
Golden Life 
作詞：藤林聖子／作曲・編曲：鴇沢 直 

 

 

Golden Life 未来はどっちだ!?  

 

楽観視していた 運命はイジワルで 

あっという間に Falling down ゴール見失う…。 

それじゃ Alright, Don’t cry いんじゃない？ 

想像の斜め上の 

ありきたりじゃ許せない 極上の夢見せて 

 

大人になるほどに 彷徨える理由がある 

常識バイバイ 飛び込め wild side 怖がらず 

レール外れなきゃ 見えて来ない景色がある 

インスピレーション ナビにして進め 

 

僕らはそうさ 例えるなら 地図もない冒険者 

遠回りも 空回りも 日常 Survivor 

安定なんて 想定外で まぼろしの居場所
パ ラ ダ イ ス

探して 

旅立つ 

Golden Life 未来はどっちだ!?  

 

 

完ぺきな計算で ノーミスで行けたとして 

なんか足りない Spice of life メリハリ必要 

ですね Alright, Waste time いーみたい♡ 

ムダって切り捨てずに 

乗っかってみたら大事な 何かに気付けるかも 

 

誰かのつまんないジャッジなんか 気にしないで 

なんでも Try Try 楽しみたい yay 自分らしく 

こうあるべきだとか ステレオタイプ 収まらずに 

イマジネーション 糧にして進め 

 

*僕らはそうさ 迷いながら 夢を見る冒険者 

傷付いたって 転んじゃったって メゲない Challenger 

誰もがきっと 自分だけの 輝ける日々
トレジャー

探して 

旅立つ 

Golden Life 未来はどっちだ!?  

 

 

遠い空のどこかにある 

この心が a hundred percent 満たされる場所へ 

 

まっさらな砂に 最初の足跡をつけよう 

新しい世界が待ってる 

 

僕らはそうさ 例えるなら 地図もない冒険者 

遠回りも 空回りも 日常 Survivor 

安定なんて 想定外で まぼろしの居場所
パ ラ ダ イ ス

探して 

旅立つ 

Golden Life 目指し進め 

 

*Repeat 

 

未来はどっちだ!? 

OVERNIGHT REVOLUTION 
作詞：藤林聖子／作曲・編曲：鴇沢 直 

 

 

今巻き起こった 風が胸を叩き 

上がる心拍数 じっとしてらんない Ha-Ha Come on 

 

チャンスの女神は 逃げ足早いって 

掴んだらとにかく 覚悟決めなくちゃ Hey, Here we go 

 

汚れた靴見下ろす？ 光る星見上げるか 

今の過ごし方次第で  

運命 変わってく…そんな気がしてるんだ 

 

(The) sun will shine 

*あの光の中 愛しさのすべてを 

取り戻す ために磨く 折れない心のソードを 

同じ色の夢 見続ける仲間と 

いつだって革命前夜 

あした世界が変わる 

 

空も町もみな 寝静まった夜に 

眠らない野望を 数え朝を待つ Ha-Ha Come on 

 

粉々になった 夢を拾い集め 

もう一度 何度でも 立ち上がるつもり Hey, Here we go 

 

今手にしているもの かつて手にしてたもの 

大切なものが増えても 

ぜんぶ 抱きしめて…失くさないと誓うよ 

 

(The) sun will shine 

あの光の中 輝いた時間を 

取り戻し 未来のストーリー 繋いであげるから Like magic 

痛みと喜び 分け合える仲間と 

いつだって革命前夜 

あした世界が変わる 

 

東の空 静かに白く 

闇を溶かして行くように 

きっとこの願い届くはずさ 

愛なき世界を 愛で溶かしたいよ 

 

(The) sun will shine 

あの光の中 優しさの記憶を 

迷わない 強さに変え 闇の先見つめる 

 

*Repeat 

 

Get Started, Overnight Revolution 

 

 

 

 

 

 

 

 

ドキドキするから 
作詞：KANASA／作曲：AKASHI／編曲：鴇沢直 

 

 

私と目が合った瞬間 君は  

トキメク？揺らめく？視線ズラす？ 

髪を掻き上げる仕草までも 

ステキね クールね めっちゃ憧れる   

 

気づかれないようには気をつけてるよ 

超〜 poker face だよ 

遠くから見てるだけでも満足しちゃってる♡  

 

好き、大好きだよ マヌケな顔してるかな？ ドキドキするから 

好き、大好きだよ 君の隣で青春♪ ドキドキする今 

ドキドキ…この恋の音 聞こえるの？ 

 

話すうちに仲良くなって 

膨らむ 欲張る 気づかされる 

耳まで笑顔がこぼれるのは 

君のこと 考える 時だけなんだ 

 

触れそうで触れない手の 

距離を保つのは大変だよ 

無邪気に笑う顔も 

私だけに 向けて欲しい 

 

好き、大好きだよ マヌケな顔してるかな？ ドキドキするから 

好き、大好きだよ 君の隣で青春♪ ドキドキする今 

ドキドキ…この恋の音 聞こえるよ 

 

 

私の夢が広がってゆく 

 

My, oh my I’m melting away 

Cuz your smile is more than I can take 

ドキドキするから 

My, oh my I’m blushing away 

Cuz my love for you will never die away 

ドキドキする今 

 

好き、大好きだよ マヌケな顔してるかな？ ドキドキするから 

好き、大好きだよ 君の隣で青春♪ ドキドキする今 

ドキドキ…この愛の音 聞こえる？ 

 

 


