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彼は唯そこに居ただけだった
彼女は価値が欲しいだけだったんだ
少年は正して欲しいだけだった
あの家は灯りを点けただけだった

一つも持たず落ちぶれた生活
心細い閑寂な宇宙で
誰もが誰かの詩を蔦って涙してる

誰彼構わずこうなっているわけじゃないのよ
今更少女みたいにあれこれ望まないだけ

ことごとく追いやられては
いつか裏返ると思っていた
隙もなくて 余裕もなくて
悔しくて認められずに
ごめんね

見えないものこそステキ
ほら感じなさい そして信じなさい
あなたと関係しない時間それも疑うことなかれ
さぁ想いなさい そして信じなさい

秋になっても飽き足りないけどもう空きは無い
津々浦々居場所は在るけれど良い場所はもう無い
ヘア中に死臭が施されて素敵
こんな大事な時に彼はもう胃内や
本当に見えたら嘘でも良かったのにとか突然
謙虚になられたって
疾っくに手遅れだ値下げは出来ない

秋になっても飽き足りないけどもう空きはない
津々浦々居場所は有るけれど良い場所はもう無い
旦那さん、遂に貴方との縁も酣ですか
夏の日差し、軽い火傷の様に紅く成った肌の境界線も
貴方と同じく 跡形も無く

吸い取られるあたしたちの生命力
突っ走って息切れ それでも走って
乾ききった口の中はまだ血の味がして
ちゃんと生きてるみたい
こんなのおかしいでしょう
まるで望んでるみたいにほら溢れてる
貧相な生活は泥のよう
贅沢な生活にも吐き気がして
可燃ゴミとも認められず収集所で取り残され
あたしたちは燃え尽きないままどこへ向かえば良い？
実態のない栄養源何度も蘇る腐らぬ野望
ムシャクシャして喚いたって腹が減るだけだった
乾いた口の中はまだ血の味がして
まるで生きてるみたい
こんなのおかしいから
望むのなら全てあげるよ

それすらも不足の美とか
もう味わい切ったガムのように不快さ
徹底された新たな美意識は
急速に発達して
戸惑う旨を隠してエフェクトしていた言葉を
今クリアにするとしたら
これほど冷たい雨の日だけは迎えに来てね
この長い待ちぼうけを粗末にしないでよ
今だけで十分さ
これだけで十分さ
誰かが誰かの死を使って涙してる
これ程煩い雨の日だけは本当の事言ってね
誰にも聞こえないから煩っていないでよ
いつまでも
匿っていないでよ

その目に映るなら紛れなく
全て君のものさ無くさないでね
忘れないでね
またいつか夢で逢いましょう

感情は赴くままに エンジンはかけたままで
冷静に鍵だけ閉めて酔ったフリするから
家まで送るフリしてね そんな素振りも束の間
馬鹿にしたような態度で 乱暴なビートで
イェイイェイ フッフー アーハー イエーイ
誰彼構わずこうなっている時もあるかもね
裏切られたって泣いていいのは信じていた人だけ
家まで送るフリしてね そんな素振りも束の間
馬鹿にしたような態度で 乱暴なビートで
空白の日々を埋め合って 私より先に眠らないで
今日の貴方もまたすぐに幻
イェイイェイ フッフー アーハー イエーイ

夜になって想い出して
悪戯に誤魔化せなくて
絡まって解けないや
どうすればよかったのかな
困ったらすぐに煙に巻かれて
見抜かれないように肺の中に隠した
詰まらないで揺らいだりしないで
話せたらあんな顔で
泣かせずにいられたかな
あたしは本当いつもそうだ

嘘だって本当だって
今もずっと続いてるみたい 今もずっと上がってるみたい どっちだってよかったのに
持て余したってしょうがない 答えてよベイベー
そんなことで埋め尽くされて
在りもしないことに脅かされて
このままじゃ終われない 面白くて仕方無い
勿体ないけれど 吸収する前に
どうにかなりそうだった
胃の中全部 吐き出せ 胸の内全部 探し出せ！
悪いのはいつもあたしの方だった

関心のなさそうな態度からも
不器用な愛を感じなさい そして信じなさい
うまくいかない時こそ
そう自分を見つめなさい 未来を信じなさいな

再見！

嫌になっちゃうな 嫌になっちゃうな
信じなければ疑うことだってないじゃないか
聴こえていますか神様
気付いていますかこの落とし穴
言えないことほどキレイ
ほら想いなさい 決して口にはするな
過ぎ去りし日は追わず
そう今を見つめなさい 未来を信じなさいな
嫌になっちゃうわ 嫌になっちゃうわ
簡単じゃなく作ったのはあんたじゃ無いか
お言葉ですが神様
我々にはあるの心の隙間

イェイイェイ フッフー アーハー イエーイ

イー、
アール、サン、スー
飛び切り憂鬱な冬をスキップして
好き好きもキスもスキップして
何の役にも立たない優しさだけを習得して
部屋中にシシューが施されて素敵
こんな大事な時に彼はもう居ないや
私達はいつでも
どうしてこんなに贅沢なのかを知る術が無いからね
手に入らないと只、只管に 悲しい ○愛しい
胃、或る、酸、吸う、、、
良いアル さん 好、、、
春になっても結局忘れらんないな
なんだか逆に思い出しちゃうな
中途半端な生温さと未だ残るあの夜に似た冷たい風
あんたの眼差しで軽い火傷の様に赤く成った頬の方は
季節が巡っても未だ少し跡が残ってる
こんな素敵なものまで全て売ってしまうの？
心配だから液にツいたら電話するね

朝が来たら身も心も最悪なコンディション
だけど握らされたタクシー代の
釣り銭で歯医者に行かなきゃ
貴方よりも大切なものが生活に溢れてるから
今更少女みたいに望まなくても全て手に入るわ

私たちはいつでも
どうしてこんなに贅沢なのかを知る術がないからね
手に入れる為に競り上がって止まない
本当に見えたら嘘でも良かったのにとか突然
謙虚に鳴られたって
とっくに手遅れだ値下げは出来ない

バイバイ

再見！

エコー

18,19

南無

MUNASAWAGI

節約家

メロンソーダ

近頃の悩みと言えば
あなたの脳が透けて見える事
本当はもうずっと前からなのよ

もう平気さこれくらいは平熱だよ
不安定な水色の朝食を囲んで
窮屈な家族になろうよ
血を繋げて増やそうよ
年に一度は全ての細胞を取り替えよう

南無

シェンムー ダオシャオ チェンプー
何をするにも自分次第で困っちゃうな
エニシング サムシング エブリシング
当たったり外れたりして明日にも崩れそうだ

どうしようもない躓き やっと気がつき
「足を止めて」 ムキになっても良いけど
これ以上はきっと無駄足「ちょっくら休憩」
どうせすぐに忘れるから
そのつもりで随分な長期休暇になって
今のうちにお許し致しましょう
ぐさぐさと刺したり 抜いたりしているうちに
「朝の完成」どれもこれも頭悩ます程の問題じゃない
そのエネルギーは全て
あ、
あっという間に引き抜いて、変身完了
私を照らす光へ変えて進め
見た事無いでしょうこんなにも見事なの
お、おっとおっと気に触ったかもしれないけど
め
あんたなんぞに費やす燃料は勿体無い
私本当はとても生意気なんです
次回はどうか安易に見初めないでね

グレーになって消えてしまった
君が残したものは
箱に入ったアレだけじゃないからね
名前を書いて花を贈るよ

あなたの話はいつも浮ついて聞こえるから
少し真面目過ぎるあたしには心地よかったの
そばにおいで
あたしの望みとすればいくつもないのさ
心と声がちぐはぐなあなたがいつか他と同じように
行き場の無い温もりを手に入れてしまわないように
あたしの悩みと言えば
あなたの胸が透けて見える事
怖がらないでね
あたしのなかを みせてあげるから
あの日狭い部屋で
響いていた沈黙と透き通った目
それが言葉だったのかもしれないね
あなたのなかを みていてあげる
こころのなかを みせてあげる

二人夢のように暮らせば
ゆらり味の無い甘さに紛れて居られるわ
演技をしていた 長い事
死んだら地獄に堕ちるから
死ぬまでは側に居て
配列される表と裏
吐いて不安定
泣いて
二人夢のように暮らせば
ゆらり味の無い甘さに溺れて
何処へでも行けるわ呼吸に紛れて
18 19 18
二人夢のように暮らせば
もう平気なのさこれくらいは
演技をしていた
冷たい風がやっと涙腺に触れた

探せど失せ物は出でづ 夢願わくば破れ
貴方いそぐばかり けれども心配には及ばず
寂しさには何もない 短気を戒めて進め
脇目をふらず すべてこゝろのままに
花も開けば散り散り 月も巡り満ち欠ける
そして時巻き戻らず 今もこの瞬間を刻む
自然の理には 刃向かうべからず
遠く離れる貴方 風さわぐ秋の夕に
悲しみなどどうか 覚えることのないように
苦しみ煩いもいつか消え 心弾む季節訪れ
今は離れし貴方の命踊れば この胸幸せ極まりなし

ムキになっても良いけど
どうせいつか許せるから
今のうちにお許し致します
あれもこれも過去については拘らない
無駄なエネルギーは全て
私を照らす光へ変われ

深海に落ちて溶けてしまえ
君が潜めた言葉は
不協和音に紛れた歌の中
探したりなんてしないけれど
名前を置いて 衛星を打ち上げた
衛星を打ち上げたんだ
甘ったるいメロンソーダみたい
弾けて消えた
人類はずっと滅亡しないじゃない
列車は月へ行ったりもしない
追いつけないじゃない

あ、
あっ逃げ足だけはお早いようで感心
まぁまぁ此方人等追う気も然う然うないけれど
なんせコストの削減は何より得意
精々来世もどうかご贔屓願います

約束の夜はもうこないね
新しい朝ももうこないしなぁ
行き止まり 息は詰まり
うまく言えないけどここに君は居ない

どうしようもない呟き やっと気がつき
「手を止めて」
これ以上はきっと無駄だし
「ちょっくら休憩」
か弱き乙女に睨みを利かす眼差しもまた良いのね
来世はちゃんと
「その目で見抜いてね」

ある日突然帰ってきたりしないし
起きたらあの日に戻ったりはしないのに
夢をみていたような夢だった
あの日のような甘ったるい後味だったんだ

抜き足 差し足 忍び足 いつも同じテンポ
全く拍子抜けです
正直もっと大胆だと想って居ましたよアナタ
がっかりです
息が詰まりそうだったけど
平等じゃないし冗談じゃない
とっちめてやりたかったけど
強くなりすぎてしまったみたい
まっすぐ保っていられる

