
涙あふれる Lonely Heart 

作詞＆作曲：Music Box MAO 

 

あなたは優しかったわ いつも私のそばにいて 

どこへ行っても二人  一緒に笑っていた 

 

ある朝  突然 

私(わた し)を  見ないで 

あなたは  別れ話を 

何の前触れなく 切り出した 

 

わたしは一人部屋で あなたを待ち続ける 

帰らぬ日々を想い出し 涙あふれる Lonely Heart 

 

あなたは守ってくれたわ 世界を敵に回しても 

大きな愛でわたし包み  優しく寄り添ってくれた 

 

私(わたし)の 気持など 

分かろうと  しないで 

あなたは  つぶやいた 

これ以上一緒に 住めないと 

 

あなたは行ってしまった あの空の向こう側へ 

私はあなた想い出し 涙あふれる Lonely Heart 

涙あふれる Lonely Heart 



チャレンジャー（You are a challenger） 

作詞＆作曲：Music Box MAO 

 

You are a challenger 前に進もう 

いつも 僕らのヒーローさ 

You are a challenger 立ち上がれ 

あきらめず 最後まで戦うんだ 

 

突然襲い掛かる 大きな黒い影 

遠くで 悲鳴が聞こえる 

君は 拳を振り上げ どんなに強い相手でも 

勇気を出して戦った 

 

You are a challenger  振り返らず 

自分の明日を 切り開け 

You are a challenger  負けるもんか 

あきらめず 最後まで戦うんだ 

 

君は一度は敗れて 倒れたが 

歯を食いしばり 再び立ち上がった 

大きな壁にも 立ち向かい 力をつくし 

最後は打ち破るんだ 

 

You are a challenger 前に進もう 

いつも 僕らのヒーローさ 

You are a challenger 立ち上がれ 

あきらめず 最後まで戦うんだ 

 

You are a challenger  振り返らず 

自分の明日を 切り開け 

You are a challenger  負けるもんか 

あきらめず 最後まで戦うんだ 



雨（Rain） 

作詞＆作曲：Music Box MAO 

 

Rain こんな雨の 日に君は どうしてるかなぁ 

Rain  一人部屋で ミステリーでも 読んでるかな 

Rain  雨は嫌いと いつも君は 言ってたね 

Rain  冷たい雨 心までも 冷えてしまうよ 

 

雨の降る日には 会えないとしても 

僕は君の事 いつも想ってるよ 

 

Rain 二人一緒に 傘の中 狭いけど 

Rain  雨の日も 悪くないと 思うんだヨ 

Rain  雨が止んだら あの空に 虹が出るよ 

Rain  さぁ僕と 一緒に外へ 出てみないか 

 

君に会いたくて  窓の外を見る 

僕たちのために 明日晴れるかな 



Dear My Friend 

作詞＆作曲：Music Box MAO 

 

生まれた街を出て  何年経ったろう 

俺はこの街で 走り続けた 

若いころは金もなく 苦労したが   

それなりに楽しく やってきた 

 

友と呼べる人達も たくさんいた 

皆一緒に 苦労したさ 

たまに馬鹿もやったな 酒飲んで 

皆若かった  二十代 

 

あの頃見た夢は 今も輝いているか 

俺たちが走り続けた  道は間違っていないか 

俺は夢に向かって街の ライブハウスで 

今日も歌い続ける Dear My Friend 

 

生まれた街に戻った 友もいた 

故郷の水は美味いか 空はきれいか 

そこは自分に戻れる 場所なのか 

お前は幸せに  暮らしてるか 

 

苦しい時は互いに 助け合った 

それも今じゃ心の中の 想い出さ 

重い荷物を肩から やっと降ろし 

お前は夢を  叶えたか 

 

あの頃見た夢は 今も輝いているか 

俺たちが走り続けた  道は間違っていないか 

俺は夢に向かって ゴール目指し 

今日も走り続ける Dear My Friend 

 

今日も走り続ける Dear My Friend 



行かないで（Don’t Leave Me） 

作詞＆作曲：Music Box MAO 

 

夕陽が沈んでいく 遠くで汽笛が響く 

私の明日は来ない  あなたのいない日なんて 

Don’t Leave Me 行かないで 

Don’t Leave Me Oh  Ohhh  Oh 

 

午前零時  一人部屋で  飲む酒はオンザロック 

涙があふれ出して どうにも止まらない 

Don’t Leave Me 戻っておくれ 

Don’t Leave Me Oh  Ohhh  Oh 

 

こんなに愛しているのに 

あなたはなぜ行ってしまった  Ah 

 

夕焼けが空をそめて カモメが飛んでいく 

もう誰も信じられない あなたの言葉でさえも 

Don’t Leave Me 行かないで 

Don’t Leave Me Oh  Ohhh  Oh 

 

いつも私は自分勝手 あなたの事を考えなかった 

悔やんでも もう遅い 私を許してほしい 

Don’t Leave Me 戻っておくれ 

Don’t Leave Me Oh  Ohhh  Oh 

 

生きる意味さえ分からない 

一人残された私には  Ah 

 

Don’t Leave Me 行かないで 

Don’t Leave Me Oh  Ohhh  Oh 

Don’t Leave Me 戻っておくれ 

Don’t Leave Me Oh  Ohhh  Oh 



明日をめざして（For Tomorrow） 

作詞＆作曲：Music Box MAO 

 

一度の失敗で 立ち上がれない 

何も出来ず 打ちひしがれる 

自分のためには 頑張れなくても 

人のためなら 頑張れるはずさ 

希望がある 負けるもんか 

君と一緒に 明日を目指して 

 

先の見えない 事もある 

暗闇の中 もがいてる 

夜明けの来ない 事はない 

明日（あした）を信じれば 良いのさ  Ahhhh 

希望を持て 仲間がいる 

君となら どこでも行ける 

 

生まれた意味さえ 分からずに 

目の前が 真っ暗になる 

僕たちは 一人じゃない 

きっと明日(あした）は  来るはず  Ohhhh 

希望がある 負けるもんか 

君と一緒に 明日を目指して 

 

希望を持て 仲間がいる 

君となら どこでも行ける 

 

希望がある 負けるもんか 

君と一緒に 明日を目指して 



灰色の空（The Dark Sky） 

作詞＆作曲：Music Box MAO 

 

ローカル線は 風を切り 

遠くの町に たどりついた 

冷たい雨の 降る中を 

ひとり歩く 傘もささず 

 

何のあてもなく  生きている 

どこへ行こうとして  いるのか 

行く先もない 明日はどうなるか 

誰にも 分からない 

 

町の明かりは  頼りなげ 

旅人を誘う ふりもせず 

波音だけが 聞こえてくる 

灰色の空が 迫りくる 

 

生きる希望さえ どこかに消えた 

自信に満ちた 日々はいつか 

消えてしまった 明日の夢も 

ない 灰色の空 

 

あなたのために 生きてきた 

でも必要とされない 与えられる 

物は何も ない僕の事は 

決して誰も  振り返らない 

 

何のあてもなく  生きている 

どこへ行こうとして  いるのか 

生きる希望も 明日の夢も 

ない 灰色の空 



My Girl（My Girl） 

作詞＆作曲：Music Box MAO 

 

いつも僕の右を 歩く君の事 皆が振り返る 

君の笑顔が とても素敵さ 

僕の恋人は 恥ずかしがり屋で すぐに頬を染める 

そんな仕草が とても可愛いよ 

 

だけど時々 僕を困らせる 

いつまでも子供の 素敵な My Girl 

 

君の瞳が僕をみつめる どんな風に映ってるかな 

僕の事 大好きかな 

君は僕の周りで じゃれついて走る まるで子猫みたいに 

僕は思わず 君を抱きしめる 

 

急に機嫌が 悪くなる 

どうすれば良いのか 教えてよ My Girl 

 

結局  本当は どっちなのか 

天使か  悪魔か 分からない My Gril 

 

いつも僕の右を 歩く君の事 皆が振り返る 

君の笑顔が  とても素敵さ 

僕の恋人は 恥ずかしがり屋で すぐに頬を染める 

そんな仕草が とても可愛いよ 

 

だけど時々 僕を困らせる 

いつまでも子供の 素敵な My Girl 



真実はあるのか？（Is It a Trueth？） 

作詞＆作曲：Music Box MAO 

 

ウソだらけの この世の中に 

真実はあるのか 教えてくれ 

言い訳ばかりの この世の中に 

真実はあるのか 誰も分からない 

 

テレビのキャスターも 言ってた 彼はウソつき 

本当のことなんて 何も話してない 

君は来ると言ってたのに でもやっぱりウソさ 

オレは信じたのに でもそれが現実さ 

 

もう嫌になった 

全部やめちまいたい 

 

ウソだらけの この人生に 

真実はあるのか 教えてくれ 

言い訳ばかりの この人生に 

真実はあるのか 誰も分からない 

 

出来るようになれるって 言ったけど全然さ 

気休めのアドバイス 何の役にも立ちやしない 

君は好きと言ったけど 本当の気持ちじゃない 

オレは信じたのに でもそれが現実さ 

 

もう嫌になった 

全部やめちまいたい 

 

ウソだらけの この世の中に 

真実はあるのか 教えてくれ 

言い訳ばかりの この世の中に 

真実はあるのか 誰も分からない 



そばにいるから（I’m Staying With You） 

作詞＆作曲：Music Box MAO 

 

Ah あなたが 孤独で 寂しい時 

Wah 私は そばにいて 寄り添っていたい 

Ah あなたが 悩んで 苦しい時 

Wah 私は あなたに 歌ってあげる 

 

Don’t Cry いつも Don’t Cry そばに 

いるから あなたは 心配しなくて 良いよ 

 

Ah あなたが 傷つき 悲しい時 

Wah 私が あたたかく 包んであげる 

 

Don’t Cry いつも Don’t Cry そばに 

いるから あなたは 心配しなくて 良いよ 

 

Don’t Cry いつも Don’t Cry そばに 

いるから あなたは 心配しなくて 良いよ 

 

Ah あなたの 涙が あふれてる時 

Wah 私は そばにいて 寄り添っていたい 

Ah あなたの 心に 雨が降ってる時 

Wah 私は そっとかさを さしてあげる 

 

Don’t Cry いつも Don’t Cry そばに 

いるから あなたは 心配しなくて 良いよ 

 


