What you want!

Get my way, yeah！

YouTube 视频预览为粉色

快挥
溶けかけた ice cream みたいに (広がって

里 1-2 拍手*6
So feel like magic！ 今ここから
So go underway！ 始まる story

く)
优しくココロ満たして (つつみこんで)
前挥-上举
あなたが描いてきた
あなたの物语は

间奏 里 1-2 拍手
里打
本当の自分を隠したって (隠したって)
Heart には嘘をつけないから (つけないか
ら)
快挥-上举
' さ あ vanilla な 毎 日 marble し ち ゃ え
freedom！
好きなように进もうよ skip して baby？'
后悔だって spicy！
里 1-2 拍手
So feel like magic！ passion はじけて
So free and easy！ 君を见せて
'Can you hear me？ Everybody clap your
hands！'
ありのままで
'Do what you want, what you want！'
Get my way, yeah！
间奏 里 1-2 拍手
そうね世の中はいつだって (いつだって)
caramel みたいに甘く苦い (甘く苦い)
快挥
'理想通りじゃなくたって neutral で行こう
出会いも别れさえも全部 decoration！'
上举
mint な涙も sweet..
里 1-2 拍手
So feel like magic！ candy きらめく
So free and easy！ 君が见たい
'Can you hear me？ Everybody sing-along！
'
正直にね
'Do what you want, what you want！'

special な sweets！
里 1-2 拍手
So feel like magic！ candy きらめく
So free and easy！ 君が见たい
里 1-2 拍手
Feel like magic！ passion はじけて
So free and easy！ 君を见せて
'Can you hear me？ Everybody clap your
hands！'
ありのままで
'Do what you want, what you want！'
Get my way, yeah！
里 1-2 拍手-fufuf*2

Yellow Sweet
预览色为黄色(看歌名也知道肯定是黄色啦)
前挥
柔らかい雨粒が頬に
世界で一番小さい二人の Stream
雲ひとつない天気雨
二人の距離を縮めた
(キラキラ Sunshine)
水色が乱反射して
(プリズム Rainbow)
この街に虹をかけてく

愛しさが胸に染み込んでく
このまま雨に打たれて
キスの理由を探さないで
素直になれる気がする Yellow Sweet
前挥
虹の滑り台を傘に乗ってくだってこうよ
君のポッケの中 繋いだ手と手
ギュッと握りしめた
上举
女の子はいつでも
恋する Yellow Sweet
はじまりは雨の匂いみたい

前挥
女の子はいつでも
恋する Yellow Sweet
はじまりは雨の匂いみたい
傘に隠れて頬に Kiss

傘に隠れて頬に Kiss
キミの瞳に映る私
今だけは止まないでいてね

キミの瞳に映る私
今だけは止まないで Yellow Sweet

気づかないふりをしてた
想いは Yellow Sweet
愛しさが胸に染み込んでく
このまま雨に打たれて
キスの理由を探さないで
素直になれる気がする Yellow Sweet

the Yellow Sweet Rain wraps me.
the Yellow Sweet Rain wraps you.
the Yellow Sweet Rain wraps the world.
wow-wow-wow
the Yellow Sweet Rain wraps me.
the Yellow Sweet Rain wraps you.
the Yellow Sweet Rain wraps the world.
wow-wow-wow
上举
広がる優しい空は
自分から見上げないと気づけない
探してた (君のこと)
前挥
運命の人はこんなに近くにいたんだ
(キラキラ Halation)
週間天気予報はずれても
(プリズム Raindrop)
一緒ならどこでも行ける
気づかないふりをしてた
想いは Yellow Sweet

前挥

the Yellow Sweet Rain wraps me.
the Yellow Sweet Rain wraps you.
the Yellow Sweet Rain wraps the world.
wow-wow-wow
the Yellow Sweet Rain wraps me.
the Yellow Sweet Rain wraps you.
the Yellow Sweet Rain wraps the world.
wow-wow-wow

Say Goodbye, Say Hello

あたらしく わたしで

预览色为白色和蓝色（海鸟！）

间奏里跳

前奏里跳
里打
歩き出すまで震えてたのに
気づいたら梦中でここまで来てた
手に入れたもの失くしたもの

上举（砸 UO 开花掌）
叫びたい冲动 背中を押されて
わたしがわたしをアップデートしてく
快挥
どこまで行くんだろう？

きっと全部がわたしのマテリアル
前挥
もしも未来から不安が消えたなら
そ こ から は 希望 さえ も消 え ちゃ うで し
ょ？

どこに向かうんだろう？
Say Goodbye, Say Hello
はじめましてと
何度でもさよならを

里打或快挥
今 少しだけわかったの
进まなきゃ何もないってことだ

里跳-上举

快挥
叫びたい冲动 背中を押されて
わたしがわたしをアップデートしてく
どこまで行くんだろう？
どこに向かうんだろう？
Say Goodbye, Say Hello
何度でもさよならを
间奏里跳
快挥
あんまり地図ばかり见つめないで
とりあえず选んで 间违えてみよう
知らない道の知らない花
こんなにも世界はワンダフル
前挥
もっと贤いやり方もあるのでしょう
この先もつまづいたりするのでしょう
里打或快挥
信じてるの それでも
远回りくらいじゃ梦は逃げない
快挥
高鸣る この鼓动 生きている証
明日を今日へとダウンロードしてく
変わらない心で 未来を変えるの
Everything is O.K.

Close to You

だからもっともっと 誇れる自分に
Ah…

预览色为白色或粉色
揺らがない 永遠に
全程前挥，副歌可能会带雨刷
タイミング 揃ってゆく
好きなもの 君に似てくる
君と出会う前の私

君の隣が私の場所だって
最初からそう決まってた
好きだよ 何があっても
深く降りるたび
高く昇ってく

思い出せないほど

果てのない愛が尽きるまで そばにいて

増えてゆく 「当たり前」を
流さずに大事に抱きしめた
誰よりも 笑顔にしたい
やっと見つけたんだ
君が嬉しいから嬉しくて
満ちてゆけば足りなくなる
心 溶けるたび愛しくなって
苦しいけど 離せない
好きだよ 零れ落ちてゆく
全ての道が君に 伸びてゆく
キャンドルを 窓に灯す
帰る場所 すぐ分かるように
約束はしなくてもいい
明かりはもう 消えない
迷ったら 胸の中の
君に答え聞くクセがついた
目まぐるしい世界だけど
ずっと変わらないまま
同じ時を刻む幸せ
同じ温度で続いてく
雨のにおいも嫌いじゃなくなって
思い出また 重なってく
好きだよ 流れが速まる
言葉の意味も超えて 溢れ出す
上举（可能有里 0-1 拍手）
好きになった分だけ 怖くなってしまう
空気みたいな愛よりも引っかかりたい
隠したくなくて 受け入れてほしくて

Holiday

もわりがみるほど 大人じゃないの
もう夢中なの

预览色为红色
彩彩作词的歌，请好好欣赏~

快挥-上举

前奏里 2-1 拍手
里打
週末のパーティーに誘われ
終日止まらないよ心ドキドキ

Moonlight 待ってるだけなんて
瞳はとても退屈なんだ
欲しいものまであと少しなの
叶えたい この手で触れてみたら
ねえ一体キミは

時計の針にまた追われて
ベッドに押し込まれる暮らしはもう飽き
飽き
厳かに運ばれるいつもの
日替わりのディナーよりも
一夜のスリルが 味わいたいの
快挥
誰もが私のことをうらやむけど
まわりが見るほど素敵じゃないの
快挥-上举
Weekend 待ってるだけなんて
ハートはとても退屈なんだ
欲しいものはいつもすぐそばに
あるのにその手が届かなくて
もう一回キミに出会えるその日まで
今すぐほら Say love me？
间奏 快挥
里打
小鳥のさえずりに目を覚ます
言葉に出来ない夢心地ふわふわ
降り注ぐ言葉のシャワーも取り卷く笑顔
も
上の空でああンワンワ
重ねたリップと胸の両手
溢れ出す甘い溜め息
もうすぐ会えるわ 夢にみた Hoilday
间奏 里打-跟电吉他 2 里跳
快挥
誰もが私のことをうらやむけど

どう囁くかしら
今すぐほら Say love me！

Under Control
预览色为白色或绿色
前奏 前挥-跟电吉他里跳
前挥
水たまり跳ねるキラメキ
Be shining 瞳 奪うわ
無垢でキレイ
点が線に変わる瞬間
I grow up 衝動感じては
秘めた Everything
望まれた(Hi)私だけ(Hi)
追いかけ(Hi)てたの
いつの間に 着せられた 純白のチュール
窮屈って(Hi)思いさえ(Hi) 抑えつけては
自分を見失って
快挥
どんな風に生きる？
決定打のない日々に震えてた
どうして Under Control
Crush my soul and build up it
自由な感覚で飛びたてばいいんだ
だから Get up Get up Get up Get up to go
快挥-上举
カタチある物にとらわれないで
追憶の彼方 ヒカリ取り戻すの
I wanna get away from my real
前挥
傷を負えばもうキエナイ
I knew that ずっとそう
経験は鎖なのね
二の足を踏めば必ず
lose my chance 焦燥 重ねるたび
あせて Ever Since
現実を(Hi)見なさいって (Hi)
言われほっ(Hi)とした
あきらめて オトナだって

うそぶくの Get down
でもきっと(Hi) ここじゃない(Hi)
私の居(Hi)場所
心がざわついてる
快挥
もっと遠い場所へ
生まれたてのエゴをふりかざし
抜けだす Under Control
So I want to be myself
容赦のない試練が欲しいから
今は Never Never Never Never belong
快挥-上举
むきだしの素足が感じるもの
たとえ痛みでも何もこわくないの
歩きだした Brand-new way
间奏 前挥-跟电吉他里跳
上举
折りたたんでいた 羽を開くとき
気がつくわ
運命をさだめるのは私
前挥
どんな風に生きる？
決定打のない日々に震えてた
どうして Under Control
Crush my soul and build up it
自由な感覚で飛びたてばいいんだ
だから Get up Get up Get up Get up to go
快挥-上举
カタチある物にとらわれないで
追憶の彼方 ヒカリ取り戻すの
I wanna get away from my real
里跳

カレイドスコープ
ロンド

廻る回る こころ期待してただけ
絡みつく赤い糸たぐり寄せた
めくるめく想いは間違ったままでいい

预览色为白色或紫色

「秘密だよ」

前奏 前挥
前挥
その手で触れた温度

上举（砸 UO）
隠し事持ちよって覗きこんだ
快挥

一秒ごとに変わる
万華鏡みたいだね
愛の色は不思議

廻る回る こころ綺麗すぎただけ
悲しみとゆらゆらり哀愁ロンド
ハネてはねてふわり熱を帯びてゆく

不敵な唇には

ah ah a ah ah

臆病ものが混ざる
今だけ閉じ込めたいよ

見てるだけじゃ
ah ah a ah ah
じれったいだけど
ah ah a ah ah
この手の中で踊れ

お互いの
快挥
隠し事持ちよって覗きこんだ
廻る回る こころ綺麗すぎただけ
悲しみとゆらゆらり哀愁ロンド
ハネてはねてふわり熱を帯びてゆく
ah ah a ah ah
見てるだけじゃ
ah ah a ah ah
じれったいだけど
ah ah a ah ah
この手の中で踊れ
前挥
歪にずれた鼓動
一秒ごとに深く
やさしさじゃ足りないの
私だけみていて
2 人だけのマークを
そこらじゅうに貼り付け
未来を閉じ込めたいよ
不器用な
快挥
この愛に名前つけそそぎこんだ

Blue Flower
预览色为蓝色
前奏 上举
上举
shine
琥珀色の中 濁った
一瞬の出来事がある
days
やり直したとしても
どうして 同じとこで止まる
上举
消えそうで消えなくて 千の夜過ごした
前挥-上举
私を忘れ 景色はいま輝いてる
固く閉ざすドアの向こう
希望は塗り替えられ 嘘になって
街並みは変わっていく
快挥
why
間違いなんてない 必然
みんなはそう言うけれど
pain
そんな慰めじゃ
未来も過去も救われない
上举
幸せを 大切に大切に壊して
快挥-上举
私を忘れ 世界はもう回り出した
どうか置いていかないで
あの橋を渡っていたら 違ったのかな
また青い花が咲く
上举
悲しみの数かぞえて はなびらを水に浮か
べ
何度飲み干したら ねえ 時間を戻せるか
な

温もりを忘れたのね 広いソファのまぼろ
し
涙はまだ乾かない 迷子のようにひとり
取り残されてく
快挥-上举
私を忘れ 景色はいま輝いてる
固く閉ざすドアの向こう
希望は塗り替えられ 嘘になって
街並みは変わっていく
どうか置いていかないで

Frozen
预览色为水蓝色
前奏 上举
上举
こころ ざわめくところ
寂しがるこころ
風が 吹きぬけてしまうところ
里打
目覚め コットンシャツに
袖をとおしたら
凛として冷えた朝だった

ハートの位置を教えてる愛しさ
誰かといること知ったら
ひとりじゃいられない
素直な言葉たちを 心に灼きつける
上举
そばにいて気づかない
失くせばとどかない
優しくない感謝のない さよならはいやだ
よ
今の寒さも だいじなものが 何か
つたえるための 風だよ
间奏 里跳

前挥
きみはどうしてる？
ひとつまた季節がゆく
せつない日の ためいきも
少しずつ白くかわる予感

上举
Frozen Morning
Heart warming
小鳥のように 戻っておいで

(fufu)

上举（砸 UO 转圈圈）
ひとりで ひとりで北風に迷っても
ハートの位置を教えてる愛しさ
誰かといること知ったら
ひとりじゃいられない
素直な言葉たちを声に

快挥
温もり 温もりが私を動かした
まあるく胸で息をする想い出
粉雪 粉雪のなかでそっと手をつないだ
ふるえる暖かさを いつも感じている
上举
想い 凍える思い
すれ違うオモイ
涙 凍りつくほどに重い
里打
とけて ほどけていける
ゆるしあえるなら
こころあるところ うちとける
前挥
淋しさに強い 頑張れるからねなんて
強がったりしてたのは
遠く懐かしい頃の話
(fufu)
快挥
ひとりで ひとりで北風に迷っても

快挥
温もり 温もりが私を動かした
まあるく胸で息をする想い出
粉雪 粉雪のなかでそっと手をつないだ
ふるえる暖かさを
小鳥たちのホームのように
いつも感じている

EARNEST WISH

烈しさも ぬくもりも

预览色为白色

上举
消えないで 声も 言葉も

前奏 前挥-跟弦乐里跳
前挥
もう夜明けの蒼が 昨日を飲み込む
小さな部屋に 残されたのは
いつかのわたしの願いごと

まなざしも全部 ここにあったよ
（砸 UO）
この胸を 焦がし続けた
ただひとりのきみがくれた

変わらないことがあるなんて
どうして思ったんだろう？
思い出が 騒ぎはじめる
快挥
明けてゆく空の向こうに
帰る星たちに 切に願うよ
こぼれずに にじんだ涙
あふれるほどの優しさや
愛しさがどうか ありますように
间奏 里跳
上举
ねえ 何か手にして 何かを失くして
前挥
それでも続く 日々のほとりで
きみは今 何を求めてる？
わからない だからわかりたい
あきらめや切なさに
慣れたりはしたくないから
快挥
果てしない時間(とき)をたたえて
揺れる星たちを 見上げ願うよ
この胸を 焦がし続けた
ただひとりのきみのもとへ
輝きがそっと 降りますように
前挥
季節が日常(まいにち)を
新しい色に塗り替えても
憶えてるよ 忘れないよ
二人はたしかに感じあった

快挥
明けてゆく 空の向こうに
帰る星たちに 切に願うよ
ひとしずく こぼれた涙
信じたかった希望だとか
揺るぎないものが ありますように

SUMILE SMILE
スミレ色 w
前奏 前挥
里打
胸に灯されたその笑顔
暗闇のなかでさえも
道を照らすアイシテル
ずっと続けてくと決めたんだ
きみとの約束にキスを
離れていても
前挥
ほのか
えみ
ほのかな微笑み遠くを見る瞳
スミレ色浮かべている時は
湖の小舟のように
想い出を揺らしながら進む (あの日)
快挥
いつまでも香りが残る
里跳*4
いろんな笑顔があるということ
教えてくれたきみを忘れない
里跳*4
一緒にいる同じ夢の隣に
快挥
いとしさや誓いや勇気
里跳*4
いろんな涙もあるということ
頷くだけでこぼれちゃいそうだよ
里跳*4
抱きしめながら smile で
上举
歩いて行こう
间奏 前挥
里打
記憶はちょっとだけ敏感で
いつでも巻き戻しできる心の旅を

前挥
私も出会った誰かの湖に
スマイルを映してゆけるなら
風が吹き散り乱れても
消えることない強さでいたい
快挥
優しくてせつなく深い
里跳*4
いろんな笑顔があるということ
知るたびにまた
泣いてしまうんだろう
里跳*4
一緒にいる同じ夢の隣に
快挥
言葉より多くつたわる
里跳*4
いろんな涙もあるということ
空むかないとこぼれちゃい
そうだよ
里跳*4
抱きしめながら smile で
歩いて行こう
前奏 前挥
前挥
Sumile smile スミレスマイル
わたしの瞳を染める
Sumile smile スミレスマイル
その頬を静かに染めている
间奏 里跳
上举
ハートにしみこむ涙が
紫のあざを残してる
表情は嘘をつけないよ
きれいに笑わなくてもいい
笑顔をつくって
前挥
ごまかすなんてできないねきっと (あの
日)

快挥（砸 UO）
いつまでも香りが残る
里跳*4
いろんな笑顔があるということ
教えてくれたきみを忘れない
里跳*4
一緒にいる同じ夢の隣に
快挥
言葉より多くつたわる
里跳*4
いろんな涙もあるということ
空むかないとこぼれちゃい
そうだよ
里跳*4
抱きしめながら smile で
歩いて行こう
上举
歩いて行こう

Ordinary
预览色为浅蓝绿色

快挥
手を伸ばしてもいいって 今なら分かるか
ら
取り戻そう 何度でも

上举
飽きるくらい普通の 明日がまた来ると
疑わず信じてた

長く降っていた雨は 虹になって輝き
夢の意味すら変える
新しい理由を携え

间奏 前挥

间奏 里跳

前挥
昨日と変わらない今日なんてない
小さな夢がまた一つ生まれた
快挥
走ってる途中 拾えなかった

快挥
点を直線だけで結び
「いつまでも」は「いつまでも」だと信じ
てた
前挥

落としものも 今ではちゃんと見つけるか
ら

あの日と同じ言葉でも
今は違う響きになる

前挥
積み重なってく 偶然と運命

上举（砸 UO）
当たり前じゃなくなって 当たり前に気付

振り向けば 美しくて儚い

いた
ずっとここにいたんだ
快挥-上举
眩しくて見えなかった 光の真ん中で
もう一度 始めよう

上举
崩れたとしても不思議じゃないのに
快挥
当たり前じゃなくなって 当たり前に気付
いた
ずっとここにいたんだ
眩しくて見えなかった 光の真ん中で
ページをまためくるよ
ありふれた 世界で一つの 物語
间奏 快挥
前挥
見えない時間で 育っていく
集めた心 私になっていく
快挥
水をあげるのを 忘れていた
アイビーポット 私が思うより強いよね
前挥
もらってるだけじゃ 満足できない
わがままな気持ちさえも ぎこちないよ

「おかえり」と「ただいま」を 繰り返すみ
たいに
ページをまためくって
これからも 日常は続いてく
止まらずに進む明日が 優しく微笑む

