
 

1)           BEAUTIFUL WORLD  
(2007) 

作詞：宇多田ヒカル 作曲：宇多田ヒカル 

歌手 : 宇多田ヒカル 

 

It's only love 

もしも願い一つだけ叶うなら 

君の側で眠らせて どんな場所でもいいよ 

Beautiful world 

迷わず君だけを見つめている 

Beautiful boy 

自分の美しさ まだ知らないの 

 

It's only love 

 

寝ても覚めても少年マンガ 

夢見てばっか 自分が好きじゃないの 

 

何が欲しいか分からなくて 

ただ欲しがって ぬるい涙が頬を伝う 

 

言いたいことなんか無い 

ただもう一度会いたい 

言いたいこと言えない 



 

根性無しかもしれない 

それでいいけど 

 

It's only love 

 

どんなことでもやってみて 

損をしたって 少し経験値上がる 

 

新聞なんかいらない 

肝心なことが載ってない 

最近調子どうだい? 

元気にしてるなら 

別にいいけど 

 

僕の世界消えるまで会えぬなら 

君の側で眠らせて どんな場所でも結構 

Beautiful world 

儚く過ぎて行く日々の中で 

Beautiful boy 

気分のムラは仕方ないね 

 

もしも願い一つだけ叶うなら 

君の側で眠らせて 

 



 

 

2)            KEEP TRYIN  
(2006) 

作詞：宇多田ヒカル  作曲：宇多田ヒカル 

歌手 : 宇多田ヒカル 

 

I don't care about anything 

どうでもいいって顔しながら 

ずっとずっと祈っていた 

無い物ねだり 

ちょっとやそっとで満足できない 

だから keep trying 

 

十時のお笑い番組 

仕事の疲れ癒しても 

一人が少しイヤになるよ 

そういうのも大事と思うけど 

 

去年より 面倒くさがりになってるぞ 

挑戦者のみ もらえるご褒美 

欲しいの 

 

I don't care about anything 



 

ちょっと遅刻した朝もここから 

がんばろうよ 

何度でも期待するの 

バカみたいなんかじゃない 

だから keep trying 

 

ほんとは誰よりハングリー 

気持ちの乱れ隠しても 

毎朝弱気めな素顔映す鏡 

退治したいよ 

 

月夜の願い 美しいものだけれど 

標的になって 泥に飛び込んで 

Lady,レッツゴー 

 

I don't care about anything 

クールなポーズ決めながら 

実を言うと戦ってた 

大切な命 

とっても気にしぃなあなたは少し 

休みなさい 

 

「タイムイズマネー」 

将来、国家公務員だなんて言うな 



 

夢がないなあ 

「愛情より money」 

ダーリンがサラリーマンだっていいじゃん 

愛があれば 

 

I don't care about anything 

どうでもいいって顔しながら 

ずっとずっと祈っていた 

無い物ねだり 

もっとだもっとだ満足できない 

だから keep trying 

 

どんぶらこっこ 

世の中浮き沈みが激しいなあ 

どんな時でも 

価値が変わらないのはただあなた 

 

少年はいつまでも いつまでも片思い 

情熱に情熱にお値段つけられない 

お父さん keep trying, trying 

お母さん keep trying, trying 

お兄ちゃん、車掌さん、お嫁さん keep trying, trying 

 

 



 

3)            Close to You  
(2002) 

作詞：浜崎あゆみ 作曲：CREA 

歌手 : 浜崎あゆみ 

 

ねぇ 変わってくものは 

確かにあるけれど 

ねぇ 変わらないものも 

ここにはある事を 

信じていられるようになったのは 

伝えてくれる君がいたから 

 

誰もいつかたったひとりの 

人に出会うため歩いてく 

 

僕は君に出会うそのため 

歩いてきたんだろう 

 

ねぇ これからも同じ 

景色を見て行こう 

これから先どんな出来事が 

待ち受けていても忘れないで 

 



 

いつでも君のそばにいるよ 

他には何も出来ないけど 

 

涙の日も笑顔の日にも 

君のそばにいよう 

 

誰もいつかたったひとりの 

人に出会うため歩いてく 

 

いつか生まれ変わったとしても 

きっと君を見つけるんだろう 

 

僕は君に出会うそのため 

また歩いてくんだろう 

 

4)            A Song Is Born  
(2001) 

作詞: 浜崎あゆみ 作曲: 小室哲哉 
 

歌手 : 浜崎あゆみ 
 

はるかはるか数億年もの 

遠い昔この地球は生まれた 



 

くり返される歴史のなかで 

僕らは命受け継いだんだ  

私にはこんな場所から  

この歌を歌う事でしか  

伝えられないけど  

もう一度だけ思い出して 

僕らの地球のあるべき姿  

そしてどうか忘れないで  

どうかどうか忘れないで  

きっときっとそんなに多くの  

事は誰も望んでなかった  

それぞれの花胸に抱いて  

いつか大きく咲けるようにと  

私にはこんな場所から  

この歌を歌う事でしか 

伝えられないけど  

君がもしほんの少しでもいいから 

耳を傾けてくれればうれしいよ 

もう一度だけ思い出して 

泣きながらも生まれついた  



 

君の夢や明日への希望  

そう全てがこの地球にある  

私にはこんな場所から  

この歌を歌う事でしか  

伝えられないけど 

君がもしほんの少しでもいいから 

耳を傾けてくれればうれしいよ 

もう一度だけ思い出して 

僕らの地球のあるべき姿 

そしてどうか忘れないで 

どうかどうか忘れないで 

 

 

5)           オレンジ ラブ  
(1999) 

作詞 : 小室哲哉  歌手 : 小柳ゆき 

 

幸せな優しい気持ち かさなりあう視線 

触れ合う唇 暖かいオレンジ色の時間 

見つめて感じて微笑んで 太陽より熱く 



 

そして二人は誓う神様に いつも愛はここにあると 

 

夢を語る君の目は 果てしない闇を照らす星 

その仕草に心を 甘く溶かされていく 

 

You make me feel so good... 

And I know that it's from heaven above 

I'm in love with you... 

I just want you to give me your love 

I close my eyes... say a prayer... 

You make me happy because you are near 

 

どこまでも高く 二人で上ろうよ 

 

限りなく続く未来には輝く光 

瞳を閉じれば感じるの あたたかい君のこと 

空を仰いで このソウルをリズムに乗せて 

手を翳し神様に感謝するこの愛に出会えた事 

 

空がとても高いから 駅までをブラブラと歩いた 

何かを見つけ はしゃぐ君の 横顔に KISS をする 

 

つないだ手と手は 離さない Ah‐ yay 

 



 

Tuah la la la... 

Tuah la la la.. 

 

 

6)         Chase the Chance 
(1995) 

作詞 : 小室哲哉   歌手 : 安室奈美恵 

 

そんなんじゃないよ 楽しいだけ 

止まらない衝動に 従うだけ 

 

平坦な感動に興味はない 

退屈な時間はいらない 

Hey Yo! 

 

Just Chase the Chance 信じてる道は 

Chase、Chase the Chance まっすぐに生きよう 

夢なんて見るモンじゃない 

語るモンじゃない 

叶えるものだから 

 

Just Chase the Chance 誰も止められない 



 

Wild & Touch 暴れ出した欲望 

Just Chase the Chance 愛も夢もぜんぶ 

この胸にはいつだってあふれてる 

 

楽しまなきゃ生きてる意味がない 

だけど楽しいばかりじゃハリがない 

山も谷もない道じゃつまらない 

ジェットコースターにならない 

教えこまれた協調性 

イイ子はイイ子にしかなれないよ 

もうどうしようもないビンビン来てる 

Just Chase the Chance 

 

もうちょっと抱いていて欲しい時も 

タイムリミットは曲げない主義でいたい 

 

愛なんて美しくなくっていい 

こわいくらいでもいい 

 

もうずっと昔に欲しかったような 

ねだるような 気持ちをおぼえてる 

 

手に入れるまで泣いたこと 

ダダをこねたあの日を 



 

Hey Yo! 

 

Just Chase the Chance もうもどれないって 

Chase、Chase the Chance 嘆かないでいい 

夢なんて過去にはない 

未来にもない 

現在追うものだから 

 

Just Chase the Chance 立ち止まらないで 

Don't Look Back 覚悟はいいかい? 

Just Chase the Chance この手でつかもう 

甘くそして危険な夢の実を 

 

もうなんだってアリみたいな時代だから 

モタモタしてちゃ損だから 

A to Z だけじゃ足りなそうだから 

身体で話そう 

誰のせいでもないから怒らないけどね 

近頃つまらない 

つまらなければおかしくすればいい 

Chase、Chase the Chance 

 

どうやって君は夢を守るの? 

かかえきれない夢守るの? 



 

 

どうやって君は愛を探すの? 

抱きしめることでわかるの? 

Hey Yo! 

 

Just Chase the Chance 信じてる道は 

Chase、Chase the Chance まっすぐに生きよう 

夢なんて見るモンじゃない 

語るモンじゃない 

叶えるものだから 

 

Just Chase the Chance 誰も止められない 

Wild & Touch 暴れ出した欲望 

Just Chase the Chance 愛も夢もぜんぶ 

この胸にはいつだってあふれる 

 

Just Chase the Chance 

Chase、Chase the Chance 

Just Chase the Chance 

もう張り裂けそうな この胸の鼓動 

 

Just Chase the Chance 

Chase、Chase the Chance 

 



 

 

7)      北ウィング 
(1983) 

作詞 : 中森明菜   歌手 : 中森明菜 

 

Love Is The Mystery わたしを呼ぶの 

愛はミステリー 不思議な力で 

映画のシーンのように 

すべてを捨ててく Airplane 

 

北ウイング 彼のもとへ 

今夜ひとり 旅立つ 

いちどはあきらめた人 

心の区切りの Teardrops 

 

都会の灯り ちいさくなる 

空の上で 見降ろす 

 

夢の中を さまようように 

夜をよぎり 追いかけて夜間飛行(ミッドナイトフライト) 

Love Is The Mystery 翼ひろげて 

光る海を越えるわ すこし不安よ 



 

 

日付が塗りかえてゆく 

苦しいだけのきのうを 

あなたが住む 霧の街が 

雲の下に 待つのね 

 

恋の眠り 目覚めさせてく 

見知らぬ空 夢色の夜間飛行 

Love Is The Mystery 言葉をためて 

ふいに胸に飛びこむ それが返事よ 

 

Love Is The Mystery あなたは呼ぶの 

愛はミステリー 不思議な力で 

Love Is The Mystery(We Are In The Heart Magic) 

Forever Mystery(I Can Hold You,Deep In My Heart) 

Love Is The Mystery(We Are In The Heart Magic) 

Forever Mystery(I Can Hold You,Deep In My Heart) 

 

 

 

 



 

8)                   天使のウィンク 

(1985) 

作詞：尾崎亜美  作曲：尾崎亜美 

歌手 : 松田聖子 

 

約束を守れたなら 

願いを叶えてあげる 

春の国飛びたてる羽 

つけてあげるよ 

 

音符のようにすれ違ってくのよ 

迷子になった彼の心の中 

助けて エンジェル 

りんごを かじったら 

こんな苦しい気持ちになるの? 

 

I love you 

I love you 

だけどすねてみたり 

I don't know 

I don't know 

気のないふりをするのは何故? 

 

天使がウインク 



 

勇気を出して 

笑ってごらん 

それが君との約束だから 

 

笑わないでね白いドレスの理由(わけ) 

あなたにだけはそっと教えたいの 

ないしょよ エンジェル 

あなたのくれた羽 

愛のもとへと運んでくれる 

 

I love you 

I love you 

くちびるが照れてる 

I don't know 

I don't know 

涙が止まらないのは何故? 

 

天使がウインク 

僕には見える 

涙の影で揺れてる笑顔 

とてもきれいさ 

 

だいじな約束(プロミス) 

涙をふいて 



 

笑ってごらん 

それが僕との約束だから 

 

 

9)            別れ歌 
(1977) 

作詞 : 中島みゆき 歌手 : 中島みゆき 

 

道に倒れて だれかの名を 

呼び続けたことが ありますか 

人ごとに言うほど たそがれは 

優しい人好しじゃ ありません 

 

別れの気分に 味を占めて 

あなたは 私の戸を叩いた 

私は別れを 忘れたくて 

あなたの眼を見ずに 戸を開けた 

 

わかれはいつもついて来る 幸せの後ろをついて来る 

それが私のクセなのか いつも目覚めれば独り 

あなたは愁いを身につけて 



 

うかれ街あたりで 名をあげる 

 

 

眠れない私は つれづれに 

わかれうた 今夜も 口ずさむ 

 

だれが名付けたか 私には 

別れうた唄いの 影がある 

好きで別れ唄う 筈もない 

他に知らないから 口ずさむ 

 

恋の終わりは いつもいつも 

立ち去る者だけが 美しい 

残されて 戸惑う者たちは 

追いかけて 焦がれて 泣き狂う 

 

わかれはいつもついて来る 幸せの後ろをついて来る 

それが私のクセなのか いつも目覚めれば独り 

あなたは愁いを身につけて 

うかれ街あたりで 名をあげる 

 

眠れない私は つれづれに 

わかれうた 今夜も 口ずさむ 



 

10)               裸足の季節 
(1980) 

作詞 : 三浦徳子 歌手 : 松田聖子 

 

白いヨットの影 渚をすべり 

入江に近づくの 手を振るあなた 

夢の中のこととわかっていても 

思い切りこたえる私です 

 

エクボの秘密あげたいわ 

もぎたての青い風 

頬をそめて今走り出す私 

二人ひとつのシルエット 

 

誘われた映画はまぶしすぎたの 

背のびする季節と言われたけれど 

ハラハラし通しのエピローグには 

思わずうつむいた私です 

 

エクボの秘密あげたいわ 

もぎたての青い空 

愛をめがけ今走り出す私 

二人ひとつのシルエット 



 

11)        旅 

(1976) 
作詞：尾崎亜美     作曲：尾崎亜美 

歌手 : 尾崎亜美 

 

レインコートに 姿かくしても 

今日の雨は とても冷たい 

恋人たちが 肩をならべて 

雨の中に 消えてゆくの 

 

明日の朝 旅に出るわ 

みなれた町が つらいから 

行くあてのない 手紙のように 

ひとりさまよい つづけたい 

 

線路づたいに 歩いてゆけば 

やさしい町に つくでしょうか 

朝がくるまで この町で 

雨の音を きいているの 

 

明日の朝 旅に出るわ 

みなれた町が つらいから 

ひとりぼっちで やりなおしたい 



 

きっとそれまで 帰らない 

 

行くあてのない 手紙のように 

ひとりさまよい つづけたい 

 

 

12)                 親愛なる者へ 

(1979) 

歌：中島みゆき   作詞：中島みゆき   作曲：中島みゆき 

 

風は北向き 

心の中じゃ朝も夜中もいつだって吹雪 

だけど死ぬまで春の服を着るよ 

そうさ寒いとみんな逃げてしまうものね みんなそうさ 

 

走り続けていなけりゃ倒れちまう 

自転車みたいなこの命転がして 

息はきれぎれそれでも走れ 

走りやめたらガラクタと呼ぶだけだ この世では 

 

冷えた身体を暖めてくれ 



 

すがり寄る町に住む人とてなく 

扉をあけて出てくる人は 

誰も今しも旅に出る支度 意気も高く 

 

生きてゆけよと扉の外で 

手を振りながら呼んでる声が聞こえる 

死んでしまえとののしっておくれ 

窓の中笑いだす声を聞かすくらいなら 

ねぇ、おまえだけは 

 

生きる手だてはあざないものと 

肩をそらして風を受けながら 

いま崩れゆく崖の上に立ち 

流し目を使う 昔惚れてくれた奴に Ah… なさけないね 

 

風は北向き 

心の中じゃ朝も夜中もいつだって吹雪 

だれどだけどだけど 

死んでも春の服を着るよ 

そうさ寒いとみんな逃げてしまうものね 

 



 

13)            たびだちはフレッシャ 

(1988) 

作詞：松田聖子 作曲：タケカワユキヒデ 

 

手のひらにあなたの 

名前を何度も書いてみるの 

はずむこの気持ちを押さえられなくて 

いくつもの町通り過ぎ 

優しい胸に飛び込むでしょう 

抱きしめてくちづけて強く 

 

So Far away From Your Place 

どんなに離れていたって 

I'll Be There 心はいっしょなの 

So Flyaway To Your Heart 

こんなせつない想いを 

I'll Be Yours お願い受けとめて 

瞳を見て「愛してる」とひと言…言って 

 

初めて会ったのは 

卒業記念のひとりの旅 

はにかんだ笑顔がとてもまぶしくて 

そして季節が変わるたび 



 

心ふるわせこの汽車に乗る 

幸せを喜びをかかえ 

 

So Faraway From Your Place 

何度もけんかをしたけど 

I'll Be There 信じ合えてきたわ 

So Flyaway To Your Heart 

この旅が終わる頃には 

I'll Be Yours あなただけのものよ 

 

So Faraway From Your Place 

どんなに離れていたって 

I'll Be There 心はいっしょなの 

So Flyaway To Your Heart 

この旅がふたりを結ぶ 

I'll Be Yours 素敵な旅立ちよ 

フリージアをブーケにしてあなたのもとへ… 

 

 

 

 

 



 

14)    あなたのキスを数えましょう 

(1999) 

歌手：小柳ゆき  作詞：小柳ゆき  作曲：中崎英也 

 

散らかった床の上うずくまり膝を抱いた 

守れない約束がカレンダー汚してる 

 

こんな日が来るなら 

抱き合えばよかったよもっと Missin' you 

 

あなたのキスを数えましょう 

ひとつひとつを想い出せば 

誰よりそばにいたかった 

Without you but you were mine 

 

髪の毛を束ねても昨日とは違う顔で 



 

何をして紛らわす?孤独とか不安とか 

 

すごく好きだったよ 

それだけは変わらない事実 Missin' you 

 

あなたのキスを捜しましょう 

あんな近くに触れたのに 

出逢わなければよかったの? 

Shiny days when you were mine 

 

あなたのキスを忘れましょう 

嫌いになって楽になって 

夜を静かに眠りたい 

I'm alone and you were mine 

 

Do the night and days cure my feel of pain? 



 

Please somebody,say 

All of my heart is almost cryin' 

In your eyes, in your sight, was it certainly my place? 

Tell me please the reason of your love for me 

Can I cry now? 

 

 


