青春の面影（There Must Be Happy Days）
作詞＆作曲：Music Box MAO
街の雑踏で あなたを見かけた
何年ぶりかしら 想い出せない
スラリとした 後姿
あのころと 何も変わってなかった
互いに違う 道を歩んできた
ずっとすれ違いの ままだった
あなたは今 幸せですか
もしもずっと あのまま一緒だったら
今より幸せ だったかしら
もしあの時 別れずににいたなら
今と違う人生があっただろうか
あの日自分で 選んだ道だから
私は今 くやんではいないけど
もしもう一度 会えたとしたなら
もう一度好きって言ってくれるでしょうか
二人一緒に
いた頃を思い出す
毎日が楽しくて 仕方がなかった
些細な事で 別れてしまった
その痛みを分かるには まだ若 かった
あなたはどんな 人生だったの
今の私は 輝いてるかしら
私の事を想い出して くれるでしょうか
もしもずっと あのまま一緒だったら
今より幸せ だったかしら
もしあの時 別れずににいたなら
今と違う人生があっただろうか
もしもう一度 会えたとしたなら
もう一度好きって言ってくれるでしょうか
あなたは今 幸せですか

君に捧げる愛の歌（Your Song）
作詞＆作曲：Music Box MAO
駅の改札 大勢の人が 今朝もホームヘ溢れ出してる
皆 会社を目指しているんだろう
どんなに街が混み合っていても 愛があれば分かるんだ
僕はすぐに 君を見つけ出す
この街は 君であふれてる
それだけで気分はハイテンション
Your Song いつだって
Your Song 君を想ってる
僕が歌うこの歌は 世界で一つの 君に捧げる 愛の歌
お昼休みは カフェでランチ どこの店も人が並んでる
午後は大事な会議があるのにな
どんなに人があふれていても 愛があれば分かるんだ
僕はすぐに 君を見つけ出す
この街は 君であふれてる
僕は 幸せな 気分に包まれる
Your Song いつだって
Your Song 君を想ってる
僕が歌うこの歌は 世界で一つの 君に捧げる 愛の歌
夕暮れ時は ホテルのロビーで 君とのデート
心がはずむ 早く会いたいな
だけど 君は仕事なのか 中々姿を見せない
僕はじっと 君を待つだけさ

待合せ

この街は 君であふれてる
僕は 毎日 が Happy Day
Your Song いつだって
Your Song 君を想ってる
僕が歌うこの歌は 世界で一つの 君に捧げる 愛の歌

父と子の絆（Father and Child Reunion）
作詞＆作曲：Music Box MAO
僕たちは一体 どこから来たんだろう
地球の裏側の まだ見ぬ国からかな
ずっと紡いできた絆を 繋いで行く事
それが僕たち皆の 感謝の印なんだろう
家に帰ると 母は迎えてくれた
いつも優しさに 包まれていた
お前は未だ幼いから 分からないかも知れないけど
大きくなるまで見守っているよ 僕の父と母がそうだった様に
僕たちの遺伝子は どこから来たのかな
遠い彼方の星から やって来たのかも知れない
ずっと紡いできた絆を 繋いで行く事
それが僕たち皆の 感謝の印なんだろう
僕が悩んで 道を見失った時
父はどんな時も支えてくれた
お前は未だ幼いから 分からないかも知れないけど
大きくなるまで見守っているよ 僕の父と母がそうだった様に
お前がいつか大人になったら 分かる様になるだろう
子供の事を見守るんだよ お前の父と母がそうだった様に

ヒトスジノヒカリ（Thred Of The Light）
作詞＆作曲：Music Box MAO
都会の ノイズの中に 埋もれていく
昨日までの後悔を深く胸に抱えたまま
あてもなく今日も歩くけど どこへ
辿りつけるのか 誰にも分からない
さぁ明日に向かって 走り出せ 何かが
待っているハズさ君ならきっと出来るから
Light in the Dark 手を伸ばして
Thred of the Light 自分で掴むんだ
これ以上自分で 今何が出来るのか
もう無理と 言うほど 昨日まで頑張ったんだ
眠れぬ夜を 過ごして朝を
迎えた事も 何度かあったな
さぁ待っていても始まらない 自分の
力で歩き出せ 誰か応援してくれる
Light in the Dark 手を伸ばして
Thred of the Light 自分で掴むんだ
懐かしい君は今 どうしているのか
あの日と同じ夕日に向かって 大声で
希望に満ちて 叫ぶ明日を
信じてたあの頃 今をイメージ出来たか
さぁやりたい事を やれば良いんだ
言いたい事を言うんだ 自分の足で進むんだ
Light in the Dark 手を伸ばして
Thred of the Light 自分で掴むんだ

恋心（First Love）
作詞＆作曲：Music Box MAO
さわやかな風が連れてきた 長い髪の似合う女の子
大きな瞳に見つめられて
僕は一瞬で 恋に落ちた
君の事を知りたくて 僕の事を知って欲しくて
僕は 君に声をかけた
きっと僕の片想い 君は気にもかけちゃいない
二人の気持ちはすれ違い
夕暮れ時に肩を並べて 海岸通りを歩いてゆく
手と手が触れ合った時に僕の 背中に電気が流れた
君の事を知りたくて 僕の事を知って欲しくて
僕は 君を外に連れ出した
僕の勝手な片想い 君は振り向きもしない
僕の熱い思いは届かない
僕は何もしてあげられないけど ずっと君と一緒にいたいんだ
君がくれた言葉は忘れない いつまでも胸にきざんでおくよ
君の事を知りたくて 僕の事を知って欲しくて
僕は 君に声をかけた
君の事を知りたくて 僕の事を知って欲しくて
僕は 君を外に連れ出した
僕の勝手な片想い 君は振り向きもしない
僕の熱い思いは届かない

Let It Be って言うじゃない
作詞＆作曲：Music Box MAO
沈む夕日を眺めながら
公園のベンチにもたれ
今日と言う日を振り返るけど 何も良い事が無かったと
子供達が大きな声で
笑いながら駆けて行く
あの頃は大人になる事の 意味を全然知らなかった
Oh 世の中は悪い事ばかりじゃない
幸せに暮らすのは 難しい事じゃない
Let It Be って言うじゃない あるがままを
受け入れて それからを考えれば良い
Let It Be って言うじゃない 今の自分を
見つめ直して なりたい自分になれば良い
街のカフェの椅子で コーヒーカップを片手に
何もする事がなく ボンヤリと外を眺めてる
うまく生きる術を誰からも 教えられずにどうしたら
生きていけるか都会の砂漠を ただ一人彷徨うだけ
Oh 世の中は悪い事ばかりじゃない
天使が舞い降りて 夢を叶えてくれる
Let It Be って言うじゃない あるがままを
受け入れて 明日からやり直せば良い
Let It Be って言うじゃない 今の自分を
ふりかえり あきらめず前に進めば良い
Oh 世の中は悪い事ばかりじゃない
幸せに暮らすのは 難しい事じゃない
Let It Be って言うじゃない あるがままを
受け入れて それからを 考えれば良い
Let It Be って言うじゃない 今の自分を
見つめ直して なりたい自分になれば良い

夢追い人
作詞＆作曲：Music Box MAO
青春のページに いつも貴女がいた
夢を追いかける 僕の背中を 押してくれた
どうしようもない悲しみに 包まれて夜空を
見上げて 一人ぼっちと思った もう一度会いたい
人波に流されて 道を外れかけた時
いつも正しい道を 示してくれた貴女
人は僕の事を ドリーマって呼ぶんだ
そりゃ叶わぬ夢も あるだろう
でも僕は夢を 追い求める
貴女はついて 来てくれるかい
どうしてもサヨナラを
一人ふるさとに残して

言い出せなくて
悲しい想いをさせた

人波に流されて 道を外れかけた時
いつも正しい道を 示してくれた貴女
人は僕の事を ドリーマって呼ぶんだ
誰も僕の事を 止められやしない
そして僕は夢を 追い求める
貴女について 来て欲しいんだ

Freedom（Freedom）
作詞＆作曲：Music Box MAO
Freedom ネオン輝く
ついに手に入れた
Freedom 荒波搔き分け
誰の手も届かない

Freedom 都会の夜で
誰にも邪魔されない自由を
Freedom 駆け抜けてきた
遠い世界の果てまで

届きそうで届かない
さぁ夜明けが来る

誰もが目指す夢の世界
明るい未来が来る

Freedom 光り輝く
ついに手に入れた

Freedom 縛られない日々
どこまでも自由な世界

Freedom 檻の中の仕事
やり遂げてきた
Freedom 虚しい毎日
それも終わりだ

Freedom 理不尽な要求
自由を勝ち取るために
Freedom 出口が見えない
ついに解放されるんだ

届きそうで届かない
さぁ夜明けが来る

誰もが目指す夢の世界
明るい未来が来る

Freedom 光り輝く
ついに手に入れた
ついに手に入れた

Freedom 縛られない日々
誰にも邪魔されない自由を
どこまでも自由な世界

My Best Friend（My Best Friend）
Words ＆ Music by Music Box MAO
I have a friend of my own. He lives in town far away.
He is a kind and good guy. I enjoy talking with him.
I have a friend of my own. I saw him some years ago.
I was singing songs together with him all night long.
When some troubles get me down, he will be on my side.
When I feel deep sorrow, he will cheer me up.
I believe that he certainly must be my best friend.
I wish he would think of me as his best friend.
I have a friend of my own. He is cool and clever.
He gave me lots of suggestions of my life.
I have a friend of my own. I haven’t seen him for a while.
Thinking what he is doing now, I want to meet him again.
When some troubles get me down, he will be on my side.
When I feel deep sorrow, he will cheer me up.
I believe that he certainly must be my best friend.
I wish he would think of me as his best friend.
I have a friend of my own. I haven’t seen him for a while.
Thinking what he is doing now, I want to meet him again.
I believe that he certainly must be my best friend.
I wish he would think of me as his best friend.

疑いの眼（Doutful Eyes）
作詞＆作曲：Music Box MAO
僕たちと現実の間に 深い闇のフィクションがある
だから僕は疑いの眼で見る それがリアルか確かめるために
昨日のライブに集まった人達も 皆同じ眼をして互いを見ていた
男は思ったそれは君じゃないかと そして誰かがウソをついてる
僕たちに出来ることがある 自分でやれる事からやるんだ
そして疑いの眼から抜け出すんだ

僕たちが住んでる世の中は
それが全部作り物に見える

本当に存在するのか分からない
僕は必ず疑いの眼で見る

後ろの車両に乗る人達も 皆同じ眼をして互いを見ていた
女は思ったそれは貴方じゃないのと そして誰かがウソをついてる
僕たちに出来ることがある 自分でやれる事からやるんだ
そして疑いの眼から抜け出すんだ
僕たちに出来ることがある 自分でやれる事からやるんだ
そして疑いの眼から抜け出すんだ

