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０１．題目（作詞・作曲・編曲 岡田文弘） 
 
朝の光に洗われながら丘の上で生まれかわる 
夕べぼくの頭の中にたれこめていた雲は消えた 
 
泥の中から一輪の花を咲かせたい 
 
昨日までの何もかもが伸びてゆくカゲの先に溶けた 
いのちあるものたちは流れ流れて星になった 
 
泥の中から一輪の花を咲かせたい 
 
朝の光に洗われながら丘の上で生まれかわる 
たれこめていた雲の上黄金色のりんごの恵み 
 
泥の中から一輪の花を咲かせたい 
 
０２．僕の誕生日（作詞・作曲・編曲 岡田文弘） 
 
二日酔いの夢は有明の月隠し 
鳴いて血を吐くぼくはホトトギス 
頭が腫れ上がる胃袋がはれ上がる 
千の天使がバスケットボール 
 
生ぬるい牛乳が今朝も配達されて来た 
祝う人もだれもいない今日は金曜日 
ぼくの誕生日 
 
昨日夜のきみはぼくをズタズタにして 
不燃ゴミの捨て場に置いてった 
二日酔いの夢の中頭が腫れ上がる 
目覚まし時計にかじられてる 
 
陰鬱な牛乳が玄関の前で腐ってく 
朝の冷気にむしばまれ汚れてゆく 
ぼくの誕生日 
 
陰鬱な金曜日廃墟の街で大笑い 
地球の芯が腐るまで 
ぼくは二日酔い 



ぼくは二日酔い 
ぼくは二日酔い 
ぼくは二日酔い 
今日は誕生日 
ぼくの誕生日 
 
０３．荒廃地域（作詞・作曲・編曲 岡田文弘） 
 
消灯時間すぎたら橋の下で落ち合おう 
限りない悲しみをピストンにすりかえて 
ナンバープレートに貼りついた英字新聞は 
殺人と放火と歌姫のスキャンダルを報じてる 
 
二十一世紀になれば夢もかなうさと 
昔の子どもたちは信じてたのかな 
 
危険にむしばまれた退屈を食べながら 
ヒビの入ったグラスの中で出会うだろう 
たれ下がる電線をよじのぼれば天国へも行ける 
そんなホラ話排気ガスの中で語り合う 
 
二十一世紀になり夢見がちな街も 
今日を生きるすべを考え続けてる 
 
トンネルの中できみはサキソフォン吹いてる 
思い切り古いやつを聴かせておくれよ 
今夜はロックできそうもないからきみの得意な 
へたくそなジャズを 
でたらめなスウィングを 
聴いていたいだけ 
 
地下鉄を乗りついで猫の捨て場を探す 
そんなやるせなさだけ抱えて死んでゆく 
約束の場所ではありあわせの倦怠が 
地面にとけこんでそして音だけが残る 
 
二十一世紀の日々 陰鬱なスケジュール 
サングラス通したくもり空 
 
トンネルの中できみは夜を明かしてる 



ガソリンのしみこんだ毛布にくるまって 
胎児のスタイルで眠りをむさぼるきみの鼓動が 
ぼくまでふるわせて 
うたがうまれて 
そして朝が来る 
 
トンネルの中できみは朝を待つ 
「もう少し時間があればいいのにね 
わかりあえた時はいつも遅すぎて 
もう少し時が許せば 
忘れる去ることも 
思い出すことも 
きっとできるのに」 
 
消灯時間すぎたら橋の下で落ち合おう 
とりあえずそこから全部始めよう 
消灯時間すぎたら 
荒廃地域の真ん中で 
 
０４．ナイロンの王女（作詞・作曲・編曲 岡田文弘） 
 
日曜が雨に煙る 
空がきみを映した午後 
日曜が街にしずんで 
大丈夫さ大丈夫だよ 
どのみちぼくの知ったことじゃなし 
 
きみにゃテキーラは無理だよ 
昨日のぶんぜんぶ反吐して 
きみにゃミルクで十分 
橋の下に横たわる手首 
それは開いちゃいけないドアだよ 
 
あの子のために泣いてやれよ 
ナイロンの髪におぼれながら 
「ぜんぶ欲しいの」「夢を見たいの」 
「じぶんのことが大嫌いなの」 
「夕陽よりも赤く染めてよ！」 
 
あの子に応えてやったのかい 



おしまいのページ薔薇で飾って 
ふるえながら吐く最後の空気 
「ぜんぶ欲しいの」「夢を見たいの」 
「夕陽よりも赤く染めてよ！」 
 
月の光で錆びついたナイフで 
 
大丈夫さ大丈夫だよ 
どのみちぼくの知ったことじゃなし 
ただの平凡な雨の日のことさ 
ただの平凡な物語の終わりさ 
 
０５．たいくつな列車に乗って（作詞・作曲・編曲 岡田文弘） 
 
フリコ時計のゆれるすき間を目がけて帽子を投げた 
からみついた茎を流れる樹液があの空を染めた 
子どもたちのたどる家路が高速でからみ合う中 
波打ちぎわであなたが流れ着くのを独り待ってた 
 
開かれたドアの向うはなつかしい故郷の予感 
でも今は雨にけぶってあんな遠くにうかんでる 
 
たいくつな列車に飛び乗り 
世界でも変えようとした 
たいくつな列車に飛び乗り 
今のところは大丈夫みたい 
 
窓ぎわの席にうずまり発車のベルをのみこんだ 
いつの間にか窓の外はセピアにそまってついえた 
死にたえた何もかもが灯火となって燃えてた 
ぼくはイキをつめて過ぎゆく時に両手をかざした 
 
だれかが見た幻がビルの後ろに虹をかけた 
ふみしめるたびに大地は砂の山のようにくずれ落ちた 
 
たいくつな列車が旅立つ 
ふしあわせな記念日に 
たいくつな列車が旅立つ 
今のところはとりあえず OK 
 



あなたの偽善と独善が街を空虚に回転させてる 
汚れないあなたの涙が荒んだ心にいまいましいだけ 
 
たいくつな列車に乗って 
なにごともない奇跡のまん中 
たいくつな列車の上で 
どうしようもない光のただ中 
 
０６．スケアクロウ（パート１）（作曲・編曲 岡田文弘） 
 
０７．サウザンズ・オブ・チルドレン（作詞・作曲・編曲 岡田文弘） 
 
イスタンブールを吹く風は 
ささやかなヒントをくれる 
曲がりくねった道の向う 
赤い太陽がかがやくところ 
 
陸のむこうまでついてくればいい 
信じていたいだけ信じていればいい 
 
変わることが生きること 
昨日の自分をころすこと 
風がゆっくりすべってゆく 
夢見た場所から吹いてくる 
 
去ってゆくものは心にしまえばいい 
時が流れたら忘れてしまえばいい 
 
宿がほしいならここで休めばいい 
朝が戻ったらまた歩けばいい 
 
イスタンブールを吹く風は 
夢見た場所から吹いてくる 
曲がりくねった道の向う 
自由の旗がひるがえる場所 
 
ほんの少しだけ心を開くといい 
ほんの少しだけ素直になればいい 
 
日曜が雨に煙る･･････ 



きみを空が映した午後･･････ 
日曜が街に沈んで･･････ 
きみを空が映した午後･･････ 
 
０８．うすばかげろうの約束（作詞・作曲・編曲 岡田文弘） 
 
浸水してゆく床下に 
反対派が埋まってた 
予定調和の娯楽の中で 
この街の季節がかわる 
 
うすばかげろうと交わした約束は 
くれなずむ景色にごまかされてゆく 
 
なにかけずってく 季節のうつろい 
 
不安にみちた夜が来て 
街の隙間にもぐりこむ 
存在しない空の下 
だれもしらないやり方で 
 
うすばかげろうと交わした約束は 
宵闇に溶けこんで 
 
なにかうばってく 季節のうつろい 
 
０９．Over the hill～光ある場所で～（作詞・作曲・編曲 岡田文弘）

 
いつの間にか季節はまちに雪を降らして 
逃げ遅れたぼくら閉じこめた 
顔のない人たちが しおれた花束を抱え 
駅前の交差点いっぱいにした 
 
昔夢見た空飛ぶクジラに乗って舞い上がれ！ 
雲の切れ間を探して 
 
あの日吹いていた風に追いついて追いこして 
きっと癒えるはずのキズだらけの体で 
光がふりそそぐ丘の上で また会おう 
 



 
いだいてたイメージがぜんぶ崩れ去って 
予想はしてた不幸せが今起ころうとしてる 
ちぎれた雲が空を回してる 
ぐるぐる空は回り続ける 
 
いつかきみが口ずさんだ歌の続きを探すために 
空を駆け抜けた 
 
あの日吹いていた風を抱きとめて抱きしめて 
伝えたいことが山のようにあるから 
光がみちあふれた丘の上で また会おう 
 
回り続ける空を見上げたら 
疲れたきみの面影がひとつ、ふたつ、みっつ 
いつだってそうさ まちわびて終わってく 
閉ざされた時間を思い出にはしたくない 
 
幸せになれないぼくらだけが 
すべてを許して陽だまりの中を駆けめぐろう！ 
 
あの日吹いていた風に励まされ励まして 
ようやっと思い出した約束を果たすため 
光につつまれた丘の上で また会おう 
 
いつの日にか・・・・・・ 
 
１０．きっちん・こんぷれっくす（作詞・作曲・編曲 岡田文弘）

 
すーぷ皿の中で生まれて旅に出た 
きっちんの壁からたいるをはがして 
なにしろこんなに気もちのよい朝なので 
たいるをはがして旅に出た 
 
白いあすぱらがすはホラ吹くばかり 
とだなへ降りてってそう言ってやった 
子どもらはみんな死にたがってるよ 
月をすくって飲んでは死んでゆくよ 
 
油絵のりんごは食えやしないよ 



なんでそれがわからないかなあ！ 
きみもぼくも だれもが夢見人 
だれもが夢見人なのさ！ 
 
大きなじれんま咲き誇るらべんだー 
時計のふりこにぶら下がった手ぶくろ 
よーぐるとかけたこーんふれーくの中 
あすぱらがすのホラにだまされてみようかな 
 
１１．AHO-Q（作詞・作曲・編曲 岡田文弘）

 
踊りまわって腰痛の街は電気で描かれたうそっぱち 
せいいっぱいに背のびしたきみはペンキで描かれた人面瘡 
今日もまたぼくら二人救いようのない阿呆ンダラ 
おなじ阿呆なら踊ればいいのにうつむいたままで朝を待つ 
 
なにか忘れたまんまでいつになったら思い出せるの 
そんな阿呆なのに夜が明けてまた明日になる 
――そろそろ急ごう。 
 
どこか遠くに煙が見えるユートピアの目印かもしれない 
それでもぼくらが生きてゆけるのはこのくそったれな街でだけ 
今日もまたぼくら二人なんにもできない阿呆ンダラ 
見せたいものも話したいこともいつだって山ほどあるのにね 
 
なにか忘れたまんまでいつになったら答え出るの 
そんな阿呆なりに心をいためているのです 
――そろそろ焦ろう。 
 
今日もまたぼくらみんなどうどうめぐりの阿呆ンダラ 
それでもぼくら精いっぱいさあともうちょっとで間に合うかもしれない 
 
なにか忘れたまんまでいつになっても忘れたまんま 
そんな阿呆だけど今日もまたいい日みたい 
――そろそろ行こうか。 
 
１２．夜のほろほろ鳥（作詞・作曲・編曲 岡田文弘） 
 
夜も更けて人々は 
街の腕に抱かれて眠る 



壁を眺めてすごした午後 
待ち焦がれて身を焦がして 
しおれた花を食べながら 
 
夜も更けてだれも通らない橋の下を川は流れて 
盗んだ星くずを身にまとったほろほろ鳥が横切ってゆく 
 
何か聞こえる 
だれか歌ってる 
哀しみを前に 
きみが歌ってる 
 
嘆きの歌は歌いたくない 
静けさの中にいたいだけ 
信じていたすべてがもろくも 
崩れ去ってあらわれた壁に 
きみの絵をそっと描きつける 
 
夜も更けてだれも通らない橋の下を川は流れて 
盗んだ星くずを身にまとったほろほろ鳥が横切ってゆく 
 
きみの声がする 
街の向うから 
空の向うから 
ぼくの中から 
 
夜も更けてだれも通らない橋の下を川は流れて 
盗んだ星くずを身にまとったほろほろ鳥が横切ってゆく 
 
おしころした声で 
祈るように 
か細い声で 
ためらうことなく 
きみは歌ってる 
哀しみをせおって 
きみは笑顔で眠ってる 
 
１３．スケアクロウ（パート２）（作曲・編曲 岡田文弘） 
 
 



１４．スクール・デイズ（作詞・作曲・編曲 岡田文弘） 
 
だれもいない校庭があんなに美しいのは 
生まれなかった子どもたちが眠っているから 
まちがってもきみは幸せなんかじゃないよ 
溶けてゆくだけ 
 
真夜中の校庭があんなに心地よいのは 
豚小屋の中を流れる風が吹かないから 
まちがってもきみは愛されちゃいないよ 
崩れてゆくだけ 
消えてゆくだけ 
 
みんなが夢見た悪夢の中で なぜきみまでが苦しむの 
だれもが忘れた思い出の中で なぜきみだけが笑えないの 
流される 
流れてく 
きみもぼくもおんなじになる 
 
ひとりぼっちの校庭があんなに残酷なのは 
ぼくらがこぼした涙でぐちゃぐちゃだから 
まちがってもきみは正しくなんかないよ 
ここが嫌いさ 
ここが大嫌い 
 
みんながこわした大切なものを なぜきみまでが蹴飛ばすの 
みんなが作ったまぼろしの中で なぜきみだけが死んでくの 
流される 
流れてく 
きみもぼくも区別がつかなくなる 
 
永遠（とわ）に続く夏休み 
木漏れ日にゆれて夏休み 
伸びてゆくかげぼうしにおびえながら 
きみもぼくも どこへ行けばいいんだろ 
 
１５．ゼンマイじかけのオレンヂ（作詞・作曲・編曲 岡田文弘） 
 
もうずっと前に終わってた 
川の流れにうながされて 



だれもいない高架橋の上 
クダモノ売り歩く 
 
あなたはそこにはいなかった 
エンピツころころ転がして 
消えかかる空の色 
新幹線がつきぬける 
 
思い出した真実のでたらめさに 
忘れたくない全部を忘れたくて 
ゼンマイじかけの地球は回る 
ゼンマイじかけのオレンジひとつ 
 
いつかあなたはあなたでなくなり 
いつかわたしもわたしでなくなる 
ゼンマイじかけの雑踏の中で 
ゼンマイじかけのオレンヂ回る 
 
もうずっと前に終わってた 
とうの昔に朝だった 
幾時代かがありまして 
茶色い戦争ありました 
 
もうずっと前に終わってた 
もうずっと前に朝来てた 
あなたが去った空見ると 
イキをのむほど朝やけていた 
イキをのむほど朝やけていた 
 
１６．センチメンタル・ユニヴァース（作詞・作曲・編曲 岡田文弘） 
 
何が幸せかなんてわからないけど 
ぼくはささやかな誓いを立てる 
折れ曲がった摩天楼の下 
ぼくはささやかな誓いを立てる 
 
黄色い服を着たきみは 
首かざり物憂げに光らせて 
静かなまどろみに抱かれて 
何かを夢見ている 



 
ぼくの立てたささやかな誓い 
もろくも腐り果ててしまった 
ここはさもしい国だった 
きみの教科書は欲望さ 
 
黄色い服を着たきみの 
首かざりかなしく錆びついて 
くりぬかれた空っぽのひとみは 
何も夢見ていない 
 
黄色い服を着たきみは 
首かざりで首をしめている 
きみは何も夢見ていない 
何も夢見ていない 
 
１７．精神病院の夢（作詞・作曲・編曲 岡田文弘） 
 
いつまでもぐるぐると回り続けてる 
鳴り止まないあのコマーシャルソング 
ぼくは命を燃やし続けてる 
スカラカチャカポコ、日がな一日ぼんやりさ 
 
きみに差し入れしてほしいものは 
ガウディがデザインしそうな帽子 
それをかぶって一晩中でも 
鳴り止まないあの歌を聴いていたい 
 
きみにはこの歌聞こえないよね 
ぼくじゃないぼくが歌いつづけるセレナーデ 
夢の中でよくきみに出会うよ 
スカラカチャカポコ、日がな一日夢の中 
 
きみに差し入れしてほしいものは 
ガウディがデザインしそうな帽子 
それをかぶって一晩中でも 
鳴り止まないあの歌を聴いていたい 
 
きっとぼくもきみもこの世界すべても 
どこかのだれかさんの夢なのさ！ 



 
１８．ＴＶディナー・ララバイ（作詞・作曲・編曲 岡田文弘）

 
ララバイきみに捧げる 
グッナイ悪夢のような 
バイバイ見たくもないよきみの寝顔は 
 
ララバイきみなんかには 
捧げないさっさと寝ちまえ 
グッバイ魚みたいに目をあけたまんま 
 
世界中のさもしい人 
卑劣な人 
生きる価値もない人よ 
みんなみんなお休み 
 
ララバイきみの死に顔 
できの悪い冗談みたい 
Saturday night きみにお似合いの死んだ魚の目 
 
ララバイきみの子守唄 
聞いたら耳が腐ったよ 
グッバイきみは本当にしょうむない人 
 
世界中の不幸せも 
残酷さも 
何一つ片付いていない 
それでももうお休みの時間 
 
やさしいふりをした鬼婆に抱かれて 
あどけなく恐ろしい子どもたちは眠るよ 
生まれなかった胎児たちの歌声が 
きびしい寒さを街に運んでる 
 
ララバイきみに捧げる 
グッナイ悪夢のような 
バイバイ見たくもないよきみの死に顔 
 
ララバイきみなんかには 
捧げないさっさと寝ちまえ 



グッバイだれの愛も受け取らないまま 
 
世界中は偽善だらけ 
平和を叫んで明日もきっと人殺し 
子どもたちが死に絶える 
眠るように 
 
子守唄もなしに 


