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くらげの歌
悩んで迷って⾔い訳 完璧ばかりをめざして
⾃分の夢にフタし続けている
時代や社会のせいだと 被害者づらしてみせるけど
臆病なわが⾝を守ることばかり
可もなく不可なし毎⽇ 不満はあるけどだんまり
現実逃避はネットでお決まり
道標なき 流されるだけの⼈⽣を
悟ったふりして 賢者気取ってる

変わらなきゃ今すぐに
情けない⾃分にさよならして
さあ世界へ旅⽴とう ⼼の壁をとりはらって
単純でいい 夢中なことをやればいい
屍みたいな⼈⽣よグッドバイ

⾃分に何ができるだろう？ ⾃分らしさって何だろう？
⾃分は誰かの役に⽴てるだろう？
頭でっかちで ⾃問⾃答ばかりしてたら
いつまでたっても何も変わらない

果てのない広い世界に ⼼ちっぽけな⾃分がいて
でも今すぐ動き出そう 希望の地図を広げて
恥という名のプライド捨てて
⾃分守るための囲い外して
晴れやかな⻘空の世界の舞台へ そこに⽴てばいい

果てしない旅路の中で 選択肢は無数にある
⽚道切符の⼈⽣だから やりたい道を選び取ればいい
ミスしたってなんてことない
たどり着くまでやればいい
はったりでいい ⾏ってしまったもん勝ち
⾃分にウソつく⼈⽣よグッドバイ
単純でいい 夢中なことやればいい
くらげみたいな⼈⽣よグッドバイ

https://www.youtube.com/watch?v=b3WJek0Rvlw



承認欲求
さみしさ誰かにかまってほしくて
ミスや弱⾳をアピールしてた
弱さを演じて逃げ道つくって
できない⾃分を正当化
たくさんの「いいね」をもらっているのに
数が増えても満たされない

⼈の評価をもらうために⽣きても
⼼の底から楽しめない
⾃分じゃない誰かに答え求めず
⾃分で⾃分をほめればいい
尽くすのは⼈じゃなく⾃分⾃⾝

誰かに認めてもらいたくて
⾃分殺して尽くしてた
おまえはダメだと⾔われ続けて
⾃分ダメだと信じてた
⼣暮れ時の真っ⾚な空⾒て
物悲しくて涙あふれる

ここではないどこかに幸せ求め
さまよい続けて苦しくなる
どこにもない⼤きな幸せよりも
⽬の前の⼩さな喜びを
⼀つずつ積み上げてゆけばいい

⼦供の頃 親の愛をほしかった
だからいい⼦にふるまい
いつか親に認めてほしい
顔⾊をうかがい おそれて⽣きてた

嫌われないようにしても好かれない
気にせず本⾳で⽣きればいい
満たされない思いを強いバネにして
やりたいことを貫けばいい
我慢や遠慮をしなくていい
⾃分の⼼の声を聴け

https://www.youtube.com/watch?v=9bx_81Ou-U8



限界
⾃分なりに精⼀杯 我慢しながら努⼒してた
でももう無理もう限界 たえられない
私だけががんばっても
うまくいかないことばかりで
あなたのため思ってたけど
もう限界たえられない
あふれる思い 届かぬ思い
反⽐例する裏腹な現実
思い描いてた理想像から
離れて修復できなくなってく
つらいなら泣いてもいい
苦しいなら今すぐやめてもいい
無理して⼈に合わせることない
つらいならやめてもいい
押し殺してるほんとの気持ち ぶちまけていい

どんな⼈も親しくても
⾚の他⼈わかりあえない
そこに愛がもしないなら平⾏線
⽗親でも⺟親でも 我が⼦だって恋⼈だって
⾃分とは違う他⼈だから
境界線引かなきゃダメ

わかってくれるはずだと思い
⾔葉にせず我慢し続けていた
すれ違ってく互いの思い
離れて修復できなくなってく

イヤなこと⾔えばいい
こわがらず気持ちを伝えなければ
いつまでもないがしろにされてく
したいこと⾔えばいい
押し殺してるほんとの気持ちはきだせばいい
もう我慢をしなくてもいい
⼼解き放て

https://www.youtube.com/watch?v=qYKgM4sGdqU



あたりまえ
あたりまえのことが
あたりまえにできなくて
悩み続けてたこの10年
⼈としての定めをまっとうせよと
プレッシャーにまいってた
簡単なことだと思ってたのにできなかった

いつもいつも他⼈と⽐較されてばかり
普通という名の呪縛に 何度も悩まされてた
⾃分にはもうムリ あきらめてたけれど
あきらめきれずに
⼀筋の奇跡にすがりついていた
歓喜にわいた瞬間 命が誕⽣する神秘
涙があふれるほど うれしかった
2度の死を乗り越え
⽣まれてきた⼩さな命
ぬぐいきれなかった
過去の絶望 希望に変わる

あたりまえのことが あたりまえになった⽇常
いつしかありがたみ 忘れかけてた
あれほど望んでた 夢みたいな⽣活に
不平不満ばかり 探すようになっていった
⼿にした瞬間 新しいものばかり望みすぎてた
100％の理想ばかり 追い求め続けていた
この世の中に 完璧なんかない
そこにあるものだけで幸せだって気づいた

舞い降りてきた宝物 ⾒える世界が⼀変した
のどから⼿が出るほど欲しかったもの
夢みたいな出来事 ⽬の前のこと信じられなかった
でもねこの世で⼀番 ⼤切なもの
⼿にしているとわかった

⾃分の年とわが⼦の 年を数え⽐べながら
いつまで⾒届けられるって考えてた
今までとは違う 新しい家族が加わった
⻑⽣きしたいなんて がらにもないこと思い始めてた
ここにあるあたりまえ そっと⼿をふれて

https://www.youtube.com/watch?v=Q6poHqrcRYs



親離れ
ママがいなければできなかったこと
今⾃分でできるように
まだ⼦供だけど いつか⼤⼈になったら
私はジャマになる
少し前まで ⾚ちゃんだったのに
時の流れは早すぎて
今は⽣意気な⾔葉も⾔えるくらいになってる

トイレに⾏くのもできなかった
あなたはどこでも⾏けるように
⾷べることさえも⼿伝わなきゃ
できないあなたはもういない

どこにいくのも だっこしてたのに
いつのまにかあなたは
私とおんなじ⾝⻑になるほど⼤きい
私がいなくちゃ⽣きていけない
あなたはもう⼀⼈で⽣きてける
ずっと⽣活をともにできる時間は
わずかしかないんだね

昔の写真をながめては
⼩さなあなたを愛しく思う
成⻑するのはうれしいけど
もうすぐあなたは離れてく
あなたはあなたの道をゆく
私は遠くで⾒守ってる

https://www.youtube.com/watch?v=8d25E7Xy4_A



悲しみの向こう側
家を出て⾏くわが⼦の背中みつめて
巣⽴ってゆくんだね 巣⽴ってゆくんだね
よちよち歩きの思い出がすぐそばに
さみしくなるね さみしくなるね
いつでも戻ってきてね
あなたの部屋はそのままにしておくから

悲しみの向こう側には
忘れかけた想いがあり
幸せな思い出ばかり取り戻すあなたに
また会えるように

独り⽴ちした姿を喜べずに
いつまでもそばにいてほしい
お弁当つくらなくてよくなったうれしさを
喜べない⼼に⼾惑ってる
いつでも会えるはずなのに
もう会えないような⼼の距離 離れていく

悲しみの向こう側には成⻑したわが⼦がいる
親離れしてく⼦供と⼦離れができない
取り残されてく

⼼配ばかりしてるのに
LINEしてもかえってこない
⾃分の⼼だけが⽴ち⽌まってる
向き合えない悲しみの向こう側には
忘れかけた想いがあり
幸せな思い出ばかり取り戻すあなたに
また会えるように

https://www.youtube.com/watch?v=NfUhaC8CYw4



きらめき
どんよりとしてる灰⾊の世界
ねばならないことに追われて疲れ果て
頭の中ぐるぐる悩みが
マイナス回転し続け落ち込んでる
扉を開ければ まばゆい⽇差しきらめき
あたたかい⾵が ⽣きてる ⽣きてる
⽣きてるって感じさせた

この世界は輝いてた 暗い雲つらなるすきまから
太陽がまぶしく⼤地に注ぐ
まばゆい光別世界 天国に変わる魔法みたい
暗い闇を照らす⼀筋の光の道
希望の光

変えられない過去 つらい思い出
いつまでも⼈⽣の⾜を引っ張り続け
過去のトラウマ加害者にして
不幸な⾃分演じて満⾜していたけど

⼼のカーテンあけて窓を眺めれば
明るく強い⽇差し照りつけ
世界を輝かせ闇を溶かす
この世界は輝いてた ⼩さなドブ川の⽔⾯にも
太陽の光がきらめいている
やわらかな陽射し包む 街も⼈もそして⾃分も
暗い過去も暗い今も光で消し去ってくれる
希望の光
モノクロームの世界が⾊にそまってく
フルカラーの世界へ変わってく
変わってく 変わってく

河川敷に座り空を眺めてたら気がついたんだ
動かないと思い込んでた雲が動いてる
どんなに分厚い雲でも時と⾵が吹き流して
待っていれば隠れていた太陽が姿現す
希望の光
素晴らしい世界に⽣きてる
きらめきみつけて

https://www.youtube.com/watch?v=unumK74yQ1g



不安の正体
不安を⾒ないようにして ⼼配しないふりして
問題にフタをしめて カラ元気ごまかして
ニュースさえ遮断すれば 悩まなくてもいいから
お昼ご飯と猫の 写真だけあげればいい
⾒なかったことにしても ⼼のぞわぞわ消えない
無理に明るくふるまっても
ネガティブが増えていく

なかったことにするんじゃなくて
乗り越えるために 現実を⾒ろ⾒ろ
不安や恐怖をとりのぞくため
浴びるように情報を浴びればいい
逃げずに真正⾯から受け⽌め選んで
正しい知識で武装すればいい

⾒えない敵はどこに 忍び寄る不安だけを
誰とも会えない中 終わりのないひきこもり
出⼝戦略のない 我慢だけが増えてく
毎⽇感染者の数だけが連呼されてく
元の世界に戻れない もどかしさ感じ じれてく

あれもこれも禁⽌され
遊びも仕事も予定が狂っていく
どこまで続くかわからない暗い道でも
いつか終わりはくる
待つしかできないやるせなさも
⼈⽣の充電の時間に
希望の未来を駆け抜けるための
準備を今こそしておけばいい
逃げずに正しくこわがっていい

https://www.youtube.com/watch?v=UEHvCyd6w0o



新世界
駆け抜けてきた どんな障害物あっても
信念かかげて⼈のため尽くしてきた
がんばってきた 強く⼤地ふみしめ
弱⾳もはかずに 世のため尽くしてきた
このままいけばいい 変えなくてもいいのに
投げ捨てて全部投げ捨てて
違う道へシフトチェンジ
⾃分では想像つかない世界へ 新しい扉開いて
また⼀つ また⼀つ
古い世界をぶち壊してくんだ
予想もしないチャンスチャレンジ
覚悟も勇気なくてもいい
突然に訪れる 新しい渦 その中⼼で
進んでく 進んでく
流れのままに流されて世界を変えてく

アクセル全開 猛スピードで⾛って
あらゆるタスクを器⽤にこなしてきた
戦略⽴て 思い通りの⼈⽣だと
思ってたけれども予定調和になってた

⾃由に何でも できるはずだったのに
知らぬ間に常識とらわれ ⾏き先を限定してた
決めたゴールなんて変えていい
いくつゴールあってもいい
どこだって気にしない ⾵の吹くまま流されていい

⾏き先なんて変えちゃえばいい
途中引き返してもいい
道順は決まってない いつでも⾃由に動いてもいい
進んでく 進んでく
流れのままに流されて世界を変えてく

今の⽣活に満⾜して 何不⾃由不満もないのに
順調に成⻑求めて 無難にこなしていけばいいのに
あえてリスクを犯してでも
⾒たことのない新世界へ⾶び込んでく
⾃分では想像つかない世界へ 新しい扉開いて
また⼀つ また⼀つ 古い世界をぶち壊してくんだ
予想もしないチャンスチャレンジ
覚悟も勇気なくてもいい
突然に訪れる 新しい渦 その中⼼で
進んでく 進んでく
流れのままに流されて世界を変えてくhttps://www.youtube.com/watch?v=Da2OT0He8aE



架け橋
試されてる障害物乗り越えられる情熱の証を
⽉曜⽇の早朝でも⾶び出してくスマホを⽚⼿に
ネットの画⾯に広がる世界と
リアルな世界を⾏き来してく
私とあなたと世界と画⾯をシンクロする交信者になる

あなたと世界をつなぐ架け橋になるために
また⼀歩また⼀歩また⼀歩踏み出してく
私と世界をつなぐ架け橋になるために
また⼀歩また⼀歩また⼀歩
踏み出してかけぬけてく

背負う荷物軽い⽅がいい
そんなの嘘 重い機材背負って
リアルタイムで起きることを
タイムラインで今すぐ伝えたい
⼈⽣トラブル数えたらきりがない
話のネタにして笑い⾶ばせばいい

⼀⼈でいたいけどみんなとつながりたい
ワガママさもフル活⽤して
死ぬまでに⾏きたいリストをぬりつぶすために
また⼀歩また⼀歩また⼀歩踏み出してく
どこでもドアが発明できない時代だから
また⼀歩また⼀歩また⼀歩
踏み出してかけぬけてく

何度も分岐点 1つだけ道選び
選ばなかった選択と選びとった選択肢
どっちがよかったかなんて結果論でしかないから
やり直しできない旅も⼈も⼈⽣はいつも⼀⽅通⾏

あなたと世界をつなぐ架け橋になるために
また⼀歩また⼀歩また⼀歩踏み出してく
私と世界をつなぐ架け橋になるために
また⼀歩また⼀歩また⼀歩
踏み出してかけぬけてく

https://www.youtube.com/watch?v=F1pFcniUJOU



旅⼈
歩き疲れ たどりつけないどこにもない ゴール探してる
秘境求め 旅を続け 探し回る 理想の桃源郷
⼈の群れ 巻き込まれ ⾒失う空に
⼈を避け ⼈いない 場所探し続け

広い広いこの世界で ⾃分だけの居場所探し
⻘い空と⻘い海と⾵と波に⼼洗われ
持て余してる 内なる衝動 やり場もなく 旅にぶつけた
町や国を 次々にと 移動していく 快感酔いしれ
出会いあり 別れもあり ⼈ ⼊れ変わっていく
しがらみや 仕事もなく 浮遊感に浸る
広い広いこの世界で ⾃分だけが浮いている
果てしのない地平線 ゴールのない旅 続けて

死にたくても死ねない
⽣きたくても ⽣きづらさ感じて⽣きてる
最⾼の死に場所を 探し求め 町を渡り歩く
広い広いこの世界で ひとりぼっちの私がいる
次々にと景⾊変わる 開放感 味わいながら 旅続ける

https://www.youtube.com/watch?v=maSxYiBanMA



Fly into the sky
⾃分探し続けて
どこまでいっても ⾒つからない⽇々
それなりの⼈⽣を 歩んでるはずなのに
物⾜りなさ感じてる
いつまでも先が⾒えない
いつまでどこまで⾛り続けたらいいんだろう
狭いセカイを必死になって
駆けずり回ってた毎⽇
⼀⽇終われば倒れ込むようにしてまた⽇が終わる
Fly into the sky
視点を変えて 俯瞰してセカイを眺めよう
空から⾒下ろせば
どんな悩みもちっぽけに思えるはず

まじめだけが取り柄で
⼈からの頼まれ事 断れない毎⽇
常識という名前のくだらない法則に
縛られて動けない
いつかきっとしたいことを
いつまでたっても先送りして逃げ続けてる

イヤだ思うこと全部やめて
好きなことだらけにしよう
⼀歩でも進めば
今まで⾒たことないパラレルワールド
ブレーキをゆるめ アクセル全開で
違うセカイへ⾶び⽴とう
想いを解き放て
息苦しさに疲れ果てた ⼼⾃由に

まだ⾒ぬセカイ 旅して回って
⾃分の狭さ 気づかされて
⽬の前に広がる セカイ⼀挙に広がったんだ

Fly into the sky
視界を広げ 広いセカイへ旅⽴とう
⼀度きりの命だから
出し惜しみの⼈⽣じゃつまらない
おんなじ道の堂々巡りをしてないで⼀歩踏み出そう
⾒⽅を変えれば同じセカイも様変わり
⾶べ ⾶べ ⾶べ ⾶べ ⾶べ

https://www.youtube.com/watch?v=AojOclFdDJg



さよならカミサマ
カミサマカミサマずっといると信じてた
どこにもカミサマいないとみんな気づいた
祈りでヘイワが実現できるなら
この世はとっくに平和になってる

この世にカミサマいない
いるなら何万もの⼈が死んだ震災など
起きない起きない カミサマ無⼒
この世にカミサマいない
いるなら⼤切な⼈を病気で殺しはしない
⾮情なカミサマ 祈りも届かない

神頼み神頼み他⼒本願なだけ
カミサマを信じるのは思考停⽌の証
祈ればいいのか 拝めばいいのか
戒律を守っても幸せになるのか
カミサマ派閥争い 平和になるどころか戦争だらけ
いらないカミサマ あなたの存在が紛争の種

悲劇や苦しみを試練といいかえて
悲しみを無理やり受け⼊れさせてく
それがカミサマの役割なんですか？

カミサマはニンゲンが作り出したつくりもの
ゴージャスな建物で威圧して洗脳してる
ホンモノのカミサマとは⼀⼈ひとりの⼼
悲劇を救うのはカミサマじゃなくてニンゲン
カミサマにすがりついても
テロ戦争疫病災害事故
なくならない なくなるわけない
平和や幸せをつくるのは⼈
祈りを捧げるよりも
⽬の前の課題を解決するため動けよ
ニンゲンを救えるのはニンゲンの⾏動だけ

カミサマさよならあなたはもう頼りはしない
今⽇からは⾃分を信じて⽣きていきます
さよならカミサマこれまでありがとう
私やあなたがこの世を救うのです

https://www.youtube.com/watch?v=2PSW7MytoL4



死者の町
宇宙の果て ⼼の果て この世の終わりに 廃墟が続く町
限界 退廃 バブルの栄光 ⾰命は起きない 破滅へ進め
死なない体 永遠の命 暗闇光る⾃動販売機
ハイスピードで⾏進してく⾜⾳聞こえない無⾔のキャラバン
あーあ あーあ どこまでも⾏けども死者の町
雲の上ゆく摩天楼ビル 地上に蠢くヤドカリの群れ
乱⾼下する仮想チャート 空中回転するパトリオット
戦争は起きない 快楽に沈め

地球の果て 栄光の果て この世に隠された 秘密の地下神殿
魔法の⽯箱 爆発して光輝く
天罰はおちない 汚れの道ゆけ
⾃殺志願者 うつ病患者 ⾏列できる宝くじ売り場
地球外コロニー 砂漠蜃気楼 時が⽌まった昭和商店街
あーあ あーあ いつまでも愉快なディストピア

https://www.youtube.com/watch?v=gEST04bmuIA



勧善懲悪ヒーロー
弱き者を救うヒーロー気取り
上から⽬線で机上の空論
許せない できすぎた悪
怒りを放てば 勧善懲悪ヒーロー
誰もが正義かかげ 偽善者になって
この世の悪をこらしめるために傷つける
誰かを悪者に 仕⽴て上げて叩けば
みんな幸せいじめの論理
正義のためにどんな⼿段でも許される
暴⼒ 暴⾔ ⼈の⼼をえぐるヒーロー

誰もが被害者ふりして加害者
かわいそうという同情で戦う
弱さを武器にして
弱者を気取った勧善懲悪ヒーロー

悪役作り出せば 正義の味⽅なれる
安全地帯から匿名攻撃
話し合うことよりも
お互い潰し合う⽣産性のない罵倒するバトルを
世界平和のために最強の戦⼒で
⼈を傷つけ悪をねじふせる正義のルール

聞く⽿もたずに正義ふりかざし
議論に勝ち負け求めて戦う
叩き潰す正義の剣

誰かのためのふりし 誰かのためじゃなくて
⾃分をアピールしたいだけの正義
正義と悪魔の⼆つで 分けられないのが現実
絶対善も絶対悪もない
勝利も敗北もない どちらも正義じゃない
打ち負かすことじゃなく戦う愚かさに気づいて

https://www.youtube.com/watch?v=JFFxlAdwYMc



桜の歌
桜の季節になると別れがやってきて
これまでの付き合いが愛しく思える
新しい⽣活の期待と不安あふれ
道しるべなくなったさまよう旅⼈

どんな気持ちをいだいて進んでく
何を⽀えに歩いていけばいい？
桜の花が満開に咲くわずかな晴れ姿
何かが終わってく空虚な気持ちが⼼刺す
どうせ散りゆく運命でいても時にあらがいたい

⽩い花びらが死を連想する⽣き様を
時代が終わり思い出になり⾵に舞い散りゆく
忘れないでねという決めゼリフがこびりつく
これまでの未練断ち切って新しい世界へ

無情な⾬に落ちてく花びらが
無残な姿でたまってゆく
時とともに⾵とともに
なくなってく なくなってく

⾒たことのない世界の中で道を探してゆく
橋のない川に橋をかけるように作ってく
もっと向こうへもっと遠くへ⾏ける⼒がある
旅路の途中で満⾜していることはない
思いもしない⼤きなチャンスすぐそばにきている
遠慮はいらない思いきりとんでつかめばいい
今までの縁を断ち切って新しい世界へ

https://www.youtube.com/watch?v=7g_STlu6ieU



starting story
どこまでも広がる世界を 果てしなく続く未来を
もっともっと もっともっと 歩き続ける
starting story

レベル１からはじまったのに
時が過ぎたらレベルの差が開く
何度死んでもやり直せる
臆病⾵吹かれて 旅⽴てない
町から出ずに 訓練ばかり 弱⾳の洞窟
⾶び出せない ダメな⾃分 さらけだして

閉じこめられた扉を開け 冒険の旅へ出よう
もっともっと もっともっと
遠くへ⾶び出してく解放感
⼼にある⾶⾏船で ドラクエみたいな世界を
もっともっと もっともっと 進み続ける
starting story

勇者⼀⼈の孤独な旅も
仲間が増えて終わりが近づいていく
強い武器や強⼒な魔法
敵を倒してく 経験値増やして

負けそうになったら 逃げちゃってもいい
世界の秘密を解き明かして
⾃分⾃⾝ 取り戻して
空想の翼広げ 夢と現実⾏き来して
もっともっと もっともっと
未知なる舞台を歩いてゆく
ファンタジーみたいな現実で
レベル上げ切り拓く未来
もっともっと もっともっと 歩き続ける
starting story

次々と上書きされてく 思い出も消えてく
今こそすべてと⽬の前の道しるべ
どこまでも広がる世界を 果てしなく続く未来を
もっともっと もっともっと
信じ続けていたの夢⾒て
やがて終わりがくる⼈⽣も
やり直しできる⼈⽣も
もっともっと もっともっと 進み続ける
starting story

https://www.youtube.com/watch?v=glm_3yGT7qA



星空
うまくいかないことばかりで
⾃分で⾃分を責め続けてた
通い慣れた帰り道
⾃分のごほうび コンビニで買って
あの時こうすればよかった
あの時こういえばよかった
反省反省してばかり
ずっと下⾒いて歩いていた

空を⾒上げたら輝く星空
気づいてしまったんだ
最近ずっと下⾒て歩いてた
ぐるぐる悩んでばかりで
⾃分の上にはこんなにもきれいな
星空が輝いてた

疲れ果てた帰り道
何度も何度も考えていた
こうしたらああなるはずって
マイナスシナリオ浮かべてばかり
いつも頭の中だけで
うまくいかないイメージ
どこかで私を助けて
くれる救世主を待ってた

空を⾒上げたら輝く星たち
今にも降り出しそうで
こんなにもきれいな
輝く夜空の下を歩いてたんだ
がんばって⽣きてた
つらい出来事も洗い流してくれた

空を⾒上げたら輝く星空
気づいてしまったんだ
最近ずっと下⾒て歩いてた
ぐるぐる悩んでばかりで⾃分の上には

https://www.youtube.com/watch?v=Id3WgZb_42Y



明⽇にもなくなる⾁体と魂
⼈の顔⾊をうかがいビクビクして
いい⼈って⾔われ続け ⾃分の想い置き去り
嫌われたくないために我慢し続けてきた
でもね気づいてしまった ⾒返りはどこにもない
他⼈の顔⾒て⽣きてきた私を
今からサヨナラすると決意して
⾃分の本⾳を⼀番に聞いてね ⼼から楽しい⽣き⽅へ

⼼の奥底に閉じ込めた想いを空に解き放て
我慢をしなくていい
誰かに遠慮することない
ブレーキかけなくていい
恥ずかしがらなくてもいい したいことを素直に

明⽇にもなくなる⾁体と魂
⽣きてるうちこそやりたいことを
死を想い 限りある時間しかない⼈⽣
⾃分のために⽣きる道を

イヤなことなら吐き出せばいい
明⽇への原動⼒にして
ネガティブもポジティブも抱えて
進んでいこう

⾃分の⼈⽣ ⾃分に取り戻せ
世界の主役はあなた⾃⾝
誰かに嫌われ 縁が切れてもいい
新しい出会いが巡ってくるから

無理して背伸びをして⽣きることない
⾃分の気持ちに正直に
誰にもかっこをつける必要ない
あなたはあなたの道をいけばいい 命続くまで

https://www.youtube.com/watch?v=wn1KtgoMWjg



新緑
苦しんだ ⻑い冬の時代
終わりつげ あたたかな春の兆し訪れ
陰ながら 努⼒続けてたこと実り
世の中に⽣み出せたうれしさを
たえしのんだ つらい⽇々乗り越え
次々にと次々にと 夢叶う喜びかみしめ

新緑の⽊々が豊かに
⻘空にはえて町を彩る
希望に満ちた夢の散歩道
道端に咲く⼩さな花 存在に気づかれず
ずっと咲き続けてる
いつの⽇か誰かの⽬にとまること信じ
精⼀杯 美しい花広げ

ふみにじられぺしゃんこにされても
あきらめずにあきらめずに
⽴ち上がっていく強さを

夢の花 咲かせるために
夢のたねまきしてきた春に
喜び満ちた夢の花畑

隠された地⾯に深く根をのばせば
どんな逆境にも負けない
強い花が強い⽊々が
まっすぐにのびてく

新緑の⽊々が豊かに
⼼地よい⾵にふかれ
今⽇も希望に満ちた夢の散歩道
夢の花を町に咲かせよう

https://www.youtube.com/watch?v=sgdQks14-ZQ



＃1 70億分の1セカイ（2012.7）
＃2 あたりまえ（2012.9）
＃3 くらげの歌（2012.11）
＃4 世界はおもしろさであふれてる（2013.1）
＃5 ⼈間動物園（2013.5）
＃6 ⼈⽣交差点（2013.10）
＃7 からまわり（2014.12）
＃8 Over the Rainbow（2015.8）
＃9 I love I （2016.1）
＃10 Fly into the sky（2016.5）
＃11 stay in balance（2016.11）
＃12 明⽇にもなくなる⾁体と魂（2016.12）
＃13 忘れゆく311（2017.3）
＃14 空想ロケット（2017.5）
＃15 情熱スマッシュ（2017.5）
＃16 ⼀⼈より⼆⼈（2017.8）
＃17 さよならカミサマ（2017.9）
＃18 承認欲求（2017.11）
＃19 親離れ（2018.1）
＃20 普通の⼈（2018.1）
＃21 負け⽝の歌（2018.2）
＃22 旅⼈（2018.3）
＃23 Say yes（2018.3）
＃24 切り裂きジャック（2018.4）
＃25 仲間（2018.4）
＃26 ママと共依存（2018.4）
＃27 新緑（2018.5）
＃28 波⾳ラプソディ（2018.6）

＃29 死者の町（2018.6）
＃30 きらめき（2018.6）
＃31 ないものねだり（2018.7）
＃32 夢舞台（2018.8）
＃33 勧善懲悪ヒーロー（2018.8）
＃34 ひまわり（2018.9）
＃35 翼（2018.10）
＃36 新世界（2018.11）
＃37 ミラクルラブマジック（2018.10）
＃38 ⻘い⽯のアクセサリー（2018.11）
＃39 すべてはうまくいく（2018.11）
＃40 恋の歌（2018.11）
＃41 答えのない世界の中で（2018.11）
＃42 限界（2018.12）
＃43 0verweight＆Underweight（2018.12）
＃44 桜の歌（2019.1＊2021.2変更）
＃45 ⾳のない世界（2019.2）
＃46 臆病な恋病（2019.2）
＃47 THE PINK HEARTSの歌（2019.4）
＃48 星空（2019.4）
＃49 Another Story（2019.5）
＃50 エンドレスゲーム（2019.6）
＃51 忘れないで311（2019.12）
＃52 架け橋（2019.12）
＃53 不安の正体（2020.4）
＃54 悲しみの向こう側（2021.4）
＃55 starting story（2021.6）

メッセージソングライターかさこ全曲リスト



メッセージソングライターかさこ
全曲下記で聴けます！
https://mv.kasako.jp/


