~Self Cover Aloha Version~

友達でいいから
Music, Words, Arranged TAMTAM

誰もがみんな幸せになるため この星に生まれおちてきたはず
街角に花 笑顔こぼれて 夢みていた奇跡がおきる

とぎれた会話のあいまに 彼との思い出にさまよいだす
君をつよく つよく 抱きしめるのさ

いちばん好きな人 今いちばん 好きな人

「ごめんネ 」とつぶやきながら ボクにもたれる君の切りたての髪が

きかせて こわがらずに

風に揺れて頬をくすぐる

抱きしめて ためらわないで
いちばん願うこと 今いちばん かなうなら

ひとつの恋が終わるたび この胸で

伝えて 言葉にして

ふるえるつばさ休めるのも これが最後なら

ささやいて 素直な気持ち

あぁ、友達でいいから

足跡はすぐ 涙でさえも かき消されてしまう 永遠のなか

君が望むなら

真夜中の2時でも 駆けてゆくから

歩き続ける 道なき道を どこまでも どこまでも どこまでも

ねぇ、言葉にはできない 気持ちがあるけど
せつなさは愛へのプレパレイションさ

いちばん欲しいもの 今いちばん 欲しいもの
おしえて こころのなか

君にしてあげられること 指折り数えてみたけれど

みつけたら ホントの気持ち

まだ今も 片手にさえ足りないくらい

いちばん大切な 今いちばん 大事なもの

悲しみをこえた分だけ ほんとの優しさがわかるのなら

おしえて かくさないで

ボクはいつかきっと打ち明けるだろう

素直に とじこめないで

振り向きもせず 次の夢へ飛びたつ
無邪気な笑顔 ずっと守り続けたいから

Vocal, Percussions Mari
Ukulele, Bass, Programming Taka

あぁ、友達でいいから

君が望むなら

どんな時にだって 胸をかすから
ねぇ、移ろい過ぎてゆく 季節もあるけど

気のせい

変わらないなにかをつかみかけてる

Music, Words, Arranged TAMTAM

あぁ、友達でいいから

となりの人がまぶしくて なんとなくおちこんぢゃう時は

今はこのままでも

空を見上げ とびきりの笑顔で微笑めば 消えちゃうわ

あぁ、どんな時にだって
せつなさは愛へのプレパレイション

気のせい そんなのみんな
気のせい でしょ ?

あぁ、友達でいいから

君が望むなら

真夜中の2時でも 駆けてゆくからね
あぁ、友達でいいから

気のせい そんなのみんな
気のせい でしょ ?

君が望むなら

どんな時にだって 胸をかすから

うまくいくか いかないか 先のことなんて何もわからない
あれやこれや邪魔するのは 頭の中に描いたまぼろし

Vocal, Glockenspiel Mari

気のせい そんなのみんな

Ukulele, Programming Taka

気のせい でしょ ?
気のせい そんなのみんな
気のせい でしょ ?

いちばん欲しいもの
Music, Words, Arranged TAMTAM

世界の中でただひとり かけがえのない特別なあなたと
とりあえずは思いっきり 一番したいことをしてみるわ

ねぇ すこし楽になろうよ 窓を開け 深呼吸して
ねぇ そんな動けないくらい 抱えこんだ荷物を捨て

気のせい そんなのみんな
気のせい でしょ ?

旅人は行く 夜空をひとり ほんの少しの水と勇気を持って

気のせい そんなのみんな

こころには歌 希望のともしび 風を切りさきながら

気のせい でしょ ?

いちばん欲しいもの 今いちばん 欲しいもの

気のせい そんなのみんな

おしえて こころのなか

気のせい でしょ ?

みつけたら ホントの気持ち

気のせい そんなのみんな

いちばん大切な 今いちばん 大事なもの

気のせい でしょ ?

おしえて かくさないで
素直に とじこめないで
Vocal, Marimba, Percussions Mari

ねぇ きっとまた明日ねと言ってたら 消えちゃうよ フッと
ねぇ 二度とこない瞬間 つかまえて 後悔しない

Ukulele, Programming Taka

Loving You

Into Your Love

Music, Words, Arranged TAMTAM

Music, Words, Arranged TAMTAM

夢の中で君をさがす

不思議ね 何故かしら すべてがとても愛しくて

もう会えない

気づかずに通りすぎた空の雲や足もとの小石

でも会いたくて

そう あの時言えなかった
大切なこと 伝えたくて

暑い日は風になり 暗い夜は星明かり
見守って 信じてくれてた

別れは出会いよりも突然すぎて 気づいてみれば
君と過ごしたきらめく時間が 残されているだけ

あなたに愛されているって気づいた
その時から世界が輝きだして 私とひとつ

~ Angel

天使たちのうたが聴こえてくる 今はわかる
出会えたから あなたに 祝福されて

愛はきっと すべてをこえて届くはずさ そう信じてる

Aloha Aloha oe

君がくれた勇気のうたは 光を放ち心を照らすのさ

ありがとう

ボクはいつも君を感じるよ あの星空に 風の中に
みつめあえた真実の瞬間に 生まれた奇跡を

街角でふと佇む夕焼けに 子どもたちの声

忘れない 守り続けるよ

何気ないこの平和は誰の手でつくられてきたの ?
かたときも休まずに せせらぎや花になり

暗闇につまづいて 子供のようにうずくまるボクに

悲しみを抱きとめてくれてた

君は微笑んで 未来へのドア教えてくれたのさ
あなたに愛されているって気づいた
~ Angel

その時から心が輝きだして 宇宙とひとつ
育まれてきた この光を守りたいよ

愛はきっと すべてをこえて届くはずさ そう信じてる

傷ついても ひとりでも もうこわくない

君がくれた勇気のうたは 海のように心を包むのさ

Aloha Aloha oe

ボクはいつも君を感じるよ あの星空に 風の中に
みつめあえた真実の瞬間に 生まれた奇蹟を

あなたを愛しているって気づいた

忘れない 守り続けるよ

その時から世界が輝きだして
育まれてきた この命を信じている

君のすべてを

傷ついても ひとりでも もうこわくない

抱きしめたくて

Aloha Aloha oe
ありがとう

Vocal, Percussions Mari
Ukulele, AcousticGuitar, Bass, Programming Taka

Vocal, Percussions Mari
Ukulele, Acoustic Guitar, Bass, Programming Taka
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■CD取り扱い上のご注意 ディスクは両面共、指紋、汚れ、キズ等をつけないように取り扱って下さい。ディスクが汚れたときは、メガネふきのような柔らかい布で
内周から外周に向かって放射状に軽くふき取って下さい。レコード用クリーナーや溶剤等は使用しないでください。ディスクは両面共、鉛筆、ボールペン、油性ペン
等で文字や絵を書いたり、シール等を貼付しないで下さい。ひび割れや変形、又は接着剤等で補修したディスクは、危険ですから絶対に使用しないで下さい。
■保管上のご注意 直射日光の当たる場所や、高温・多湿の場所には保管しないで下さい。ディスクは使用後、元のケースに入れて保管して下さい。プラスチック
ケースの上に重いものを置いたり、落としたりすると、ケースが破損し、ケガをすることがあります。

