HiHi-Woods 春が来た！
春が来た！

2020.3.1 西荻窪 Terra

Sister in Law

Hiro

Sister in law Sister in law 食べちゃいけない禁断の果実
Sister in law Sister in law 食べちゃいけない禁断の Oh 果実
そんな目で見ないでくれ 心が動いちまう
そんな顔しないでくれ 胸が張り裂けそうさ
しっかりと掛けたはずの鍵が壊れてしまいそうだ
Sister in law Sister in law 食べちゃいけない禁断の果実
Sister in law Sister in law 食べちゃいけない禁断の Oh 果実
銀色の Jewel Box その中にしまっておいた
一番 大切なペンダント俺がお前だったけど
俺の胸には似合わない俺の胸には掛けられない
Sister in law Sister in law 食べちゃいけない禁断の果実
Sister in law Sister in law 食べちゃいけない禁断の Oh 果実
手を伸ばせばそこにある甘い禁断の果実が
心の鍵がはじけて全てを奪い取りたくなる
Sister in law Sister in law 食べちゃいけない禁断の果実
Sister in law Sister in law 食べちゃいけない禁断の Oh 果実

Winter Rain
忘れかけてた想い出 が心のドアをノックする
二度と見ないと思ってた 写真の顔がそこにある
.気まぐれに愛は心を震わせる 時に目隠しする
過ぎ去った日々はセピアを美しい 色に変えていく
Winter Rain 降りしきる雨の中で 二人佇んでた
Winter Rain 行き場のない切なさが胸に突き刺さる
二つの道がいたずらに 時を隔てて交差する
変わらぬ笑顔がよりいっそ 胸の鼓動をかきたてる
今一度きつく震えるその肩を 抱きしめたいけど
隔たった時がこころを凍らせて 見動きも出来ない
Winter Rain 降りしきる雨の中で二人佇んでた
Winter Rain 行き場のない切なさが胸に突き刺さる
Winter Rain 降りしきる雨の中で二人佇んでた
Winter Rain 行き場のない切なさが胸に突き刺さる

Hiro

Moon

Hiro

初めからゴールのない愛だと知っていたけれど
淋し気な横顔が心を離さない
始まらなけりゃ終わることもないと
白い月に話しかけてみれば
彷徨う心あてもなく切ない吐息かわすだけ

いつの日か君が一層眩さを増す日が来るだろう
その日までずっと君を見守り続けたい
優しい手のぬくもりを感じて
僕自身も優しくなれそうさ
心から君に伝えたい優しい微笑をありがとう

Hiro

ドアを開ければいつもの場所に
いつもの顔が並んでる
TV では贔屓のチームが負けてる
おいらが見るときゃいつも負けてる
話に落ちがないとグサっとつっこまれ
時にはギター片手に歌いだす
My Sweet Home Town
離れたくないこの場所を
My Sweet Home Town
別に誰かをここで待ってるわけやない
カウンター越しの鏡に映る あんたの仕草を眺めてた
至極あたり前のようにゆっくり時は流れ
自分が誰だったかも忘れそう
My Sweet Home Town
離れたくないこの場所を
My Sweet Home Town
別に誰かをここで待ってるわけやない

Hiro

UUU--新しい靴で出かけよう 水溜まり踏まないように
朝まだ早い異 間 朝 けは
ン 色に
どう 色んなことを忘れたとしても
お い テトはもう し でてほしい
みんなが笑ってる
も笑ってる
君の笑顔に
まれてたい
した後はそれから どうする
とつになれたら
ome On

( ぞ)
( 願 )ポ

後ろから抱きしめた 君を壊してしまうほど
このまんま時間さえ 止まってしまえばいい
テールランプが遠ざかっていく
ふたりおんなじ場所へは帰れない
彷徨う心 あてもなく白い月が泣いていた
ごめん勘違いをさせてしまった なんて謝らないでその方がつらい
ただ君の優しいぬくもりに 錆ついた心やすらぎを求めてる
夢の中にフワフワ浮かんで Oh

My Sweet Home Town

Cascade

キス
ひ

空
包

焼 オレ ジ
少 茹
魚

最高 C ！
新しい服で出かけようヘッドフォンから流れる Pojama's
満月も微笑んでいる貼っつけた夜空のキャンバス
(日曜)ペンタのリハで汗を流したら
(馬力で)Hoppy で Happy な乾杯さ
みんなが笑ってる 魚も笑ってる
そのメロディが ビタミンになる
過去も未来も命の歌を 繋いでく想い Treasure
あなたから僕らへ 流れる Cascade
みんなが笑ってる 魚も笑ってる
そのフレーズが ビタミンになる
キスした後はそれからどうする
ひとつになれたら最高 Come On！
UUU---

Kokoniiruyo

Akko ＆Hiro

何
？
何 観 ？
何 聴 ？
LLLLL
言葉
コ ヒ
庭 寄
スズ 花
今度何処に行く？ 今度何を弾く？
今度何歌う？ 今度 LaLaLaLaLa
夢はいつもの バーボングラス
琥珀色の向こうに 浮かんだ明日

蛍

今日は を食べる
今日は を る
今日は を く
今日は a a a a a
はいつもの
ー ーカップ
に りそう
ランの

部

蛍

蛍

多分そんな不埒な事 世間の目も欺いて
視線感じ怯えている 危険な香り感じてる
乱れ飛ぶ蛍を弄び ただひたすらに待ち続け
アルタイルとベガは輝けど 想いは遥か 16 光年
あっちの水は苦いぞ こっちの水は甘いぞ
そっちの水はちょちょっちょっと辛すぎる
逢えぬ夜が想いを募らせる 今宵輝いて闇の中
予感ずっと感じていた 余韻さえ楽しんで
無限の闇に抱かれて スワンの羽根を羽ばたかせ
他の誰にも代えられぬ 許される事ないラプソディ
逃れることできない星の定め
年に一度のランデブー
あっちの水は苦いぞ こっちの水は甘いぞ
そっちの水はちょちょっちょっと辛すぎる
真夏の夜の夢は続く 汗もほとばしる闇の中
ほほ蛍来い ほほ蛍来い ほほ蛍来い

ね
ね

街
店
曲
LLLLL
窓
ミ
静寂 漂
明日は外に出かけよう 明日は君と歌ってみよう
明日はみんなと笑っていよう 明日は LaLaLaLa
LaLaLaLaLaLaLaLa LaLaLaLaLaLaLaLa
LaLaLaLaLaLaLaLa LaLaLaLaLaLaLaLa
あの時あの で あの時あの で
あの時あの が あの時 a a a a a
想いでは朝もやに 映る
ルク色の
に
う過去

ほほ ほほほほっほっい

僕は ここにいるよ

サクラ舞チル

Hiro

ほほ 来い ほほ 来い ほほ 来い
ほほ ほほほほっほっい

彷徨っていた だけどずっと そこにいたんだ
見 ってた だけど全
ここにあったんだ

失

HOTAL

miho ＆Hiro

ヒラヒラハラハラリと桜の花びらが 私の頬をなぜ舞い落ちる
その貴方の大きな手のひらの中の 痛いくらい幸せな時間
もう伝えられない想いの一欠片 ちぎれ雲集めて貼り絵ができる
生きてゆく勇気を下さい 涙ぐむ時間を下さい
ずっと握っていたかった あなたの大きくて 温かいその手を
鏡の中に映る私の顔と 写真の中のあなたの顔
ゆっくりと流れ過ぎてゆく時は 決して私の味方なんかじゃない
一緒に過ごした時間よりっずっと長い月日が過ぎ
あなたの残したものが色付ける想い
生きてゆく勇気を下さい 涙ぐむ時間を下さい
季節が変わり景色が変わり 置き去りにされた 小さな約束
心に溢れる切ない想い すべて閉じ込め又新しい時を刻む
色は匂えど散りぬるを 我が世誰そ常ならむ
有為の奥山今日超えて 浅き夢 夢見じ 酔いもせず

幾つもの夜が通り過ぎても
貴方としか歌えぬラプソディ
道外れた恋と知りつつも 流れ流され天の川
あっちの水は苦いぞ こっちの水は甘いぞ
そっちの水はちょちょっちょっと辛すぎる
真夏の夜夢は続く 背中に残す爪の痕
ほほ蛍来い ほほ蛍来い ほほ蛍来い

Scent of Deja vu

Malib ＆Hiro

LAN LALA Unsatisfied
LAN LALA Unsatisfied Feelings
ずっと心の 中にある 香りの 記憶
遠くの世界に 誘われる 不可思議な夢
彷徨い続けた 道の途中 思い出の場所で 気が付いた
ゆっくり溶けてく 景色と香り なくしたくない 自分の一部
安住の地にはない 暗闇の中で
追い求め続けてる Scent of a Dream
UUU- LAN LALA Unsatisfied
UUU- LAN LALA Unsatisfied Feelings
ずっと囚われ 続けてる 視覚の 記憶
いくら探しても 見つからない 不可思議 な夢
満たされた時間 求める欲望 葛藤の中で もがいてる
探 し て る も の が 何 だ っ た の か わ か り も せ ず た だ 闇雲 に
安住の地にはない 暗闇の中で
追い求め続けてる Scent of Deja vu
あなたに 出逢う為だけに (歩き続けた)
そう気付いた 瞬間に(溶けてゆく)
UUU- LAN LALA Unsatisfied
UUU- LAN LALA Unsatisfied Feelings
UUU- LAN LALA Unsatisfied Unsatisfied
It’s just Unsatisfied
UUUUUU-

ほほ ほほほほっほっい
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