Everybody Party 今夜は ヤなコト忘れて
Groovin' your body さあ一緒に！
Crap your hands Step your feet
Jumpin',jumpin' laughin' all the night

Lyrics

ファストフードで 将来考えて
あ〜だこ〜だ 悩んでもしょうがないじゃない

No.2

※無断転用、無断使用は堅くお断りします。

Woo 流行のスタイルに Ah 踊らされないで
一日一歩 三日で三歩 自分の足で歩き出そう

６.『今すぐ青春』藪下 将人

Everybody Party このまま 飾らずにいこうよ
Groovin' your body さあ 朝まで
Crap your hands Step your feet
Jumpin' jumpin'

作詞：藪下 将人 作曲：藪下 将人

編曲：今川 瞬

今の目標は何と 聞かれてもすぐ答えられない
中途半端な半人前の Ｂｏｙｓ
意味がないと動けない 動かなくても悔いは無い
それでいいのか分からない 青春の日々
今動かなきゃ しょーがない 人生の中で
人が僕を必要としてくれるのなら 今すぐ
それに向かって行かなくちゃ
僕の存在が 本当にわからなくなっちゃうから 今すぐ
面白い事が無いと 走り出せない Teens
今となっては思い出話だ Ｍｅｎ
やっと自分のやりたい事を 見つける事ができたよ！！
さあ！！何度でも始めよう 青春の日々
今動かなきゃ 意味がない 人生の中で
君の未来を 照らし出す光がさしたら 今すぐ
それに向かって船を出せ
後悔の波にのみこまれてしまっちゃうから 今すぐ
今動きたくって しょーがない 人生の中で
君が僕を必要としてくれるのなら 今すぐ
君に会いに行きたいよ！！
僕と一緒に この海山川超えちゃうから 今すぐ

７.『月髪〜tukigami〜』野良-NORA作詞：野良-NORA-・NOBUAKI 作曲：野良-NORA-・NOBUAKI
編曲：S＆R
愛しい瞳に映る 月は日ごと欠けてゆく
届かぬままに ひたむきな その背にうたれて
指を胸で結び 祈る思いに似たつぼみ
花開く手のひらでつつむは 愛しいひとのため息
弧を描きながら 広がってゆく

Everybody Party 今夜は ヤなコト忘れて
Groovin' your body とことんいこうＹｏ！
Crap your hands Step your feet
Jumpin' jumpin'
Everybody Party このまま 飾らずにいこうよ
Groovin' your body さあ 朝まで
Crap your hands Step your feet
Jumpin' jumpin' laughin' all the night

９.『しぼりたての夏』畑中 陽介
作詞：NOBUAKI 作曲：畑中陽介・NOBUAKI

編曲：S＆R

夏の匂いのシャツが パラソルと踊る ありふれたメロディに くるんだロマンス
悲しい結末なら はいて捨てるほど なのにまた加速する
ハイビスカスの色が あざやかすぎるね 誘い文句をハネて 届かないくらい
古いトランジスタから 流れるアイ・ラブ・ユー 振り向いた Sweet heart
視線の行く先を 探してる間に 秒殺されてしまいそう
無鉄砲なビート ちょっと待ってせつなさまで
まだまがあるだろう 言葉を探すくらいの
かきあげた前髪のすき間より細い 君の手足はまるで羽のように軽く
一人前になった筈の記憶さえ コナゴナで キラキラ
視線の行く先を 探してる間に 秒殺されてしまいそう
無鉄砲なビート ちょっと待ってせつなさまで
まだまがあるだろう 言葉を探すくらいの
きらめく夕波に 星座の夜が降りて 日に焼けた肌をつつむ
思い通りなんて らしくもないのだから
撃ち抜かれたハートへ 喉から注ぐカクテル しぼりたての夏

手折られるまま もの言わず なぐさめましょう
密かに咲き誇り そっと そばで

10.『windy day』鎌田 純子

泣いて 泣いて 泣いて 泣いて 染め抜いた花びらが
音もさせず はらりはらりと 落ちて枯れる日まで

作詞：鎌田 純子・NOBUAKI 作曲：今川 瞬・鎌田 純子
編曲：今川 瞬
The wind is rising, going down.（風が吹いてきた） 見知らぬ風と言うのに
It's a beautiful day.（今がそのとき）この背中を押されて

愛しい胸に抱かれた はるかな月に
はせる痛みに似た 思いあふれ
十五夜過ぎた十六夜の 蒼く細く縁をなぞり
音もさせず はらりはらりと 落ちて枯れる日まで
泣いて 泣いて 泣いて 泣いて 染め抜いた花びらが
音もさせず はらりはらりと 落ちて枯れる日まで

レールを嫌がって 気付けば 行く先さえ見失って
後悔ばかりで 何一つ 目的もわからなくて
きっと答えなんて だれひとり知らないんだからと
ヒラキナオルコト 勇気と思えはじめたのに
手のひらに落ちた ナミダが 乾けば 希望に なるような気がした

堕ちて 枯れ果て

Anywhere it's you!（どこにいてもそれがあなたです）まだ終われないよ
くやしさやイジなんかじゃなくて もっと 知りたい
wonderful world（すばらしい世界）

８.『今夜はＰ.Ｐ.Ｐ.！』ダイナマイトしゃかりきサ〜カス

もっと夢中でいたあの頃と 何が変わったのだろう
時の流れの早さも 誰かのせいにしてきた

作詞：ゆうき 作曲：ゆうき

編曲：佐藤 泰吾

山積み資料や 面倒な仕事に
うんざりしてても しょうがないじゃない

後戻りできない道だと いつも言いながら
好きなものだけを 見つめて あとは捨てていた
思い返したら どれも 自分で選んだ 後悔と戸惑い

彼との旅行も ドタキャンされたって
ビールに枝豆 部屋飲み Gooじゃない

Anywere it's you! 全部受け入れたら
全て自分色（オリジナル）になってく やっと歩き出せる

Woo イライラしたり Ah 落ち込んだって
苦がありゃ 楽もあるさ ポジティブに行こう！

Anywere it's allright!（どこでもそれは問題ない）全部 ありのままに
この瞬間（とき）も 新しい自分も まだ見ぬ未来（あした）も
anytime singing（いつでも＜風が＞うなっている）

