
希望の明日 

作詞＆作曲：Music Box MAO 

 

君と歩いた この道 時には苦しいこともあったね 

歩みは遅くても 確実に 前に進んできた 

今でも君のこと 好きだよ 互いに進む道は違うけど 

さぁ これからも歩いて行こう 輝く次のステージへ 

 

はじめて行った ミナトのパーク 豪華客船がいっぱい 

君はハシャいで 飛び跳ねた 今も忘れないよ 君のあの笑顔 

次のデートは 雨の中 二人一緒に傘の中 

僕は嬉しくて ドキドキさ カッコ良かった 君のジーンズスタイル 

 

君と歩いた この道 時には苦しいこともあったね 

歩みは遅くても 確実に 前に進んできた 

今でも君のこと 好きだよ 互いに進む道は違うけど 

さぁ これからも歩いて行こう 輝く希望の明日へ 

 

みなとみらいの観覧車 とても夜景がきれいだった 

ワイングラスを  傾けた こんな日が続けと 願った 

カラオケも 盛り上がったね かわいかったよ 君の歌声 

さぁ言おう 今日の日に 今までの君の すべてに有難う 

 

君と歩いた この道 時には苦しいこともあったね 

歩みは遅くても 確実に 前に進んできた 

今でも君のこと 好きだよ 互いに進む道は違うけど 

さぁ これからも歩いて行こう 輝く希望の明日へ 

さぁ これからも歩いて行こう 輝く希望の明日へ 



真夜中のハイウェイ 

作詞＆作曲：Music Box MAO 

 

君は 真っ暗なハイウェイを どこへ行くのか 

君は 何を求めて どこまでも 

I don’t know where you’re going ? 

You don’t know where you’re going ? 

 

満員電車に揺られ 今日も行く会社 

毎日同じ事の 繰り返しばかり 

どんなに頑張っても 自由は手に入らない 

それでも歩き続ける 愛する人に 出会うため 

 

君は 真っ暗なハイウェイを どこへ行くのか 

君は 何を求めて どこまでも 

I don’t know where you’re going ? 

You don’t know where you’re going ? 

 

日々の暮らしの中で 手に入れられない物 

金か名誉か それとも 愛？ 

どこにも居場所が無い 生きる意味があるのか？ 

それでも歩き続ける 愛する人に  出会うため 

 

君は 真っ暗なハイウェイを どこへ行くのか 

君は 何を求めて どこまでも 

I don’t know where you’re going ? 

You don’t know where you’re going ? 

 



胸いっぱいの愛（ALL MY LOVE） 

作詞＆作曲：Music Box MAO 

 

君が笑った 大きな声で その唇は 何を言うの 

夢を追いかけ  明日に向かって 

その手でぇつかむ 幸せ溢れる愛 

Oh Oh Oh  Oh Oh Oh 

 

All My Love 君と二人でどこまでも行こう 

All My Love 出逢ってくれて本当に有難う 

 

何かを語りかける 大きな瞳で その瞳は 何を見つめるぅの 

君の未来は 輝く明日に 

抱えきれないほど 胸いっぱいの愛 

Oh Oh Oh  Oh Oh Oh 

 

All My Love 君と二人でどこまでも行こう 

All My Love 出逢ってくれて本当に有難う 

 



孤独のランナー（I'm a Runner） 

作詞＆作曲：Music Box MAO 

 

誰にも見せないけれど 隠れて流した涙 

一生懸命やったけど 結果は見ての通りさ 

皆が 待っていると 固く信じていた 

気が付きゃ誰もいない 一人ぼっちさ 

 

生きた証しを 皆欲しがる 

何を残せたか 教えて欲しい 

 

I have really done my best. 

お前だけは分かって欲しくて 

Nobody knows my winding road. 

この想いを誰かに伝えたくて I'm a Runner. 

 

誰も分かっちゃくれないが 俺なりに頑張ったのさ 

世間の風は冷たくて 評価は上がらなかった 

死ぬほど 働いた 無理を承知でやった 

理不尽な要求ばかり 良かれと思ってた 

 

間違いの無い 人生だったか 

正しい答を 教えて欲しい 

 

I have really done my best. 

お前だけは分かって欲しくて 

Nobody knows my winding road. 

この想いを誰かに伝えたくて I'm a Runner. 

 

I have really done my best. 

お前だけは分かって欲しくて 

Nobody knows my winding road. 

この想いを誰かに伝えたくて I'm a Runner I'm a Runner I'm a Runner 

 



黄昏の街（I Miss You） 

作詞＆作曲：Music Box MAO 

 

あなたがいた テーブルの 椅子にそっと 座ってみる 

思い出す 二人でいた 輝いてた あの日の私 

大好きだった あなたの手 今も忘れない あの温もり 

 

I Miss You 帰らない あの日 

ずっと一緒にいたかった 

I Miss You もう一度 会いたい 

黄昏の街に一人 

 

ささいな事で 分かり合えず でも私 素直になれず 

あなたは 行ってしまった 私を 残したまま 

なぜ離して しまったのか あなたの手 あの日あの夜 

 

I Miss You 帰らない あの日 

ずっと一緒にいたかった 

I Miss You もう一度 会いたい 

黄昏の街に一人 

 



未来を掴め（You, Get It !） 

作詞＆作曲：Music Box MAO 

 

Ah 明日（あした）を 夢見て 彷徨う 

今日のつまずきは 未来への エネルギー 

Ah キミなら やれるよ 頑張れる ハズ 

さぁ掴もう You, Get It 自分の未来を 

 

損を  したくない 気持ちは分かるが 

どっちが得か何て 考えてちゃダメだ 

失敗するのを 怖がらなくて良い 

自分の足で 前に踏み出そう！ 

 

Ah 不安を 振り払い 行くんだ～ 

今日のあやまちは 未来への アプローチ 

Ah キミなら やれるよ 頑張れる ハズ 

さぁ掴もう You, Get It 自分の未来を 

 

仕事に 向いてるか何て 考えなくて良い 

目の前の事を 懸命にやるだけさ 

苦手な仕事も やれば出来る様になる 

それまで少し  我慢するのさ 

 

Ah 明日（あした）を 夢見て 彷徨う 

今日のつまずきは 未来への エネルギー 

Ah キミなら やれるよ 頑張れる ハズ 

さぁ掴もう You, Get It 自分の未来を 

 

Ah 不安を 振り払い 行くんだ～ 

今日のあやまちは 未来への アプローチ 

Ah キミなら やれるよ 頑張れる ハズ 

さぁ掴もう You, Get It 自分の未来を 

 



君は何処に（I’m Looking For You） 

作詞＆作曲：Music Box MAO 

 

君はどこにいる 迷い込んだラビリンス 

僕   が見つけるから 動かずに そこにいて 

眠れない夜を 何度過ごしただろう 

会えない日は 死ぬほど苦しい 

 

I’m Looking For You 探してる 

君に会えたら 他に何も要らない 

I’m Looking For You 今すぐに 

二人で帰ろう 暖かい愛の巣 

 

君がどこにいても 森の中も海の底も 

僕   が見つけるから 動かずに そこにいて 

会いたい気持ちが 毎日募るだけ 

叶えられるなら 何でもしよう 

 

I’m Looking For You もう一度 

夢で会えたら 何て素敵なんだろう 

I’m Looking For You いつまでも 

君と一緒に 眠りたい 

 

I’m Looking For You 探 してる 

君に会えたら 他に何も要らない 

I’m Looking For You 今すぐに 

二人で帰ろう 暖かい愛の巣 

 



Lady K 

作詞＆作曲：Music Box MAO 

 

春の そよ風の様に いつも 爽やか 

友達が 集まる 笑顔の 中で 

Lady K あなたは 僕の  太 陽 

Lady K あなたは 皆の  憧れ 

 

夏の  ヒマワリの様に 周りを   照らす 

大きな 愛で  皆を 笑顔にする 

Lady K あなたに 花を  贈ろう 

Lady K あなたに 手紙を  書こう 

 

落ち込んでいる時に 背中を押してくれた 

雨の日には 傘を さしてくれたね 

あなたはいつも 僕の味方だった 

 

秋の  星空 あなたの 様に 

大きな 空に キラリと 光る 

Lady K あなたと 楽しい ひと時 

Lady K あなたに ありがとうを  贈ろう 

 

Lady K あなたは 今は  幸せかい？ 

Lady K あなたの 幸せを 祈る 

 



俺は頑張るマン 

作詞＆作曲：Music Box MAO 

 

今日のプレゼン 上手くやったぜ 上司からも 褒められたぁ 

３日徹夜で仕上げたさ  俺はこんなに頑張ってるぜぇ 

そりゃそうだろ 皆頑張ってる 

Everybody’s trying to get some money 

Everybody’s trying to get some money Everyday 

 

今月ノルマは達成した これで予算はＯＫだ 

支店で営業ナンバーワン 俺はこんなに頑張ってるぜぇ 

そりゃそうだろ 皆頑張ってる 

Everybody’s trying to get some money 

Everybody’s trying to get some money Everyday 

 

いつかは俺も ビッグになって 

馬鹿にしたやつらを 見返してやるぜ 

 

客先で可愛いがられて でっかい注文取ったぞ 

半年 かけて営業 したさ  俺はこんなに頑張ってるぜぇ 

そりゃそうだろ 皆頑張ってる 

Everybody’s trying to get some money 

Everybody’s trying to get some money Everyday 

 

これは傑作 完成だぁ 絶対ヒット間違いない 

３年 越しの開発さぁ  俺はこんなに頑張ってるぜぇ 

そりゃそうだろ 皆頑張ってる 

Everybody’s trying to get some money 

Everybody’s trying to get some money Everyday 

 



誰かが叫んでる（Who is Crying） 

作詞＆作曲：Music Box MAO 

 

こんなひどい世界に 誰がしたんだろう 

俺はなぜいるんだろう こんな所に 

NIPPONは世界一 安全な国だと 

言われてたが今は どうだろう 

 

人は人を蹴落として 他人を利用して 

自分だけ良い思いを しようとする 

成果が出れば 自分の物にして 

失敗したら 他人のせいにする 

 

誰かが 叫んでる こんな世界を変えるんだ 

皆が 走り出す 明るい未来を 目指して 

 

いくら頑張っても 正社員にはなれず 

仕事はキツイ 労働者 

生まれた時代が悪いのか 政治家が悪いのか 

自己責任だと 世間は言う 

 

ニュースは今日も悲惨な 事件や事故の話題 

汚職や横領の 花盛り 

高齢者が詐欺にあっても 騙された方が悪いと 

取り合ってもらえず オシマイ 

 

誰かが 叫んでる  こんな世界を変えるんだ 

皆が 走り出す 明るい未来を 目指して 

 

 


