
 

【PLAYING LIST】 

 

Opening ～Unforgettable Memories 2011～ 
あの日観たライブ なくした夢を見てた 

今宵ふたたび 自由な時間と音楽で･･･ 
                                                         Words＆Music by ShiraNori 

 
 

Because You & Me 
仲間集めに流したメール  君がくれた優しいレスポンス 

言葉の魔法にかかりはじめた  重ねるメールが生み出す想い 

 

見えない君が膨らんでゆく （Growing my love） 

確かに愛を感じ始めている 

 

一つ一つキーボードに  たくす言葉 （Choosing my words） 

重さを感じながら  安らぎ探してる （Play the Net on line） 

何もかも忘れて  夢中にふと気づく 

傷つける前に  伝えることがある 
 

少しでも近く感じたくて  優しい言葉が音に変わるテレフォン 

魔法の解き方が見つからなくて  焼きつく声色 深まる想い 

 

隠してることに苦しくなる （Blowing my love） 

正しいと言い聞かせる別の僕がいて 

 

失いたくない笑い声  奏でる言葉 （Healing my heart） 

その重さを感じた今は  Now it it too late （Please be just in time） 

きっと分かってもらえるから That is selfish feeling 

It is the time when I wait for you   Close my eyes and feel it so 

 

二度目の初めましてに  綴られる過去の僕 （Sealing my past） 

そっと魔法の解き方を  教えてくれた （Giving the last your chance） 

会わないことが自分への  罰だと決めたから 

It is the harmony of friendship and tenderness   the best way I can 

 

We can change the form of tenderness 

Because it is you and me... 
                                                         Words by Mits / Music by ShiraNori 

 
 

聖なる夜にもう一度 
 あいまいな時間（とき）がゆく そんな Xmas Night  君はもうここにいない 

 赤く染まった暖炉の温もりだけが 僕を深い眠りへと誘ってる 

  

 白いドレスだけ身にまとった 妖精のようなその姿 

 降り続く雪にその身を隠して 去年の幻はそっと消えてった 

  

 キリストなんて信じなくて  聖マリアもここにいない 

 そう思っても何故かこの日だけは 

君にもう一度だけ 会うことが出来るなら 

古いチャペルの鐘に瞳を閉じて祈ってた 

  

 知り合った頃の二人ならば  どんな場面でも寄り添ってた 思い出す君の声 

Can’t you hear and what you see? 聖なる夜に 消えかけていた灯りが灯り出す 

  

 I wonder if I can love you when it’s Xmas time 

  But still my heart is beating all the time 

  Everyday do you know I miss you and I’m dreaming on my eyes 

  雪降る中いつしか君のもとへ向かってた 
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 街のクリスマスツリーの光が  秘めた想いをまた強く 君に導いて 

 色鮮やかなこのイルミネーション 抱きしめたい氷のステージで 

  

 舞い降りた冬の帱が 街を白い絵に変える Fantastic Twilight Zone 

 今こうして君を迎えに 降り積もる雪 赤いバラ サンタのように 

  

 忘れられないあの日君と 淡く白い霧の中 歩んでたワインディング・ロード 

 Every time remember me その思い出は まだ深く刻まれ 

  

 抱き合ったままの二人ならば 長い月日の心の壁 そっと溶けてゆく 

 君に逢えたらどんな夢も    きっとかなうと信じてる 

この雪が雨に変わる前に 

 

Do again, love again, I’m calling you by phone 

  I gonna kiss you, but I don’t know how  (Light up the world) 

 Your way, still away, but I miss you alone  (Why I have gone?) 

  I wanna hold you ‘cause I love you so 

                                                                 Words＆Music by ShiraNori 
 
 

Endless Reflection 
静かな海辺のワインバー 月の影 波に揺られ 

窓辺に映せば 雲がかき消した 

ここなら逢えると いつも探してた 

想い出ふけるカウンター そのグラスに注いでみる 

君がいないこの場所で 忘れるに時が足りなくて 

いつまでも想いは満たされなくて 

 

未熟すぎたその Young Love 離れてる日もどかしく 

いつの日も Just In Doubt 誰かの腕抱かれてる 

すれ違う慕情の中 悲しげに涙浮かべて 

ゆきすぎた愛が君をまた傷つけてた 
 

（※） Please don't cry  I don't wanna make you cry 
Kiss my honey いつまでも君を見ていたくて 

Shake your body  ひとときの Sparkling time 

I can stay if you want... 

 

Everyday I miss your smile  Anyway I deeply falling 

Everytime I kiss your ghost  Everything will be sad story 

Can you feel my crashing heart  I try to make myself control that mind 

This is not natural love but untrue, I notice and part as a friend 

 

Please don't cry  I don't wanna make you cry 

Kiss my honey  いつの日も君と夢みたくて 

Shake your body  消えそうな Dreaming time 

I can stay if you want... 

 

そうあの日 互いに別れを切り出した二人 

何故か過去のわだかまりやプライドなど消えて 

初めて分かり合えたそんな Special day... 

 

（※Repeat) 
Please don't cry... 

                                  Words＆Music by ShiraNori 

 

 

SPARKLE 
七つの海から集まってくる 女神達のドレスに触れた途端に 

拡がる世界は不思議な輝きを 放ちながら 心へと忍び込む 

 

高くて届かぬ愛の行方も 夜を担う夕闇降り始めたら 

 

 

素敵なざわめき心に投げかけて ただ懐かしい思い出に摩り替える 
 

拡がる世界は不思議な輝きを 放ちながら 心へと忍び込む 
                                   Words by Minako Yoshida / Music by Tatsuro Yamashita 

 

 

Like the Beatles Singin' 
(※) John Lennon said ‘Love is the world’, 

I tried to make it out, but I couldn’t understand 

I was thinking so, but now at last I know the true meaning 

When I want to make you feel my heart, 

no need to say the word,  I have to do is 

Well singin’ like just the Beatles, like the shadow 

 

幼き頃に  ママに連れられて 

いつものクラシックのステージ 長く退屈な時間で 

あと家に帰れば  すぐレコード取り出して 

得意のマッカートニーナンバー フルボリュームで無邪気に歌ってた 

 

あの頃見てた夢は相変わらず今この胸に 

あの日のままで確かに残っているのかい？ 

やりきれぬ社会自分を闇で見失うときは 

そうさ Singing like just the Beatles, like the shadow 

 

はかなき世の心の憂いの中で  何かを今伝えたい yeah! 

 

(※ Repeat) 

Well singin’ like just the Beatles, like the shadow 

the Beatles like the shadow 

                                    Words＆Music by ShiraNori 

 
 

We Like the Music Market 
変わりのない Normality  いつも Working Night&Day 

過ぎ去りし Nostalgie  だから今夜は飲もう 

忘れよう Reality  冷めた Tension なんかもう 

妥協のない Quality  いっそやるからには So 

 

Like the music stars  We love the crazy night 

Just play as you like to take  Freedom of music style 

 

Practice from now  You love the music life 

Promise just now  We are the music market 

Plactice from now  You live in music world 

Promise just now  We are Free Music Market 

                          Words＆Music by ShiraNori 

 
 

穏やかな距離の中で 
夜行バスの中で  君は僕を想ってた 

出迎えの車で  僕は君を想ってた 

午前６時の Seaside  遠く離れていたはずの僕らは 

 

穏やかな距離の中で  久しぶりの笑顔を見つけて 

同じ空気抱きしめて  何も変わらないよねと 確かめていた 

 

電話して毎日  僕が君を笑わせる 

パソコンの壁紙  君が僕に微笑んでる 

真夜中１時の携帯で  遠く離れているはずの僕らは 

 

穏やかな距離の中で  泣いたり笑ったりしていたね 

同じ電波抱きしめて  ほらね ここにいるよと 頬寄せ合った 

 

 

穏やかな距離の中で その時が僕らに訪れた 

同じ未来抱きしめて  たとえ僕たちに 何が起きるとも 

穏やかな距離の中で 暮らしていこう 

 

すべてを抱きしめて・・・ 君だけを見つめて・・・ 

                                                Words by Assasin / Music by ShiraNori 
 
 

Rock With You 
Girl, close your eyes    Let that rhythm, get into you 

Don't try to fight it    There ain't nothin' that you can do 

Relax your mind    Lay back and groove with mine 

You got to feel the heat    And we can ride the boogie 

Share that beat of love 

 

(※) I wanna rock with you (all night) 

Dance you into the (sunlight) 

I wanna rock with you (all night) 

We're gonna rock the night away 

 

Out on the floor  There ain't nobody there but us 

Girl, when you dance  There's a magic that must be love 

Just take it slow  'Cause we got so far to go 

When you feel the heat  And we gonna ride the boogie 

Share that beat of love 

 

(※ Repeat) 

 

And when the grove is dead and gone 

Yeah, you know that love survives  So we can rock forever 

 

(※ Repeat) 

Words＆Music by Rodney Lynn "Rod" Temperton 

 

 

希望の轍 
夢を乗せて走る車道 明日への旅 

通り過ぎる街の色 思い出の日々 

恋心 なぜに切なく 胸の奥に迫る 

振り返る度に 野薔薇のような Baby love 

 

遠く遠く離れゆくエボシライン oh my love is you 

舞い上る蜃気楼 巡る巡る 忘られぬメロディライン 

oh my, oh yeah, Gonna run for today oh,oh,...... 

 

風の詩よ 黄昏よ ためらいの道 

波の音は今宵もブルー 愛しい君の名を誰かが呼ぶ 

ため息の中にほのかなあこがれが寄りそう 

愛されるために羽ばたくような Baby love 

 

熱く熱くこみあげる涙に oh my love is you 

たわむれの放射線 揺れる揺れる 面影は哀しく 

oh my, oh yeah, Be the one for tonight 

 

情熱の重さは夜の凪 さまよう夏の日は陽炎 

 

遠く遠く離れゆくエボシライン oh my love is you 

舞い上がる蜃気楼 Di di di...... 

oh my,oh yeah Let me run for today 

                           Words＆Music by Keisuke Kuwata 
 

All Songｓ Arangement by Free Music Market 


