛くって 大胆に Rolling Rolling

とんでもね〜なダッシュ奪取！ Yeah×３
暇じゃないって 毎日が

Glowing Glowing

くせになる 気になる 好きになる

ジュネス☆プリンセス

ハイテンションで 西へ東へ バラまくレス受け取ってね
完全勝利 天下を獲んぜ FLY！ いざゆかん かかれ！
鋭く高く願いを放て！ 夢と希望の Happiness
鳴らせいのちの鼓動

一瞬 一瞬刻んで

飛ばされたって また立ち上がる
全身全霊 Every Day

望みは空より高くあれ〜

3、2、1 GO！ 1を聞いたら10を知る。

己を信じて乗り越える。 壁に耳あり障子にメアリー

混ぜるなキケン バチバチと化学反応 火花を散らす

あいつもこいつも あっちもこっちも〜

清く正しく今に抗え！ 涙は拭いて Loneliness

オレ〜 オレ〜

I know U know 何も言わなくてもう わかっちゃうすべて

燃やせ 命の炎

一瞬 一瞬刻んで

怯むな進め 愛を抱いて

電光石火 Every Day トキメキ 届けたい君まで〜
All day All night

電気ショック DA ビリビリ

You and I あが〜 る Survival

ワンチャンちょうだ〜い まっすぐに
Going Going
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人生はGAME

満員御礼

清く正しく美しく!!

集まりし 五つの希望の光 この身が朽ち果てるまで〜 走れ！
清く正しく今に抗え！ 涙は拭いて Loneliness
燃やせいのちの炎

1瞬 1瞬刻んで！

怯むな進め 愛を抱いて 歩きだそうぜ〜

いつもこの場所で待ってるから〜

夢と愛の狭間でゆらゆらゆ〜

forever my friend
かさねた この手を離せば

ナミダに 流されてしまうよきっと
エイエンなんて night!

がんばったって night!

気付いていたよ
心は今も

むりしすぎてたね forever my friend to your heart
バイ bye by my ボーイフレンド

レモン味の思い出を だから

そらに届け wow wow また会えるね
れきしは全ての人にあり

だれもが自分を生きる主人公ね
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負けないで my friend

はしる君のその姿 わすれないから my friend

すきさこぼれおちる ナミダ

マイ my mine is ボーイフレンド

けして忘れはしないよ wow wow
ルビーの 深い赤の底に

ミラクルマーチ

ナミダは 君の心の色なのね

ナイシンずっと cry! ごめんね、僕は
にくらしいね cry!

高鳴る心

ガマンできなくて forever my friend to your heart

アイ need U're my ガールフレンド
つみつくりな君のこと

てさぐりで U're my ガールフレンド
もう心に仕舞うけど

君だけなのさ ガールフレンド

のぞむ、君のしあわせを

みつめているよガールフレンド

かなう、 たくさんの夢が wow wow

Tic-Tac-Tic
ほら Tic-Tac-Tic 迷わずに

ねえ Step-by-step 踏み出そう

いつか見た 夢の背中 必ず 追いつくよ
回り 回る 街の中 寂しさに追われ

出会い 別れ 何度も繰り返し この場所にいるよ
輝いた日々 描いていたけど 簡単じゃない今は

でもね ずっと 負けたくない
ほら Tic-Tac-Tic 迷わずに

ねえ Step-by-step 変えられる

生きている その全てが 未来を 創ってく

ほら Tic-Tac-Tic 忘れない

ねえ Tap-Too-Top 悔しさを

誰もみな 戦ってる 涙を見せないで
躓いて 見上げた空は あの頃と 同じで

このまますっと 楽しいけど ずっと もっと
もっと 先の 景色 眺めみたい

ねえ Step-by-step 踏み出そう

ほら Tic-Tac-Tic 迷わずに

ほら Tic-Tac-Tic 刻んでく

いつか見た 夢の背中 必ず 追いつくよ

いつか見た 夢の背中 必ず 追いつくよ
ねえ Step-by-step 時の針

三好爽

ほら Tic-Tac-Tic 一つずつ

ねえ Step-by-step 踏み出そう

譲れない 想いだけを 両手で抱きしめる

ほら Tic-Tac-Tic 刻みたい

巡り 巡る 時代たち 動いてく世界

いつまでも 私らしく 心で 笑いたい

笑い 泣いて お互いを認めて 強くなってゆく
戸惑いの日々 悩んでいたけど 単純じゃない情熱
胸の 鼓動 信じている

ねえ Step-by-step Dear Rhythm

ほら Tic-Tac-Tic 続いてく

ねえ Step-by-step 夢の道

後悔は しないように 明日に 誓うよ
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DISC 6
恋のmusic
上手くいかないことがあってヘコんでる時もあるし

暗い辛い悲しい・・・そんなときは思い出してほしい

ひとり泣きたいこともあるんだ

メールだって電話だってOK

Yo!Yo! 答えがみつからない

もううつむかないよ

みんな集まって騒ごう Letʼs party, yeah!!

Hey! 明日へJump up

迷路みたいな道にハマって

暗い辛い悲しい・・・そんな時は思い出してほしい

メールだって電話だってOK
電話しちゃおうかな？
※

Hey! 恋のmusic

Hey! 届けmusic

トキメキに舞うパーティタイム

Hey! Just movinʼ このワクワクは

キャラメル☆リボン

YO!YO! 落ち込んでるときも

みんな集まって騒ごう!Letʼs party, yeah!

戸惑いを希望に変えて

少し軽くなって

Hey! 騒げmusic

Hey! 歌えmusic

Hey! Just Movinʼ

愛をありがとう

笑って はしゃいで勇気取り戻して
泣き顔も笑顔にかわる
もう大丈夫

無き顔も笑顔にかわる

※Refrain

Hey! Just Movinʼ

もう大丈夫

愛をありがとう

Hey! 走れJump up

Hey! Just Movinʼ

未来へ続く 夢のチケット

Hey! 騒げmusic Hey! 歌えmusic
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『雨が降っても風が吹いてもいつでもここにいる』
と
励ましてくれた君がいるから

今日も笑って過ごせるeveryday
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聖☆ボナプロ学園
清く正しく生きてゆく
聖☆ボナプロ学園
聖☆ボナプロ学園

1・2・1・2・3・PYON!

キラキラの太陽浴びて走り出す

（猛ダッシュ！
！）学びの庭

いつからか自然に友達になれた

（超たのしい！
！）
あなたがいる
悲しい時は 落ち込まないで

わたしがそばにいる NE!

必要なのは3つだけ「正義・努力・友情」
清く正しく生きてゆく聖☆ボナプロ学園

みんなとの思い出の数増えてゆく

（プリクラも！
！）素敵な日々

泣きたい時は 笑わせるから

いつでも一緒だよ NE!

ゆっくり大人になりましょう きっとこの先ずっと
いくつになっても忘れない 聖☆ボナプロ学園

聖☆ボナプロ学園

聖☆ボナプロ学園
1・2・3・PYON!

どろいどろんこん
無力な一日ならばー

どろい子スイッチOn
緑あぼがどひとくち

皆魔法に掛かって

みーどり色染み付く

ゼウンリョクゼウンシンOK!（カタカナは全力前進です）

どろいどろんこん魔法の言葉

さーどろい子のドロイで

どろい踊り通り

みーどり色染み付く

どろいどろんこん魔法の言葉で

皆魔法に掛かって

どろいどろんこん魔法の言葉
でーみんな楽しく踊ろうよ

どろい踊り通り

みーどり色染み付く

どろいどろんこん魔法の言葉で
100テラフルパワー充電完了
双子もスイッチOn

ドロイ子ちゃん＋ぷらす

さーどろい子のドロイで

緑あぼがどウマウマ

ゼウンリョクゼウンシンOK!
例え退屈な時

引き篭もらずに

魔法の言葉があれば

いつでもどろい子に
会える

でーみんな楽しく踊ろうよ
みーどり色染み付く
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DISC 6
マインドトラベル
かかと鳴らして 世界を歩きたい

扉を開ければ 夢にまでみた あの搭乗ゲート

カバンにつめた 気持ちは満タン

見て 触れて 感じて どこにでも行ける このパスポート
広がれ 無限の世界！ 地球をひとっ飛び

漕ぎ出せ海原へ マインドトラベル 行こうよ
地図を広げて 準備は万端
船

汽車

飛行機

初めてばかり 私たちのツアー

カメラ片手に 夜ふかし クルーズ

いつまでも起きてたい なんて素敵なの夜空のディナー
伝われ この気持ち あなたと 2人で

ガイドブックにない 旅に出れたら いいな
広がれ 無限の世界！ 宇宙もひとっ飛び

飛び出せ星空へ マインドトラベル 連れてって
人も自然も街もまぶたに 全部が映るよ

目を閉じたら またあの彼方に出かけよう

amiina
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