
Metronome

作曲：木下　健

作詞：mie mie

昨日から　ひどく雨降りで

退屈な　夜は　ぼんやりね

窓に当たる　雨音　同じリズム　刻むの

朝起きて　すぐに　夜が来る

同じよな　日々の　繰り返し

街を歩く　靴音　同じリズム　刻むの

眠って　目覚めて　夢を見た

いつもの足取り　変えたなら　

tic-tac tic-tac tic-tac 

tic-tac　tantantantantan！

ココロのリズムが　呼吸する

すれ違う　ひとと　愛し合い

手探りで　耳を澄ましたら

時が止まる　瞬間　同じリズム　見つけた

眠って　目覚めて　恋をした

あなたの腕に　つつまれたら

tic-tac tic-tac tic-tac 

tic-tac　tantantantantan！

ココロのリズムも　狂っちゃう！

　

魔法の呪文　唱えてみる

胸に　手を当てて　tic-tantantantan！

黒猫

Black Cat

作曲：木下　健

作詞：mie mie

その昔　ぼくがまだ　おとなにはなれなくて

ぼんやりと　縁側で　たたずんでいた頃に

空から降りてきた　きみを見つけたよ

それから　ぼくの家に　住み着いたのさ

あしたのことは　お構いなしで

その日暮らしの　夢を見てたよ

眠ってる　ぼくの頬　くちづけて　行く朝に

ぼんやりと　ぼくはまだ　夢の中　彷徨って

小径を歩く日は　空が高くなる

知らない世界を　教えてくれたよね

あしたのことは　わからないから

きみを見てると　そう思えたよ

それはね　短い　おとぎ話のこと

夢から覚めたとき　きみはいなくなって

今でも　縁側で　きみを待ってるけど

ずいぶん　僕も　年をとったみたいさ

Sleeplearning

作曲：木下　健

作詞：木下　健

あなたと私の睡眠学習

一日中頭の中に詰め込んで

頭の中はまるで倉庫のように

思い出すのに1日かかるの

今日も明日も睡眠学習

なんでもかんでも覚えてみたけれど

大切な事は忘れてしまうのよ

明日も続くの睡眠学習

Alice

作曲：木下　健

作詞：mie mie

鏡を覗く　わたしの　

横顔　吸い込まれてく

女の子ならだれでも　

いろんな　顔を持ってる

きらきら　ひかる　

睫毛は　あなたのために

真っ赤に　濡れる　

くちびる　誰かのために

鏡の国のアリスが　

こころのなかに　住んでる

魔法をかける媚薬を　

小さな　手のひらにのせ

かわいくしてないと　

ねぇ　愛されないの？

なぞなぞ解ける鍵穴　

いつか廻して

しっぽの生えてる　

おしりが　見えないように

ふわふわ　ふくらむ　

スカート　履いているのに

かがやく　夜のひとみは　

悲しい　月をうつして　　

女の子ならだれでも　

きれいな　とげ　隠してる

手招きしてる花びら　蜜を絡めて　　

りんぷん撒き散らす蝶　羽根を広げて

両手を伸ばして　

わたしをつかまえていて

するする　すりぬけ　

ほらほら　ここまでおいで

すべて見透かされる　

朝が来る前に　消えましょう

背中を向けた瞬間　　

突然　抱きしめられた

泣きむしの自分がほら　

しっぽを出した

あなたの腕にくるまれ　

じんわりときた

しっぽをつかめば　

わたしの　魔法も解ける

あなたの前では　

ほんとのわたしになれる

震える羽根　閉じたまま　

冷えた指を　あたためて

生まれたばかりの身体　

傷つけないよう　触れて　

夢もうつつも　はかない　

目を閉じて　感じてみて

ぼんやりとしてた不安　

きっとなんでもないこと

雪洞

作曲：木下　健

作詞：木下　健

暗い道さえ  明るくなるし

ほのか炎が  和み広げる

    ※1 夜毎　雪洞

        付けて歩くの

        昼は　雪洞

        ただの　飾りね

雪の夜空に  映える光は

まるで幻  広い海原

    ※2 雛壇飾るの

        それもいいけど

        道を照らすの

        それが雪洞

山道を行くときも

忘れないで　雪洞

道に迷った時には

探してみよう　雪洞

夏の青空  映える立体

宮の参道  派手に彩る

    ※1 繰り返し

秘密を探すとき

必要なのは　雪洞

秘密を隠すなら

隠してしまおう　雪洞

    ※1 繰り返し

    ※2 繰り返し
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Dream Eater

作曲：木下　健

作詞：mie mie

こころのほしを取り出して　

くもらないよう磨いたり

おなかがすけば　夢を食べ　

眠たくなれば　夢を見て

ゆらりゆられて　ゆらゆらら　

ゆるい　波　風を　帆に受けて

あてどない旅　続けよう　

一寸先々は　闇だけど　

種を蒔き蒔き　水をやり　

花の香りを　夢に見て　

川を流れて　どんぶらこ　

流れ　波風に　身を任せ

あてどない旅　続けよう　

泡に散る　恋も　多けれど　　

水辺で　光る石　

ポケットのなかに　詰めて

迷子に　ならぬよう 

しるべを　残して行こう

神様を待つ　平凡な　日々を　

するりと　すりぬけて

ゆらりゆられて　ゆらゆらら　

夢や　幻を　追いかけて　

迷い込んだら　戻れない　

くるり　ふりむけば　ここは何処

遠くに見える影　

きのうと同じ夕暮れ　

夢から覚めた頃　

朽ちてる　世界が見える

水辺で　光る石　

ポケットのなかに　詰めて　

夢から覚めないで　

子供のままいたいなら

Hummingbird

作曲：木下　健

作詞：mie mie

飛べない鳥のさえずり　

鳥かごで泣いていたよ

ベットから　こぼれてる涙　

きもちだけ　ぐるぐるしていた　　

なにも出来ない毎日　

空ばかり見つめてたよ

夢見てた世界とは違う　

風景が通り過ぎていく

飛べない鳥のさえずり　

きれいな音でもないけど

あのひとに届いたらいいね　

神様がくれた贈り物

なにも出来ない毎日　

出来ること探してみた

目に映る言葉を聞いたら　

少しだけ風が吹いてきた

    羽根を空に広げて　

    風に乗れた瞬間

    空を遠く眺めた　

    自分が小さくなる

飛べない鳥のさえずり　

鳥かごで音符になって

くるくると旋律を描き　

空高く舞い上がってゆく　　

飛べない鳥は地面を　

歩く自分もすきなの

泣いていたあの日とは違う　

ルルラララルルララララララ

    羽根を空に広げて　

    夢でプロペラ廻し

    ほんの少しだけでも　

    空に浮かんでいたい

    羽根を空に広げて　

    風に乗れた瞬間

    空を遠く眺めた　

    自分が小さくなる

Life

作曲：木下　健

作詞：mie mie

わたしの彼氏は　いつもそう言うのよ

わたしのことだけ　好きだとかなんとか

恋の駆け引きを　忘れてゆくのよ

手のひらで泳ぐ　子猫じゃないのよ

わたしの彼氏は　いつもうわの空で

きれいになってく　わたしにも気づかない

恋の呪文さえ　忘れてゆくのよ

一緒に住んだら　油断もいいとこ

愛してる　ふりしている　

横顔を　見つめてる

男の子たちは　けだものなんだもの

いい大人たちが　骨抜きになってる

少しは鏡を　見つめてみなさい

チヤホヤされたきゃ　お金をください

恋の呪文さえ　忘れてゆくのよ

遺伝子理由に　目移りしてるの

愛してる　ふりしている　

うつむいて　うなずいて

愛してる　ふりしている　

微笑んで　とりあえず　　

横顔の紳士

Gentleman in Profile

作曲：木下　健

作詞：mie mie

少しは　こっちを向いて

たいくつ　あくびでちゃう

背伸びしても　見えない

あなたの　気持ち

おとなの素振りみせて　

秘密を　持ってる　

ときどき　甘えたいの

ドキドキ　させてほしい

背伸びしても　届かない

あなたは　いつも

大人の素振りみせて

涼しい顔で

冴えないあなたは　冴えない振りして

突然わたしに　くちづけした

嘘つき　こっちを向いて

気まぐれ　なんて言わせない

女の子に興味は　無いなんて　ねぇ

さっきまで知らんぷり　していたくせに

冴えないあなたは　冴えない振りして

泣きたいくらいの　くちづけ　した

ポケットの中に　手を入れたままで

首だけ傾け　かがんで　ほら

Marine Expo
mie mie - Voice

Ken Kinoshita - Instruments

Contact to Marine Expo...

e-mail : ken.kinoshita@prettypop.net

URL : http://www.prettypop.net/marineexpo/

http://www.mp3.com/marineexpo
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