何のために

僕のプライド

聞こえないわけじゃない
あの子達の声が
この学校のこと この町のこと
あの子達のことを
いつもいつも考えているんだ

まっすぐな目 弾ける笑顔
その一つ一つが愛おしく
何度も何度も願った
このままでいたいと
丘に登って 一緒に叫んだ
その一つ一つが過ぎていく
何度も何度も迷った
このままでいたいと

わかってください
あの子達のことを
この学校が大好きな
あの子達の笑顔を
あの子達の気持ちを
どうぞ 裏切らないでください

ちぎれるほど手を振ろう
声の限り
声の限り「ありがとう」と
それぞれの道は違っても
君達と学んだ時間は
僕のプライド

いつでもオーライ！
オーライ！ オーライ！
オーライ！ オーライ！
天気は最高 気分も上々
オーライ！ オーライ！
オーライ！ オーライ！
今こそ未来(あした)に舵を取れ

何のために
誰のために

あの子達の笑顔を
あの子達の気持ちを
いつもいつも 考えているんだ
どうぞ

下れ川を 目指すは海原
七つの海を越えて行け
ひるむな兄弟 自分を信じて
嵐の海に立ち向かえ
地図にない島 見つけるんだ
水平線を突き抜けろ
ひるむな兄弟 仲間を信じて
嵐の海に立ち向かえ
オーライ！ オーライ！
オーライ！ オーライ！
天気は最高 気分も上々
オーライ！ オーライ！
オーライ！ オーライ！
いつでもオーライ！
俺達の夢
今こそ未来(あした)に舵を取れ

明日は晴れ
雨の日雨漏りお手のもの
バケツにタライにボロ雑巾
雨だれ百粒シンフォニー
でもきっと 明日は晴れるかも
土砂降り夕立 雨上がり
見上げた天井 シミだらけ
窓の向こうに虹が出て
ほらきっと 明日は晴れるかも
へこんで割れて底抜けて
空いた穴から星が降る
そう きっと明日は晴れるかも

変えていくのか
ここにいるのか

大人の都合
この学校が好きだったんだ
みんなの大事な場所だったのに
阿暖先生があこがれだった
みんなの大好きな先生だったのに

裏切らないでください

ＹＥＳ

ｏｒ

ＮＯ？
どうしてこんなことになるの
どうして
どうして全部壊れていくの
胸が締め付けられて
言葉にならない！

ほんとはみんなどっちがいい？
賛成反対 それとも？
ＹＥＳ ｏｒ ＮＯ？
スクールバスで通学 ＹＥＳ！
おしゃれなファーストフード ＹＥＳ！
丘には大きな観覧車 ＹＥＳ！
どんどんどんどん変わっていく
ＹＥＳ ＹＥＳ ＹＥＳ 賛成！

どうしてこんなことになったんだ
どうして
どうして全部奪っていくんだ
気が狂いそうで
涙さえ出ない！

ほんとはみんなどっちがいい？
賛成反対 それとも？
ＹＥＳ ｏｒ ＮＯ？
陸(おか)に上がったまんまの船
段々畑も無くなって ＮＯ！
原っぱ空地は駐車場 ＮＯ！
どんどんどんどん変わっていく
ＮＯ ＮＯ ＮＯ 反対！

学校も無くなってしまうんだ
みんなの大事な場所だったのに
阿暖先生もいなくなってしまう
みんなの大好きな先生だったのに

ＮＯ！

信じていたのに勝手に決めて
大人の都合で勝手に決めて
子どもはどこへ行けばいいんだ
子どもの居場所はどこにあるんだ

ここは私の生まれた町 ＹＥＳ！
みんなが育ったふるさと ＹＥＳ！

僕達だって生きているんだ
私達だって生きているんだ

ほんとはどっちがいいの？
ほんとにこれでいいの？
ＹＥＳ ｏｒ ＮＯ？
ＹＥＳ ｏｒ ＮＯ？
ＹＥＳ ｏｒ ＮＯ！

もう 大人なんて信じない
大人なんて信じな
先生なんて 信じない
誰も 何にも 信じない！

生まれ変わろう
生まれ変わろう
道路は広く 地方創生
生まれ変わろう
お店いろいろ 雇用促進
ほらほら見える
輝く未来が すぐそこに
あなたの未来が すぐそこに

生まれ変わろう
賑わう街角 消費拡大
生まれ変わろう
楽しい毎日 文化振興
ほらほら見える
輝く未来が すぐそこに
あなたの未来が すぐそこに

生まれ変わろう
輝く未来がすぐそこに

子どもの砦

夢があるんだ（リプライズ）
大人にだって夢がある
だって夢がある
いつか叶うかもしれない
叶うかもしれない
そう思っている

夢と希望が子どもの勲章
守り抜くんだ最後の砦
こぶし突き上げ
誓いを立てよう
次の時代は僕らが作る

夢を乗せて大空飛ぶなんて
夢を乗せて
そんなかっこいい
ラストシーンじゃないけど
あきらめようとする
あきらめようとする向こう側から
声がするんだ
夢はいつか
いつかきっと叶うと

僕のプライド（リプライズ）

勇気と正義が旗印
守り抜くんだ子どもの砦
大人よさらばと
誓いを立てよう
次の時代は僕らが作る
守り抜くんだ
次の時代は僕らが作る

まっすぐな目 弾ける笑顔
その一つ一つが愛おしく
何度も何度も願った
このままでいたいと
丘に登って一緒に叫んだ
丘に登って
その一つ一つが過ぎていく
何度も何度も迷った
このままでいたいと
ちぎれるほど手を振ろう
声の限り
声の限り「ありがとう」と
それぞれの道は違っても
君達と学んだ時間は
僕のプライド
優しい目 まっすぐな心
阿暖先生が大好き
何度も何度も願った
一緒にいたいと

一番自由だった頃

夢があるんだ

寂しい時は 泣いて
悲しい時も 泣いて
腹が立ったら 大声出して
嬉しかったら 飛び跳ねる
そんな当たり前のこと
どこで無くしたのか

誰にだって夢がある
いつか叶うかもしれない
そう思っている

違うって言葉にできず
嫌いなのに好きな振り
「大丈夫」って返事をした
鏡に映る意気地なし
いつの間にか自分が
だんだん遠くなっていく
拾った小枝で夢の設計図
地面いっぱい描いては消して
見上げた空も沈む夕日も
自分だけのものだと思っていた
そんな勘違いだらけの毎日
一番自由だった あの頃
でも何よりも輝いていた

夢を乗せて大空飛ぶなんて
そんなかっこいい
ラストシーンじゃないけど
あきらめようとする向こう側から
声がするんだ
夢はいつかきっと叶うと

ちぎれるほど手を振ろう
声の限り
声の限り「ありがとう」と
それぞれの道は違っても
先生と学んだ時間は
僕たちのプライド
ちぎれるほど手を振ろう
また会う
また会うその日まで
それぞれの道は違っても
一緒に過ごした時間は
僕の
僕たちのプライド

誰にだって夢がある
いつか叶うかもしれない
そう思っている
夢のために世界中を駆け巡る
そんなかっこいい
ラストシーンじゃないけど
ベッドに入る前に両手合わせて
唱えてみよう
夢はいつかきっと叶うと

作 詞
作 曲

福田 博子
松井 千代子

砺波市文化会館 大ホール
２０１６年３月５日（土）
３月６日（日）

