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０１．まちのゆうぐれ（作詞・作曲・編曲 岡田文弘） 
 
季節にまどわされてまちがいだらけに歌い 
風（邪）にさそわれてかなしい国へ生まれた 
冬の粉雪が吹きだまる路地裏に 
ぼくは抱かれてみんな忘れようとしてた 
 
街の夕暮れに光翻り残されたぼくが空をすいこむ 
だれもいやしない乾いた宵闇にいつになっても朝が来ないよ！ 
 
冷え切ったきみの色は津軽のりんごのようで 
夕凪が街をつつみ時が止まった 
まずしい子どもたちは心臓を低くかかげ 
母のいない家へと消え入りながら帰ってゆく 
 
街の夕暮れに光翻り残されたぼくが空を蹴飛ばす 
きみすらも死んで疲れた宵闇はこのまま朝も来やしないだろうに･･････ 
 
季節にまどわされてまちがいだらけに歌い 
風（邪）にさそわれてかなしい国へ生まれた 
冬の粉雪が吹きだまる路地裏に 
ぼくは抱かれてまたぞろいつもの独りぼっち 
 
まちのゆうぐれに光翻り残されたぼくが空をすいこむ 
めぐる季節が通り過ぎて 
それでもぼくはこのままここにいる 
 
０２．ひとなみの幸せ（作詞・作曲・編曲 岡田文弘） 
 
ひとなみの幸せ、零れ落ちてしまいそうな 
ひとなみの幸せ、てーぶるの傍らに置かれた 
ひとなみの幸せ、僕の指の間をすりぬけて 
ひとなみの幸せ、海へと弧を描いていった 
 
愛する人の名を呼び 
かの女のために詩をひとつ書く 
こーひーの香りに溺れ 
国道沿いに目をやれば 
今年いちばんのかわいい風たちが 
街をいろどりながら駆けてゆくけど 



 
ひとなみの幸せ、でも僕ってひとなみ以下 
ひとなみの幸せ、でもひとなみってなんだろう 
 
朝が終わり昼が来て 
いつしか僕を夕陽が照らしてる 
だれかが零したちいさな嘘が 
空っぽの空を塗り上げる 
ひとつになろうとしてる幸せな恋人たちの間を 
しょぼくれた僕ひとりスキップし 
 
ひとなみの幸せ、信じる力はおそろしい 
ひとなみの幸せ、僕に言わせりゃオワライグサ 
 
笑い転げ 走り続け 
時おり涙で歴史を綴る 
なにげない都市のまん中で 
一千万の幸せのカタチが飛ぶ 
ものがたりは続く ガラスの野道の上 
きみ達をさらってく春先の笛吹きたち 
 
ひとなみの幸せ、零れ落ちてしまいそうな 
ひとなみの幸せ、てーぶるの傍らに置かれた 
ひとなみの幸せ、僕の指の間をすりぬけて 
ひとなみの幸せ、海へと弧を描いていった 
 
０３．雨上がりのドゥビ・ドゥビ（作詞・作曲・編曲 岡田文弘） 
 
みんな帰った雨上がりの学校通りにひとり 
街へすいこまれてった君の影を探して歩いてる 
またぞろ泣き出しそうな空 たれこめた雲とにらめっこ 
誰かが投げたボールひとつ 眠たげに横切ってった 
 
何気無くて宙ぶらりんの僕は石蹴りあそび 
窓から切り取ったようなフシギなひとときのなかで 
 
ドゥビドゥビドゥバンバドゥビドゥバン、Can you want me？ 
ドゥビドゥビドゥバンバドゥビドゥバン、Can you need me？ 
 
ふりかえった くすんだビルで夕陽隠れてた 



知らない間にホーキ乗ったマホウ使いが月を食べた 
さびしさまぎらわすために犬が鳴いている 
おわりそうでつづいていく哀しいほつれたつづれおり 
 
どこにもありゃしない星くずの国を夢見ながら 
カフェオレのなかで誰かのポエムを拾ってる 
 
ドゥビドゥビドゥバンバドゥビドゥバン、Can you want me？ 
ドゥビドゥビドゥバンバドゥビドゥバン、Can you need me？ 
 
なんとなくくるおしくそして退屈な僕たち 
チェシャ猫に笑われた気がしてフト天をあおいだ 
 
ドゥビドゥビドゥバンバドゥビドゥバン、Can you want me？ 
ドゥビドゥビドゥバンバドゥビドゥバン、Can you need me？ 
 
０４．夢のカゼヒキ（作詞・作曲・編曲 岡田文弘） 
 
カゼヒキの日曜は宇宙がぐるぐると 
コーヒー茶碗の中で回っているのです 
空が落ちてきてぼくのへやにまいおりて 
町中でだれもいなくなって 
きみだけをのこしていなくなって 
それからドアを開けたなら 
まふゆの風が吹いてゆくのでしょう 
 
知らんぷりのままの学生がゆきかう 
枯葉をふみながら気ぜわしく行き交う 
お日様が落ちてきてぼくのコーヒー茶碗のなかへ 
だれもきみをおぼえてなくて 
きみだけがとりのこされた町角で 
それからマドをあけたなら 
かわいた風が吹いてゆくのでしょう 
 
０５．蜂の子たちが舞い踊る（作曲・編曲 岡田文弘） 
 
０６．ヘイ！スケルトンガール（作曲・編曲 岡田文弘） 
 
街はあのこの噂で持ちきり 
ひと目見たなら忘れられないクレイジー・ガール 



ひと目見たなら毎晩夢に見る 
目鼻も口も耳も髪の毛もない 
 
頭がドクロの女の子 
見てみな彼女の頭蓋骨 
 
派手なコートを風になびかせて街を歩けば 
男たちの視線ひとりじめ 
恐れおののき逃げ惑うプレイ･ボーイズ 
だれもあのこの唇は奪えない――そもそもないから 
 
頭がドクロの女の子 
見てみな彼女の頭蓋骨 
 
ほんとは優しい少女なのに 
ほんとは愛すべき少女なのに 
頭がドクロの女の子 
キラメク彼女の頭蓋骨 
 
０７．シーラカンスの骨を盗め！（作詞・作曲・編曲 岡田文弘） 
 
開け放たれた扉の向こう 
気色の悪いアッパーミドルが 
偽善と快楽と優しさを 
両手一杯に抱えてる 
ぼくは部屋の中ほどで 
シーラカンスの骨を掘る 
 
野菜ジュースを浴槽に 
なみなみとそそぐ貴族たち 
もつれ合ったふたつの体が 
天空高く伸びてゆく 
実存の毒に当てられて 
輝け汚れた星々よ 
 
開け放たれた部屋の中 
シーラカンスの骨を掘る 
シーラカンスの骨を掘る 
シーラカンスの骨を盗め！ 
 



０８．トーキョー午後１１時（作曲・編曲 岡田文弘） 
 
０９．生活者（作詞・作曲・編曲 岡田文弘）

 
革命 
雨 
街 
人 
自分 
子どもたち 
空 
安心 
 
消えた記憶のきれはしを食んで 
眠り続ける生活者の詩 
 
雑踏 
足音 
言葉 
音楽 
風 
世界 
あなた 
夢 
 
消えた記憶のきれはしを食んで 
眠り続ける生活者の詩 
 
１０．ダダイストの睡眠（作曲・編曲 岡田文弘）

 
１１．ふるいぽえむ（作詞・作曲・編曲 岡田文弘）

 
夕日をはんぶんだけ食べた木曜日 
風のないまちでぶらんこゆれている 
きみが育てたポプラの木は 
かもつ列車と昔ばなし 
 
夕日をはんぶんだけ食べたかえり道 
あてのない犬はしっぽで空ささえてる 
きみが泣いてた駅前広場 



こぼれた涙が宙返り 
 
夕日をはんぶんだけ食べたひぐれ時 
たよりない僕は石けって歩いてる 
きみが待ってるさびたベンチが 
秋が終わるとさびしげに 
 
１２．ビル風（作詞・作曲・編曲 岡田文弘） 
 
石だたみに腰かけてひとり待ってる 
待ってたところで誰かがくるわけじゃないけど 
僕はビル風を待っているのさ 
 
裏切りのオノが僕につき立てられて 
だから僕はかべをつくり 逃げ出しちまった 
なにも信じたく 無かったのさ 
 
僕を助けられるのは 
冷たいビル風だけ 
僕のあたまを冷やしてくれる 
冷たいビル風だけさ 
 
僕はビル風を待っているんだ 
僕はビル風を待っているんだ 
僕はビル風を待っているんだ 
僕はビル風を待っているんだ 
 
１３．ぎやまん小唄（作詞・作曲・編曲 岡田文弘） 
 
ぎやまんにうつったきみだけを 
見ているうちに日がくれた 
坂みちを駆けてった野球少年 
またそうやって今日が終わった 
 
ぎやまん色のそらに星ひとつ 
ぎやまん色のそらにぼくひとり 
いつの日か きみとここへ 
腰かけて語り合えたなら 
 
こーひーのゆげにかくれてた 



ぼくの大事なおとしもの 
きみのことばと信じられない 
ぼくをつらぬいたさだめの真実 
 
ぎやまん色のそらに星ひとつ 
ぎやまん色のそらにぼくひとり 
いつの日か きみとここで 
ふざけ合ってた そんな気がして 
 
ぎやまん色のそらに星ひとつ 
ぎやまん色のそらにぼくひとり 
いつの日か ぼくはここで 
きみのためのうたを書くだろう 
 
１４．百万都市の孤独（作詞・作曲・編曲 岡田文弘） 
 
満月の夜に冷たい光に照らされて 
背中に大きなキズを負ったきみはひとり耳をすます 
 
だれかの声が聴こえてくるよ 
励ますような助け求めるような 
静けさの中で鳴り響いてるフシギな音楽 
きみの頭の中でずっと回りつづけてる 
 
とび出した部屋の外は何も見えない夜の街並 
ざわめくきみのイキの白さが月に照らされて眩く光る 
 
いつか出会った人たちの影が次々ときみを通り過ぎた 
さびしさの混じる笑顔を浮かべて何も言わずに 
きみが伸ばした腕は虚空をつかんだ 
 
ふと横切ったビルの谷間の 
灯り一つない公園 
かすかに揺れるブランコの上で 
幼い頃のきみが飛ぼうとしてた 
 
万華鏡のように移り変わってく 
たどり着けないゴールがネオンの向うに 
顔のない子どもらが走りぬけてゆく 
宇宙に裏切られて走りぬけてゆく 



きみが見上げた星のない空 
きみがなくしたものすべてそこにある 
きみの中で広がる星の降る空 
きみが殺した思い出がまたたいているよ 
 
ぼくはここでずっと待ってる 
宇宙の裏切りを清算する日を 
きみの姿が遠くに見えた 
もうすこしであとちょっとで何かつかめそう 
 
きみはそこでじっと耳をすます 
きみの大切な人たちの声が 
空からあの月からこぼれてきたよ 
もうすこしであとちょっとで何かつかめそう 
 
顔のない子どもらが思い出すまで 
いつか見せた笑顔思い出すまで 
ひとりぼっちのきみが朝の予感の中で 
心の底から泣けるまで 
ぼくはここでずっと待ってる 
昨日夢で見た約束の場所で 
ぼくはここでずっと待ってる 
もうすこしであとちょっとで何かつかめそう 
 
夜明け前に朝陽が見えるはずの橋の上で 
キズだらけのきみは目をとじてそっと耳をすます 
 
そっと耳をすます 
 
１５．きらわれもののへび（作詞・作曲・編曲 岡田文弘） 
 
まるまって自分のしっぽ眺めながら 
穴ぐらの中 とっても暗い穴ぐらの中 
だれかが投げた石つぶてが作ったキズが 
冬の冷気にしみて しくしく痛むよ 
 
ねじれた動きではいずり回って 
だれからおかまいなしに にくまれ口たたく 
くさむらの外はすてきな街並み 
それでもぼくはそこには行けやしなくて 



 
ひねくれぼうずは冬眠中だよ 
くやしまぎれの悪態ついて 
年賀状くばってゆく郵便屋さんの足音に 
眠りをじゃまされながら まどろみつづける 
 
まるまって自分のしっぽ眺めながら 
穴ぐらの中でひとりぶつぶつひとりごと 
きみが投げた石つぶてが作ったキズが 
とっくに治ったはずなのに まだ痛むよ 
 
だれかとおはなしできたら ぼくの世界はかわるだろう 
きみと仲良くなれたら どんなにステキだろう 
ぼくが素直になれたら 痛みもじきに癒えるだろう 
ぼくが素直になれたら きみと仲良くなれるかな 
 
春になったらきみと仲良くなるんだ 
春になったらもっと楽しく遊ぶんだ 
春になったら素直な子になるんだ 
春になったらみんなと仲良くなるんだ 
絶対に！ 
 
また一枚皮をぬぐんだ ねじれた皮をぬぐんだ 
こんど目を覚ましたらきみと仲良くなるんだ・・・・・・ 
 
１６．僕のキップ（作詞・作曲・編曲 岡田文弘） 
 
僕のキップ  
行きそびれたいつかの旅のもの 
乗るはずだった列車のキップ 
机の片すみに 
 
僕のキップ いつも役立たず 
列車は走り出さない 
時刻表もないこの駅で  
僕はまだ迷ってる 
 
片道 行ったきり戻れない 
 
僕のキップ 



色あせてゆく 時に流されてゆく 
慣れ親しんだ街だけど 
外には何かがあるんだ 
 
僕のキップ 
握ったままで老いてゆくのか 
出会いと別れ 季節はめぐる 
僕には何も残さずに 
 
車窓 景色が見えては過ぎてゆく 
 
キップを手にしただけのことなんだ 
走り出せるとはかぎらないんだ 
キップを手にしただけのことなんだ 
走り出せるとはかぎらないんだ 
 
 
１７．甘いミルクの鍋の中で（作詞・作曲・編曲 岡田文弘） 
 
死にかけた子供たち 
甘いミルクのなべのなかで 
 
海の魚の目はなにを語る 
まち吹く風はガスを運ぶ 
 
甘いミルクのなべの中で 
甘いミルクのなべの中で 
 
１８．ビニールの歌（作詞・作曲・編曲 岡田文弘）

 
ビニールを垂らせ 
街角にビニールを 
雨をふせぐための 
ビニールを 
ビニールを垂らして 
楽しい街並み 
ぼくの脳味噌 ビニール製 
きみの脳味噌もビニール製 


