
表1. ごちうさの曲(2020年4月現在129曲)一覧
発表順 歌詞 曲名 発表年

1 こころぴょんぴょん待ち？ 考えるふりして、もうちょっと近づいちゃえ。 簡単には教えないっ。 こんなに好きなことは内緒なの。  ふわふわどきどき内緒ですよ。 はじめがかんじん、つーんだつーんだ。 ふわふわどきどき内緒だって。 いたずら笑顔でぴょんぴょん。   扉開けたとたん、見知らぬ世界へと。 (そんなのないよ)、ありえない。 それがありえるかも、ミルク色の異次元。 (コーヒーカップ)、覗いたら。  私が私を見つめてました。 なんで？なんで？ふたりいる？(うそ！)。 困りますね(きっと)、おんなじ趣味(だから)。 誰を(見つめるの？君でしょ！)。 君だけ見てるよ。 (これは夢、カップの夢、飲みほしておしまい？)。  いつもぴょんぴょん可能！。 楽しさ求めて、もうちょっとはじけちゃえ(ぴょんぴょんと)。 一緒なら素敵だーい！。 君に言わせたいから(言いなさい)。 こころぴょんぴょん待ち？。 考えるふりして、もうちょっと近づいちゃえ(ぴょんぴょんと)。 簡単には教えないっ。 こんなに好きなことは(好きだってことは…わわわ！)。 内緒なの。  ふわふわどきどき内緒ですよ。 はじめがかんじん、つーんだつーんだ。 ふわふわどきどき内緒だって。 いたずら笑顔でぴょんぴょん。   日常のなかにも、不思議の交差点。 (それならあるね)、ありえるん。 ありえない角度に、切り分けたケーキが。 (さすらいウサギ)、呼んじゃったよ。  私も私と、驚きました。 なんで？、なんで？、しゃべるウサ？(まじ！)。 困りました(熱い)、お茶を飲んで(そうだ)。 ついに(見つけたよ君への)。 君との運命。 (いいよね夢、恋の夢、初めてのときめき？)。  胸がらんらん歌う！。 スキップしながら、はにかんで誘ってよ(らんらんと)。 一緒なら無敵だーい！。 本音かくせなくなる(本音だっ)。 あしたらんらん希望？。 今すぐがいいな、はにかんで誘ってよ(らんらんと)。 一瞬だけ耳もと。 ほんとは好きなんだと(好きなんだつまり…ななな！) 囁く。   (これは夢、カップの夢、飲みほしておねがい！)。   いつもぴょんぴょん可能！。 楽しさ求めて、もうちょっとはじけちゃえ(ぴょんぴょんと)。 一緒なら素敵だーい！。 君に言わせたいから(言いなさいっ)。  こころぴょんぴょん待ち？。 考えるふりして、もうちょっと近づいちゃえ(ぴょんぴょんと)。 簡単には教えないっ。Daydream cafe 2014
2 ふんわり揺れるカプチーノ ひと口飲んだら いつものこの場所で 今日は何話そうっか  可愛いとか美味しいって ワクワクするよね みんなで スペシャルな日常を デコレーション♪  偶然の続きはいつでも トキメキと待ってるの 秘密みたいなドキドキになって  一緒に過ごす時間が 幸せだって思う 君も同じだと すごく嬉しいな パステルカラーの夢 それぞれに描いたら 物語になってく 明日へと  木漏れ陽から届くのは 季節の香りと 素直なこの気持ち おしゃべりは尽きないね  あきれ顔も ハニカミも “大好き” って集めたら 週末の予定とか决めちゃおっか  キラキラ水たまり飛び越え 着地完了 君と知らない景色 冒険もいいな  太陽のあくびに 一番星が笑う そんな空想も 夕暮れが包む 次のご注文は？ 未来が聞いてるみたい もっと楽しいこと いっぱい 集めてこう  どんな出来事も話したくなるよ 浮かんだ笑顔に微睡む日常 ほわふわり  一緒に過ごす時間が 幸せだって思う 君も同じなの すごく嬉しいよ パステルカラーの夢 キラキラあふれてゆく どんな物語かな 明日へと もっと楽しいこと いっぱい 待ってるね日常デコレーション 2014
3 ぽっぴんジャンプ♪ せーのっ！で  ラッタッタ 行きましょ！   春風スウィングしてる通りを行けば  いつもの笑顔に きっと会えるね   苺パフェもいいけど カフェラテ気分です  トキメキの更新は 毎日したい   甘い？酸っぱい？それとも苦い？  直感を信じて行こうよ   せーので ぽっぴんジャンプ♪ 一緒なら  なんだって楽しいって  夢みる音符みたい ドキドキが届く  はっぴーステップ 笑顔で  ラッタッタ 駆け出そう  晴れのち晴れなんです  キラメキに真っすぐ進もう   青空と雲みたい マーブル模様  重なる気持ちで 輝くセカイ   しゅわしゅわサイダー達の イタズラはじけて  目覚めた始まりに ワクワクしてる   好奇心に正直でいよう  ゆずれないものは何だろう   先へと ぽっぴんジャンプ♪ 飛び込んで  ラッキーもつかまえて  あれもこれも全部 カラフルにしちゃえ  すてっぴんストップ 休憩も  やっぱり大事ね！  深呼吸で集めた しあわせの風景 ギュッてしたい   キミへと ぽっぴんジャンプ♪ 一緒なら  もうちょっと冒険  夢みる音符はじけて ドキドキと急ぐ  はっぴーステップ 笑顔で  ラッタッタ もっともっと  晴れのち晴れなんです  キラメキに真っすぐ行こうよ   ぽっぴんジャンプ♪ せーのっ！で  ラッタッタ もっともっと  ぽっぴんジャンプ♪ はじけて  ラッタッタ 楽しいねぽっぴんジャンプ♪ 2014
4 やぁやぁ!バンビーナ　やぁやぁ!バンビーノ みんなおいでよハーイハーイ 遊びたいのに　なんで?なんで?? 遊べないのは　なんで?なんで?? それじゃつまらないから せめてちょっとは息抜き　温かいモノ飲んでね さあさあ遠慮しないでね 「今日は?」「ひとりぼっち…」 「今日も?」「ひとりぼっち……」 「えーっと…」「それでいいのだ!」 だってだってここに来ればね仲間がいる～ お天気で心が変わるから 晴れたらもっと苦いカフェ 挑戦してみよう　挑戦してみよう 違う世界見えるかも 晴れたよどっか出かけよう　出かけるまえに ひとやすみ　しあわせ感じたいでしょ? だからおいでよ さぼりたいのに　だーめ!だーめ!! さぼらせないよ　だーめ!だーめ!! もっとがんばってみて その山を越えたとき　面白いって思うのかも ねえねえ楽しいに変えようよ 晴・雨・嵐・雪の地球　ぜんぶ楽しんで 晴れた日には傘をひらき 雨の日にはサンダルで行こう 「今日は?」「ひとりぼっち…」 「今日も?」「ひとりぼっち……」 「えーっと…」「それでいいのだ!」 だってだってここに来ればね仲間がいる～ お天気で心は変わるでしょ 雨ならうんと甘いケーキ 気持ちがとろけて　気持ちがとろけて 違う世界見えるかも 雨でもどっか出かけよう　出かけるまえに ひとやすみ　しあわせ感じたいでしょ? だからおいで　どんな日も待ってるここで やぁやぁ!バンビーナ　やぁやぁ!バンビーノ みんなおいでよハーイハーイ 全天候型いらっしゃいませ 2014
5 しろうさみたいな　ふわふわ雲 運河に映った　木組みの家も ハミングしてるみたい ルリルラ　これから　はじまる日々 わくわく　きらきら　そんな予感で 街じゅう　あふれてる こうして出逢えたコト　運命的だよ! 前を向いて　ラララ　前のめりで　ルルル ぽかぽかな毎日が　きっと　ハミングsoon! 「お姉ちゃん」って呼んで?おしゃべりも一杯しよう かわいいね　うれしいね　たのしいね いつもハッピーデイ ダメダメいけない　癖になるよ もふもふ気持ちいい～　こんな感触 はうはう　たまらない 深呼吸したら　花の匂い マルシェをお散歩　おいしい匂い どれも大好きだなあ パンみたいにふくらむ　小さなしあわせ 笑顔いっぱい　ラララ　夢いっぱい　ルルル とびきりの素敵が　きっと　ハミングsoon! ひなたぼっこしたり　ラテアート練習したり いろいろね　これからね　よろしくね! 前を向いて　ラララ　前のめりで　ルルル ぽかぽかな毎日が　きっと　ハミングsoon! ココロ弾むサニーデイ　窓の外眺めるレイニーデイ いっしょなら　うれしくて　たのしくて いつもハッピーデイ うぇるかむかもーんハミングsoon！ 2014
6 不思議なんです　気がついたら　すごく　とても 身のまわりが賑やかで　でも何故だか　いやじゃなくて… 木もれび色の　なんでもない時間の中 ほろ苦いコーヒーの香りに　包まれてるしあわせ たいせつが増えるたび　戸惑いや照れも増えるけれど この胸のおく　あったかな光　帯びてる お砂糖　ミルク　そして夢をひとさじずつ 溶かしたらひと息入れましょう　オリジナルブレンドで 子ども扱い不本意です　ですが　だけど みんなでいると心が　ふかふかして　寂しくない 1ピースずつ　はまってゆく　パズルみたい 少しずつ大きくなってゆく　不器用な物語 大好きなこの街で　おじいちゃんみたいなバリスタに きっといつの日かなれたらと思っています 酸味に苦味　コクに甘味　そして調和 バランスのとれたこの味わい　さあどうぞ召し上がれ お野菜は苦手だし　話すのも得意じゃないですが つんとしていても　うれしい時とかあります お砂糖　ミルク　そして夢をひとさじずつ 溶かしたらひと息入れましょう　オリジナルブレンドで スペシャルな　a cup of happinessa cup of happiness 2014
7  papalapalapalapa papalapalapalapa  右手にCup 左手にSaucer  (Oh Yeah!Oh Yeah!)  撃ち抜けMy Heart 飛び散るFragment  (Oh Yeah!Oh Yeah!)  ムシャクシャするこんな日は 全てうっちゃってGo Out!Go Out! 日常のルーティーン退屈は 嫌い嫌い嫌い嫌い嫌い嫌い嫌い嫌い ぶち壊そう Let’s Go Now  papalapalapalapa papalapalapalapa カワイイ尻尾追いかけて papalapalapalapa papalapalapalapa 急げ急げRabbit Hole(Ride On) papalapalapalapa papalapalapalapa 進め迷宮のWonderland  ちょっとBitterな私です  C’monC’monC’monC’mon C’monC’monC’monC’mon おいでよRabbit Hole  右手にSugar 左手にMilk  (Oh Yeah!Oh Yeah!)  甘めが良いんです ダメだよLoneliness  (Oh Yeah!Oh Yeah!)  そよ風香るこんな日は ちょっとお出かけしませんか? ふとした事に幸せが 甘い甘い甘い甘い甘い甘い甘い甘い この人生  papalapalapalapa papalapalapalapa 時計に急かされながら papalapalapalapa papalapalapalapa 進め進めRabbit Hole(Go On) papalapalapalapa papalapalapalapa 鏡の向こうのLabyrinth  ちょっとSweetな私です  C’monC’monC’monC’mon C’monC’monC’monC’mon ようこそRabbit Hole  Ahいつまでも  覚めない夢を  見続けていたいんです BitterでSweetな狂詩曲  papalapalapalapa papalapalapalapa カワイイ尻尾追いかけて  papalapalapalapa papalapalapalapa 急げ急げRabbit Hole  papalapalapalapa papalapalapalapa 進め迷宮のWonderland ちょっとBitterな私です C’monC’Rabbit Hole 2014
8 行ってきます　今日も元気いっぱい『おはよう』 あれれ?　オカシイさっきもこの道を通った気がするっ?? ランチタイム　なぜか空からウザギが!?　ドンマイ!! Rabbit(ラビット)　Horse(ハウス)　まさかのスペルミス 馬(ホース)じゃなくて家(ハウス)だよ ハプニング生産中　だけどみんな笑顔 予想 裏切らない　スマイルメーカー おもわぬオチ提供中　いらっしゃいませ キミにあげる　ホッとココアタイム お姉ちゃんにまかせて　地球まるごとアンビシャス♪ 髪飾りがない ポケットに入れたのに?? えへへっ 頭につけていたよ お騒がせごめんね ダンディ・ライオンみたく強くなりたいな ファイト! いつかなれる　街の国際弁護士☆　小説家も捨てがたいな 10年後を計算中　→　大人になってるはず!! きっとなんとかなるっ　ポジティブメーカー とんでもモード作動中　シチューにこんにゃく わたしの胸　パブリックスペース みんな土足でおいで　1度話せば“ともだち” 一緒にいると　何でもできる気がする　不思議!! どんなときも　大好きなみんなの「心」に「愛」を届けたい ハプニング生産中　だけどみんな笑顔 予想 裏切らない　スマイルメーカー おもわぬオチ提供中　いらっしゃいませ キミにあげる　ホッとココアタイム お姉ちゃんにまかせて　地球まるごとアンビシャス♪ スマイルメーカー 2014
9 Lovely, Army, Military! Everyday is Girly Wars! 時々ドギマギ　Wild-Wild(ワイワイ)Wonder Goes On! 左手にトレイ　右手に拳銃 特に何がどうというわけじゃないが 平和な日常　突っ込み上等 Ready Go!　進化してく友情 趣味や嗜好　十人十色 それでも自意識過剰が乙女心 …もしや何かおかしいか? あくまでも普通の女の子だぞ! めくるめく　ときめきの渦　飛び込んだら 何もかも初めての経験で… べ、べ、べ、別に戸惑ったりしてないからな よし!私に任せてくれ 鬼教官　そう呼んでくれていい いいか　特別だからな　よく見とけよ たゆまぬ訓練　いつでも真剣 Anyway　何故だ?　すごく楽しい 実のところ　まんざらじゃない 想定外で満ち満ちてるこの時間 Love&#038Gun　いつも携えて どこまでも一緒に行けたらいいな 吹き抜ける　新しい風　感じながら レーションを持っていざ前進だ 精神のブレはいつでも命取りだし 相談なら乗ってやるぞ 続いてく　ワイルドな日々　前途洋々 とりあえずこれからもよろしくな ちょっぴり照れてるだなんて　秘密なんだぞ? 悪くないな　My Brand New Busy Life Lovely, Army, Military! Everyday is Girly Wars! Love & Gun 2014
10 強がり屋さんなところ 誰よりも知ってるわ ほんと心配性よね だけど…いつもありがと 過去から　未来　続いてる　時間 いつだって　私たち “相変わらず”が　好きみたい あたりまえみたいに　思い出いっぱい 「おはよう」「おかえり」　何千回言ったかな? これまでも　これから大人になっても やっぱり特別　そういうお隣どうし 今日も　with your smile 憶えてる?手をつないで 二人繰り出したこと 怖がって泣いていたこと もちろん憶えてるわ 気まずい　朝も　はしゃいじゃう　夜も 突っ込んで　からかって 結果不思議と　落ち着くの あたりまえみたいに　分かっちゃうのよ うれしい時とか　不安な時とか　全部 私たち　ちがう制服着てても 小さい頃から　お互い変わらないわね きっとずっと どうしてそうなるの!?　あらあら冗談よ みんなには内緒よ?　いいわ二人だけの　秘密(シークレット) 過去・今・未来　続いてく　想い 懐かしく　新しい　まだ　そしてまた よろしくね あたりまえみたいに　思い出いっぱい 何でもない日々　とっておきのメモリアル 私たち　絶対いつまでたっても ちょっぴり特別　そんな幼なじみよね 今日も　with your smile ずっと　ずっと一緒 ずっと一緒 2014
11 いろはにほっとしてお茶どうぞ いかがです?素敵なことあふれる毎日は　おしながき 帯を締めたら気持ちもきゅっと! するようでゆるっとしちゃいます だって好きな和菓子の天国(パラダイス) 茶柱が立つ今日の行方に　うさぎと出掛けましょう あんこみたいに甘い　羊羹の出会いの予感だわ いろはにほっとしてお茶どうぞ　いかがです? 素敵なことあふれる毎日は　おしながき 幾千の夜往く月のこと　目を閉じて描くの それは甘美な物語だわ　きっと　ほら伝わるでしょう? 制服着たらこころふわっと♪ する上にゆるっとしちゃいます だって好きな友達できました 手相占い当たってるかな?　秘めた性(さが)おそろい あんこみたいに優しい　あんみつの秘密の時間だわ 思わずほっとして綴るの五七五 色んなこと嬉しい気持ちは　おしながき 海に映った月と星々　目を閉じ煌めくの それは甘美の物語だわ　きっと　そうこれでなくちゃね もっと甘兎　繁盛させてがんばりたい夢は あんこみたいに奥深い　だから大好きでいるんだわ いろはにほっとしてお茶どうぞ　いかがです? 素敵なことあふれる毎日は　おしながき 思わずほっとして綴るの五七五 色んなこと嬉しい気持ちは　おしながき 花の都の三つ子宝石　目を閉じ艶めくの それは甘美の物語だわ　きっと お口に合うかしら? 色葉おしながき 2014
12 そよぐ風に 瞬く空 bonne(ボン) chouchou(シュシュ) 素敵空間　ドキドキはずむ あっちもこっちもぜんぶ　可愛くしたい 高級カップなんて　今はまだ買えないけど “大好き”あつめて　いつも楽しく過ごしたいな ときめきミルフィーユ　胸の奥に重なってゆく 嬉しくて切ないのは　今日が眩しいから plaisir(プレズィール) 夢奏ふわふわ　スカートで行こう 毎日　特別なの　秘密もつれて スペシャルなハーブティーで　心リラックスしたなら どんな私で未来に会える　待っていてね 石畳を駆ける　笑い声と靴音たち 物語の続きへと　みんなと一緒がいいな ときめきミルフィーユ　胸の奥に重なってゆく もっとおしゃべりしたくなる　日常きらきら 石畳を駆ける　笑い声と靴音たち 物語の続きへと　みんなと一緒がいいな めぐり届く　きらめく世界 ときめきミルフィーユ 2014
13 まだL.O.V　まだL.O.V Eがないね?ないね?　探しに行っちゃえば? だってL.O.V　だってL.O.V もっとドキドキしたいよ　楽しいって言いたいよ  そう、戦いなんだよ?　 そうね、戦いなんです!  ほんの少し日々の温度変えてみたい  そう、戦いなんだよ?　 そうね、戦いなんです!  なんか違うことが待ってるって思う  1.それはなんだろう?　 2.あーそれはなんでしょう?  取りあえず外へ出かけてみよう  3.それがなんでも?　 4.あーそれがなんでも!  勢いで外へ出かけよう  ひとりぼっちじゃないと解りかけてきた  なかよくなれそう  飾らなくていいと解りかけてきた  いっしょのときは  Maybe L.O.V Maybe L.O.V 生まれたての気持ちがさわぐ Maybe L.O.V Maybe L.O.V ちょっと恋みたいにときめいて まだL.O.V　まだL.O.V Eがないね?ないね?　探しに行っちゃえば? だってL.O.V　だってL.O.V もっとドキドキしたいよ　楽しいって言いたいよ  さあ、出発いいだろ?　 はーい、出発いいです!  そんな合図よりも目と目でばっちり  さあ、出発いいだろ?　 はーい、出発いいです!  挑戦したいことは全部やってみよう  5.あれはどうだろう?　 6.いえーいあれはどうでしょ?  知ったかぶりでもね出かけてみよう  7.そしてどうする?　 8.いえーいそしてどんどこ!  もう言葉になんない出かけよう  友情ごっこじゃなくて解りあえるほど  なかよくなりたい  構えなくていいね解りやすいよね  いっしょにえがお  それはなんだろう?　 それはなんでしょ?  そしてどうする?　 そして…L.O.V??  Maybe maybe L.O… Maybe maybe V.E?? Maybe maybe L.O… Maybe maybe V.E??  1,2,3,4,5　順番しーらない! 生まれたての気持ちがさわぐ 1,2,3,4,5　順番しーらない! しらなーいよしーらないよ!　Let’s go!  Maybe L.O.V Maybe L.O.V 生まれたての気持ちがさわぐ Maybe L.O.V Maybe L.O.V ちょっと恋みたいにときめいて まだL.O.V まだL.O.V Eがないね?ないね?　探しに行っちゃえば? だってL.O.V だってL.O.V もEを探す日常 2014
14 胸のおくが　そわそわして 思わず顔を出す 私のl’esprit de fille(レスプリ・ドュ・フィーユ) 柄じゃないと　知ってるから 恥ずかしくなる　だけど 今だけ秘密の時間 passer(パッセ)　薫る風に　誘われたせい 何故か言い訳して　ワンピース　ふわり セ・ラ・ヴィ　セ・ラ・ヴィ　小鳥は歌い　陽ざしは微笑(わら)う 夢見ごこち　いつもと違う　いつもの街角 体じゅうが　妙にふわふわと落ち着かない ただそんな　そんな午後 カフェで頬杖　ひと息ついて thé des alizés(テデザリゼ)で休憩 らしくない!らしくないけど… toujours(トゥージュール)　本当はちょっと憧れていた ゆるく巻いたウェーブ　指先で　くるり セ・シ・ボン　セ・シ・ボン　呪文みたいで　心が踊る しとやかさのコツも少しは掴めてきたけど 名を呼ばれて　思わず慌てて人違いの フリをしたそんな午後 見上げるle ciel bleu(シ・シェール・ブルー) セ・ラ・ヴィ　セ・ラ・ヴィ　小鳥は歌い　陽ざしは微笑う 夢見ごこち　いつもと違う　私が駆けだす 体じゅうが　妙にふわふわと落ち着かない ただそんな　après-midi(アプレ=ミディ) 夢見るアプレミディ 2014
15 願いごとは(願いごとは)ひとつだけ　夢なら覚めないで キラキラ流れる　星を(星を)待っている　Shooting star 小鳥がうたう歌で　ふんわりと気づいたの キュンキュンのひととき　やっぱりあれは夢の中 カーテンを開いたら　オハヨウの太陽が サンサンのきらめき　くれるようなお天気 この想い　届けたい　届かない　なんてちがうよ あこがれ限りなくピュア 心のなか(心のなか)またたいて　七色に染めてゆく いろんなキモチを知りました なにをしても(なにをしても)優しすぎ　そのうえカッコいいの ステキな姿は　いつも(いつも)麗しのShooting star 学校の廊下なら　会えるかもしれないと キョロキョロの期待に　終わりを告げる鐘の音 がっくりのトホホ感　次がある期待感 クルクルのハートが　飛びだしそうな授業 忘れない　通りたい　通れない　そんなピンチを さらりと助けてくれた 夢見がちな(夢見がちな)この胸は　どこまでも高鳴って オトメの心を知りました どんなときも(どんなときも)華やかで　そのうえキメちゃうの 頼れる笑顔は　ずっと(ずっと)麗しのShooting star 心のなか(心のなか)またたいて　七色に染めてゆく いろんなキモチを知りました なにをしても(なにをしても)優しすぎ　そのうえカッコいいの ステキな姿は　いつも(先輩)いつも 瞳があったら(瞳があったら)一瞬で　世界中かがやく しあわせくれるよ　まるで(先輩)麗しのShooting star麗しのShooting star 2014
16 ユメミル・ユメミル・一匙プリンセス 溶けないユメは甘い冒険 出会うために物語の姶まりは 一匙のエピソード クルクル・クルクル・かきまぜて クルクル・クルクル・さあどうぞどうぞ たかがアイスと思うなかれ きっと食べたらお姫さまへと ときめく心　王子を探せ 熱い恋などしてみませんか クルクル・クルクル まってまってよ　溶けるドレス…チョコワルツ! 語りたい　語りたい　薫りのせいかなとまらない (We love sweet tale!) 現実と幻想の境目ですか(white story)そうですかっ クルクル・クルクル・美味しくなあれ 銀のスプーン踊るたびに 目を閉じなさい(そして)私を呼んで(そして) なにもかもが素敵になるの ユメミル・ユメミル・一匙プリンセス 溶けないユメは甘い冒険 出会うために(キミと)物語の始まりは(キミと) 一匙のエピソード キラキラ・キラキラ・冷たくて キラキラ・キラキラ・さあどうぞどうぞ されどアイスは魅力的で みんな食べたらお姫さまへと さみしい心　優雅に変える 無二の恋などしてみませんか キラキラ・キラキラ だってだってね　淡いレース…ラズベリーソース！ 誘いたい　誘いたい　一緒にいいでしょ？味わいたい (You need sweet mind!) 想像と創作はいつもなかよし(love story)そうですねっ キラキラ・キラキラ・可愛くなあれ みんなここで楽しい魔法 目を開けたら(ふしぎ)時計がとまる(ふしぎ) 邪魔しないで秘密のパーティー オカワリ・オカワリ・笑顔のトッピング 溶ける白い幸せのクリーム 出会いからの(キミと)物語が始まれば(キミと) 増えていくエピソード ユメ…ですか？ クルクル・クルクル・美味しくなあれ 銀のスプーン踊るたびに 目を閉じなさい(そして)私を呼んで(そして) なにもかもが素敵になるの ユメミル・ユメミル・一匙プリンセス 溶けないユメは甘い冒険 出会うために(キミと)物語の始まりは(キミと) 一匙のエピソード 一匙のお姫さま物語（あいすくりーむふぁんたじあ）2014
17 アンビリーバブルでミラクル 振り回されちゃ　Everyday だけど気付けば馴染んじゃってる そんな私たち どこかよく似てるね　あの2人 あの2人って あの子とあの子? 分かる分かる　同じ種類 ほわわなパワーってすごい あれよ(あれよ)あわわ(あれれ)どこへ(ゆくの?) いつも飲み込まれてくペース はちゃめちゃてんやわんやです　なんて(なんてどこまで) 究極マイペース! アンビリーバブルでミラクル 振り回されちゃ　Everyday 泣いて笑ってとんだ心配?　結局勘違い ぶっ飛んだ変化球展開 巻き込まれてく　Everyone だけど気付けば馴染んじゃってる そんな私たち つまり似た者同士　あの2人 言葉じゃなくても通じてる ですねですね　同じ波長 ふわわなパワーって不思議 いつの(間にか)あわわ(あれれ)飛んで(ゆくの) なぜか…　持ってかれてくペース だけど嫌[や]じゃないんです　なんて(なんてどこまで) 究極マイペース! ほんと毎日がカラフル 振り回されちゃ　Everyday 思い込んだり落ち込んだり　やっぱり勘違い こんなバランスがいいんです 巻き込まれても　Everyone コーヒー飲んで笑っちゃえば なんかいい感じ 映画も(行こう)プールも(行こう) たまにお泊まりだってしよう 予想の(できない)ことも(全部) なんだかんだ今日も明日も 相変わらずガールズ　究極マイペースだね アンビリーバブルでミラクル 振り回されちゃ　Everyday 泣いて笑ってちょっとケンカも?　結局勘違い ぶっ飛んだ変化球展開 巻き込まれてく　Everyone だけど気付けば馴染んじゃってる だって私たち(いつでもVSマイペース?) そんな私たち(とにかくVSマイペース?) VSマイペース？ 2014
18 ある秋の日の夕暮れ 空を見上げ　ため息つく お店は軌道に乗らず 悩みだけが増えてく毎日 もしもうさぎになれたら 気持ちは楽になれる？ 戯[たわむ]れ言に混じった 本音を隠しながら歩いて行く 大切な人を守るその為に 今を生きてゆく 苦しい季節も支えて支えられて 乗り越えられる やがて胸の中にある 時計の音　止まるときに うさぎになっていました まだ幼いあなたが心配で 母親を早く亡くし ひとりで遊んでたね 他には誰も知らない 2人が内緒話してることは 大切な人を襲う悲しみが いつか終わるように 楽しい季節をあなたが過ごせるまで そばにいるから 大切な人を守るその為に 人間[ヒト]は生きてゆく 苦しい季節も支えて支えられて 繋がってゆく どんなときも心がバリスタなら コーヒー淹れられる 姿がうさぎに変わっても変わらない 見守ってるよ うさぎになったバリスタ 2014
19 トゥインクル*ルーレット　くるり回したなら どんな今日が始まるの? 空想のバルーンに飛び乗って きらきらエブリディ　さぁ行こうよ♪  おしゃべりしてたら　時間なんて忘れちゃう あれこれ気になってる事は　全部話そうよ  トキメキの瞬間をキャッチして いつもお揃いで持ってたいな  ワクワクのアンテナぴんっ!と立て 楽しいとこまで　止まらないよ  トゥインクル*ルーレット　くるり回したなら どんな今日も楽しんじゃえ タタターンって軽やかなリズムで はぴはっぴーエブリディ　はしゃいじゃってこう  テーブルの上には　知らないメニューが待ってる 今すぐ開けたいから　一緒に選ぼう　どれにする?  ドキドキをチューニングしてく その声がいつも嬉しくって  何だって出来ちゃうって気分 日溜まりみたいな　その笑顔と  春夏秋冬ずっと　何十年後も  今日の話を　もっともっとしたい  降り注ぐ木漏れ陽に  心は包まれて　 ちょっと眠くもなる。。。  トゥインクル*ルーレット　一回お休みして ひみつ会議　それもいいね! “知りたい”は冒険の始まり きらきらエブリディ  トゥインクル*ルーレット　一緒に回したなら どんな夢に会えるんだろ? タタターンって軽やかなリズムで はぴはっぴーエブリディ　はしゃいじゃってこう ずっとずっと一緒がいいなきらきらエブリディ 2014
20 誰に会いたいの？会いたいの？ こころが持っている答えは ひとつ(ひとつ？)ふたつ(ふたつ？) たくさん？(はやく知りたい)そうね教えたい 教えてはやく！ なにがあったの そわそわしちゃう　わーんあせる！ 教えてはやく！ なにがあったの　そわそわしちゃうよ それはきっとねふしぎな(できごと) 忘れられない “あんびりーばぶる” 謎の階段のぼれば(よいしょよいしょ) 宝箱のジェットコースター わりとわりと試したがりの (にゃん)ねこ(にゃん)ちゃんのようにね (ねこにゃん)好奇心でまっすぐに つぎの(夢を)探して(探して) 走ろう(走るのはコースター！) 進むのはキミ(どっちも進むよ) 誰に会いたいの？ 会いたいの？ こころに聞いてみたけれど(聞いてみた) 恥ずかしいフリしてる　もどかしいな (だから)言っちゃいなよ 会いたいの？ 会いたいの？ こころが持っている答えは ひとつ(ひとつ？)ふたつ(ふたつ？)たくさん？ (はやく知りたい！)そうね教えたい 乗ったらわかる？ なにがあったの そわそわしちゃう　わーんあせる！ 乗ったらわかる？ なにがあったの　そわそわしちゃうよ だけどやっぱりわからない(これなに) 動力源は “あんたっちゃぶる” 古い取っ手をつかんで(あけちゃえ) 宝箱はジェットコースター いつもいつも夢見たがりの (ぴょん)うさ(ぴょん)ちゃんのようにね (うさぴょん)正義感もちょっぴりね もっと(夢を)探して(探して) 走ろう(走るのはコースター！) もう一度行こう(なんども行こうよ) つまり会いたいな！ 会いたいな！ みんなはこんな時どうする(聞いてみる) 経験値ひくいかな　レベルアップ (いつか)する日がくる 会いたいな！ 会いたいな！ みんなはこんな時どうするの すぐに(すぐに？)あとで(あとで？) りょうほう？(矛盾してる！)まだね決まらない 誰に会いたいの？ 会いたいの？ こころに聞いてみたけれど(聞いてみた) 恥ずかしいフリしてる もどかしいな(だから)言っちゃいなよ 会いたいの？ 会いたいの？ こころが持っている答えは ひとつ(ひとつ？)ふたつ(ふたつ？) たくさん？(はやく知りたい！) コースターを降りたあとでぜんぶ教えて！ 宝箱のジェットコースター 2015
21 おいでよおいで！ MERRY-GO-GO-ROUND 今日の気分は　甘さ100% チョコチョコチョコリズムで元気になあれ …っていただきまーす　チョコレートパン ふかふかになりたい 焼き立てのこころは自由 なりたいになれる　提案があるのだよ ためらいがちだったけれど 動きだすことが　秘訣なんだと知ったよ やってみれば意外なほど毎日が変わる 無理だってスネてないで　さあ出かけよう おいでよおいで？ MERRY-GO-GO-ROUND 乗ってよ乗ってまわりだす チョコチョコチョコリズムで明日を占えば ぜんぶ出るカードが「GOOD！！」だね おいでよおいで！ MERRY-GO-GO-ROUND 今日の気分は　甘さ100% チョコチョコチョコリズムで元気になあれ …っていただきまーす　焼き立てパン もふもふを愛でたい ストレスは早めに解消 愛でたいを愛でる　幸せあるのだよ 気がつけば我慢ばかり そんなのは良くない　たまにはパーッといこう やってみれば意外だけど時間は作れる 無理だってフテてないで　さあ出かけよう こっちよこっち？ MERRY-GO-GO-ROUND みんなで一緒まわりだす チョコチョコチョコルールはとにかく笑顔で すてきなことだけ数えよう こっちよこっち！ MERRY-GO-GO-ROUND 忘れちゃいな　ほろ苦さ チョコチョコチョコルールは前向きだから …ってめしあがれ　チョコレートパン おいでよおいで？ MERRY-GO-GO-ROUND 乗ってよ乗ってまわりだす チョコチョコチョコリズムで明日を占えば ぜんぶ出るカードが「GOOD！！」だね おいでよおいで！ MERRY-GO-GO-ROUND 今日の気分は　甘さ100% チョコチョコチョコリズムで元気になあれ …っていただきまーす？ めしあがれ！ これは焼き立てのチョコレートパン チョコリズムチョコルール 2015
22 月夜に煌めく　お砂糖星たち つまんで食べたい　なんちゃって 大人気分なら　お抹茶も一緒に 空想冒険もしてみたい 一期一会　トキメキのアンテナで 美味なる予感　見つけに行こう 心が踊るよ　ぷるん　ふわ　まったりで　最高 “あずき”からの招待状？ 次はどんな感じ？ ワクワクです 可愛いパジャマで　集合したなら とっておきの怪談(はなし)あります お風呂でポカポカ　おしゃべりもいいね つれない言葉も泡になる 隣にいて　違う夢があって 気付けば笑顔　見つけて　にっこり 心の羽根ぶわっ　くるん　ぴゅーんって　明日へと　ひろがる 楽しい時間　一人じゃもったいないんだから　一緒がいいよ 苺をつつんだ　あんこの優しさ そんな奇跡的な出会いです 特別なこの場所　みんながいる そぉれっ！ 心が踊るよ　ぷるん　ふわ　まったりで　最高 和三盆にとろけて　夢世界まで　止まらないね 楽しいことなら　よくばりもいいね ほら月夜に煌めく　お砂糖星も　はしゃいでキレイ 月夜にお砂糖星 2015
23 以心伝心　お試すココロ　まだまだ聞こえてこない 耳をすませばだんだんと聞こえるの？ (おやっ)おやっ(おやっ)伝えたいことは… つまりつまり伝えたい　つまりつまり伝えたい 気がついたの 面白そうな予感が当たってることに(大当たり！) だってほらね　今日のメニューは すぺしゃる・でりしゃす・ぴょん’sせんせーしょん つまりつまり伝えたい　つまりつまり伝えたい 一回だけ言うからね(はいっですよ) ちゃんとおぼえておいてね(はいっですね) チカラ抜いて　ふんわり混ぜて　しずかに注いで！ 以心伝心　どんなコトバで(コトバで) ほらほらキミを呼ぼうか(悩むよ) 伝えたいことが　もやもやと形になりません(もやもやです) 以心伝心　お試すココロ(ココロは) まだまだ聞こえてこない(どーして) 耳をすませば　だんだんと聞こえるの？ (おやっ)おやっ(おやっ)伝えたいことは… わかるわかる楽しいね　わかるわかる楽しいね 気がついてよ 眼ヂカラだって使ってみたい年頃です(見て見てる！) はやく来なきゃ　なくなっちゃうよ すぺしゃる・でりしゃす・ぴょん’sでこれーしょん わかるわかる楽しいね　わかるわかる楽しいね もうちょっとで品切れです(あらっですか) おいしいから当然です(あらっですね) あったかいの　冷たいぷるる　どっちも大好き！ 終始一貫　いつもステキな(ステキな) えがおのキミでいてよね(きらりと) 始まりからして　わくわくな日々を過ごしましょう(わくわくです) 終始一貫　おんなじユメが(ユメみたい) ずっとね続けばいいな(それから) 目を閉じてみて　るんるんって浮かれ出す (わおっ)わおっ(わおっ)楽しくねいつも… 以心伝心　どんなコトバで(コトバで) ほらほらキミを呼ぼうか(悩むよ) 伝えたいことがもやもやと形になりません 以心伝心　お試すココロ(ココロは) まだまだ聞こえてこない(どーして) 耳をすませば　だんだんと聞こえるの？ (おやっ)おやっ(おやっ)伝えたいことは… (コトバよりココロかな) すぺしゃる・でりしゃす・ぴょん’sぷりん すぺしゃる・でりしゃす・ぴょん’sぷるん (ステキだねユメみたい) すぺしゃる・でりしゃす・ぴょん’sぷりん すぺしゃる・でりしゃす・ぴょん’sぷるん ぴょん’ｓぷりんぷるん 2015
24 Alwaysいつも満足出来ないの Dreamin&#8217ずっと夢見がちGirl私 揺れる心はそうクリームソーダのフロート ちょっとよそ見してる間にとけちゃう 昨日の事なんて忘れちゃった 明日はまだ遥か遠い彼方 毎日がスリルに満ちあふれて 退屈なんてしてる暇ないよ ナマイキTiny Heart 素直じゃないけど 分かってよねホントの気持ち (ド・キ・ド・キ) ワガママTiny Heart 甘酸っぱい夢 キラキラ輝くように お願いI Need You! Oh No!ちょっとはしゃぎ過ぎて暴走 Sometimes怒られちゃっても絶対メゲない トラブルはいつもHeartのエナジー ルーティーンだけの毎日なんて嫌なの 寂しくて泣いちゃうそんな時も 君を想えば頑張れるから 目と目合えばいつも以心伝心 何故か不思議魔法みたいだね ナマイキTiny Heart 今成長中 まだ甘えたい年頃なの (ゴ・メ・ン・ネ) キマグレTiny Heart そう小ちゃいけど ワクワクは無限の宇宙 トキメキCrush On You! ナマイキだけど ワガママだけど 好きになってくれるのかな? (オ・ネ・ガ・イ) ナマイキTiny Heart 素直じゃないけど 分かってよねホントの気持ち (ド・キ・ド・キ) ワガママTiny Heart 甘酸っぱい夢 キラキラ輝くように お願いI Need You! これからもTiny Heart! ナマイキTiny Heart 2015
25 窓からさしこむ　日差しのストーブが ぽかぽか　からだの芯までしみこんでく 秘めてるキモチ　ナイショのはなし 同じペースにできてますか? もやもやしちゃうの　飛んでけ 夢の中で　ちょっとお茶でもしようか (tu tu tu) ねえDreamin&#8217　ねえDreamin&#8217 ずっと笑顔でいっぱい せーのじゃない　でも不思議 一緒になって　be happy 昼に会った夜は(ねえDreamin&#8217) やさしい魔法使い(ねえDreamin&#8217) 唱えて1、2、3 3秒で叶うMagic いつだって目の前に　yeah 後からついてく　のんびり足音は ひたひた　きわめてふんわりつつましやか 元気で陽気　クールに素敵 なんて魅力的でしょうか きらきらしてるよ　とっても 夢見ちゃうの　きっと憧れてるんだ ねえDreamin&#8217　ねえDreamin&#8217 ほっとするってそう言った きみじゃない　でもわたし 自信もって　be happy 楽しかった今日が(ねえDreamin&#8217) つづいてずっと未来(ねえDreamin&#8217) 並んで1、2、3 3人で描く日々 いつだってそばにmy friends 奏でている音色は　それぞれ違うけれど ぱたり　てくてく　ひたひた なんかね　心地いいんだ ねえDreamin&#8217　ねえDreamin&#8217 やっぱりなって思った みんなといる　もうわたし あっという間に　be happy ねえDreamin&#8217　ねえDreamin&#8217 ずっと笑顔でいっぱい せーのじゃない　でも不思議 一緒になって　be happy 昼に会った夜は(ねえDreamin&#8217) やさしい魔法使い(ねえDreamin&#8217) 唱えて1、2、3 3秒で叶うMagic いつだって目の前に　yeah ナイショのはなしは夢の中で 2015
26 大事件じゃないけれど 胸騒ぎどっきんどきん あわてないあわてない　ひとつ深呼吸して むねむねどきり落ち着いて むねむねどきり落ち着いて、ねっ? トラブルは突然に　おそいかかるものだから 準備なんてできないの そのときに考えて　そのときにどうにかして あたふたな私たちです ハートぷるぷるを楽しんで 余裕を持って笑顔でね あきらめ…あるいは慣れで いつものことですよ いつものことです つまり大事件じゃないけれど 胸騒ぎどっきんどきん 振り回されたがりじゃ ないですよ　なのになぜ? 大事件じゃないけれど 胸騒ぎどっきんどきん あわてないあわてない　ひとつ深呼吸して むねむねどきり落ち着いて むねむねどきり落ち着いて、ねっ? ミラクルは起こらない　期待しちゃだめだけれど ほんの少しだけお願い あのときは頑張って　あのときはどうしたかな 乗り越える私たちです ハートくるくるでお騒がせ 主役が消えた　どこですか? ためいき…ためらいがちな いつものことですよ いつものことです きもち全自動じゃないゆえに ときめいてどっきんどきん 振り回されたいとは 言ってない　言ってないよ 全自動じゃないゆえに ときめいてどっきんどきん ふしぎだねふしぎだね　ふたり離れられない つまり大事件じゃないけれど 胸騒ぎどっきんどきん 振り回されたがりじゃ ないですよ　なのになぜ? 大事件じゃないけれど 胸騒ぎどっきんどきん あわてないあわてない　ひとつゆっくりとね深呼吸して むねむねどきり落ち着いて むねむねどきり落ち着いて、ねっ? ねっ! むねむねどきり落ち着いて むねむねどきり落ち着いて、ねっ? ハートぷるぷる事件です 2015
27 白い三日月　窓辺にひとつ カップに浮かべて揺れてる　もひとつ 飲み込んだのは 向こうの世界の夜空をひとくちずつ 深呼吸ふわっとね 三日月のしずくハートのかたち 胸の奥まできゅんとあっためて溶けてくね そして新しい私に出会うといつも 初めて知るんだよ　こんな顔して笑うんだって 光る三日月　また見上げてる カップに泳がせ見下ろす　もひとつ 覗き込んでみた まあるい空は私ひとりじめだよ 深呼吸ほわっとね いいことだらけの毎日じゃなくても 思い切り笑って　今日みたいなのが大好きだなぁ そんな当たり前が続いてくといいなって ちょっとだけ思った…ってことは内緒にしておこう カーテン閉じて　空っぽの珈琲 代わりに気持ち　あふれるくらい 三日月のしずくハートのかたち 胸の奥まできゅんとあっためて溶けてくね そして新しい私に出会うといつも 初めて知るんだよ　どんな顔も嬉しい いいことだらけの毎日じゃなくても 思い切り笑って　今日みたいなのが大好きだなぁ そんな当たり前が続いてくといいなって ちょっとだけ思った…ってことは内緒にしておこう ミカヅキドロップ 2015
28 照れ屋でドキドキしちゃう 少し勇気が足りない そんなときは必殺Coffeeで 今日も立ち上がるカフェインファイター 今月も赤字ピンチ ならば　特売日で乗り切ろう バイト掛け持ち　贅沢禁止 まだまだ切り詰めて行こう 私まるでシンデレラ だけど　魔法使いは来ないの キラキラ光る　お城でいつか 王子様と踊りたい 住む世界　違うことくらい 頭では分かっているけれど　大スキなの お姫様 憧れるけど ただそばにいるだけでも満足 あなたの笑顔　いつもチカラに変わるんだ 回り道でもいいじゃない 急がば回れと言うし 物語には順序があるの すぐに夢が叶っちゃつまらない ハジケなくちゃやり切れない 勝負がオトメにはある そんなときは奥の手Coffeeで テンション上げて頑張るファイター まるでマッチ売り少女 チラシ配るカラダが震える やさしい誰か　1枚どうぞ 人のぬくもりが恋しい 友達といるとなんだか 心の中からポカポカするよ　不思議ね 「大丈夫!余計なお世話」 口ではいつも強がってるけど 遠慮しないで　付き合える大切な人 ひみつがあってもいいじゃない 期待には応えたいし 少し高いヒール履くように 女の子は背伸びをしたいの 照れ屋でドキドキしちゃう 少し勇気が足りない そんなときは必殺Coffeeで 今日も立ち上がるカフェインファイター 負けないぞ　ウサ耳を揺らし 自給で働くファイター ときにアイドルのように舞って ときにホールの上で戦う バニーホップでハイジャンプ このまま空も飛べそう 何も恐れる必要ないわ 雨の日も風の日も　野良うさぎ以外 ずっと隠してた ホントの私の正体 バレても何1つ変わらない 絆と日常が続いてく ハジケなくちゃやり切れない 勝負がオトメにはある そんなときは奥の手Coffeeで テンション上げて頑張るファイター カフェインファイター 2015
29 ポイッて今日を投げださない約束しましょう? わくわくてくてく　どこへ行くの なんとかなるさと上向いて できるよきっとね　キミとなら できる?　できない?　できる!　やっちゃおう! 自分のちから小さい?　ノーノー! チリ積モですよ　あきらめなければ 努力はそんなに実らない でもちょっぴりいいことありそう　(あるよ) 世界へいわだご近所訪問 友だち規模がじりじり広くなる 毎日あいさつだいじです またわいわい元気になれそう　(なるね) 何人たりと　わたしのまえで　ケンカしちゃやだやだ なかよく　(ほらこっち来て) たのしく　(ほらこっち来て) 趣味はちがうけれど　(ちがう?) 気が合いそう だからポイッて ポイッてしないでよ　(おねがいです) 今日をポイッてしないでよ　(だめです) 明日へとあせらないでね　ゆっくり遊ぼう　(よろしくね) だからポイッて　ポイッてしないでよ　(だめです) 夢見るこころは　一歩、二歩、三歩、四歩… ごくろうさま　(もっともっと) いっしょにね　てくてく進むの わくわくてくてく どこへ行くの なんとかなるさと上向いて できるよきっとね　キミとなら できる?　できない?　できる!　やっちゃおう! みんなの想い大きく　イエスイエス! 棚ボタだって　期待できますよ 一途なきもちが近道! そうやっぱりいいことありそう　(あるね) 科学しんぽで会わなくたって お話しできるべんりな世の中で 顔見てあいさつだいじです うむだんだん元気になれそう　(なるね) 何人たりと　わたしのまえで　泣き虫はやだやだ なかよく　(ほら笑ってよ) たのしく　(ほら笑ってよ) 悩みごとおしえて　(ぜったい) なんとかしよう キミがプイッて プイッておこっても　(それでもいいよ) 大丈夫ってなだめちゃう　(すきです) 明日にはなおるはずだよ　嫌いになれない　(おたがいね) キミがプイッて　プイッておこっても　(すきです) 飛びたいこころは　一羽、二羽、三羽、四羽… ゴー!なこころ　(冒険だね) いっしょだし　わくわく進むよ だからポイッて　ポイッてしないでよ　(おねがいです) 今日をポイッてしないでよ　(だめです) 明日へとあせらないでね　ゆっくり遊ぼう　(よろしくね) だからポイッて　ポイッてしないでよ　(だめです) 夢見るこころは一歩、二歩、三歩、四歩… いっしょにねてくてくと 一羽、二羽、三羽、四羽… ゴー!なこころ(冒ノーポイッ！ 2015
30 なんとなく、でいいよね？ 「気があいますね」 おんなじ時に会いたくなるってシンクロリズム  どんなあいさつだったら 「気がつきますか？」 小さな声でもかならず手を振ってよ  こんな毎日が続きますようにと ティースプーンを投げたら  お茶のカミサマ　聞いてくれるかも いつか大人になる　でもでもでも遊ぼうよ お茶のカミサマ　みんなを見ていて やさしい大人になる　そしてそして…それ以上わからないっ  なんとなく、がいいよね？ 「明日もきてね」 きっと話したいことがあるシンクロミライ  とっても楽しいから 「明日もくるよ」 大きな声で笑っちゃえ今日の続き  夢はふわふわと曖昧なままなの ポットからの湯気みたい  珈琲のカミサマ　白いミルクで いつか大人になる　わたしたちを描いて 珈琲のカミサマ　みんなでいつかは かわいい大人になる　つもりだけど…それ以上わからないっ  だからミライのあれこれを　なんとなく語るけど なんとなく、のままわからない　まあいいっか！  お茶のカミサマ　みんなを見ていて やさしい大人になる　つもりだからがんばる 珈琲のカミサマ　白いミルクで いつか大人になる　わたしたちを描いて 珈琲のカミサマ　みんなでいつかは かわいい大人になる　つもりだけど…それ以上わからないっなんとなくミライ 2015
31 まだ知らないこと たくさんある  見つけちゃったなら  それは冒険の始まりです  ワクワクするよね！   未来地図はどこ？わかんないから  いっそ作っちゃおう  ''ラッキーポイント''いっぱいでプリーズ   ハートもふもふ あったかい気持ち  おすそ分けしたい  つまんないないんだよ あれこれそれもしよっ   ぴゅぴゅーんって飛び出した(飛び出した)  明日も追い越して(追い越しちゃって)  ときめきポポロン♪って 煌めきの音が響く  のんびりのびのび おしゃべりは尽きないけれど  キラキラ舞い踊る(舞い踊る)  木洩れ日のピルエット(くるくるりん)  ひらり手をつないで 靴音鳴らしてこう  可愛い 美味しい おそろいの時間 一緒がいいな   オリジナリティーも気になります  メニューにあるかな  想像だけでも 楽しくなる  ドキドキフレイバー   はしゃいで 疲れて ひと休みです  そんな繰り返し  何の話をしてたんだっけ？   青い空に マシュマロ雲たち  そこからどんな  未来の私たちが見えているのかな？   ぷるんと弾けそうな(弾けそうな)  期待も連れ出して(一緒に行こっ！)  いつかは恋もして 運命とか言っちゃうかも？  ぽんぽんふくらむ夢見ココロは何処へゆく  夢ふるこの道を(この道を)  たまにはダッシュもいいかも(いいかもです！)  大好きなあの場所 目指してぐんぐん進もう  憧れバルーンにふわふわ乗って 会いに行くよ   何十年後もトモダチだよ  言わなくたって 決定だから   ぴゅぴゅーんって飛び出した  明日も追い越して  ときめきポポロン♪って 煌めきの音が響く  やっぱりまだまだ おしゃべりは尽きないけれど  キラキラ舞い踊る(舞い踊る)  木洩れ日のピルエット(くるくるりん)  ひらり手をつないで 靴音鳴らしてこう  大好きな笑顔と もっともっと 一緒にいたいときめきポポロン♪ 2015
32 (一緒に) ときめきLOOPにのって 楽しいことキャッチで 知らない私たち　会える (いつだって) ほんわか　ふわゆるグッディ ココロのリズムはぴょん！って はしゃいで止まんないよ   眠そうな顔してないで こっちに集合です！   いつもの笑顔キラリ 素敵に　はぴはぴグッディ   どんな今日も楽しくなる 予感なら　当てちゃいましょ キラキラスコープで “可愛い”もっと 見つけたい！ どこへ行こっか   憧れチケットには 透明な期待　ギュって詰め込んじゃって ドキドキ色づいてく　明日へと   (一緒に) ときめきLOOPにのって 楽しいことキャッチで 知らない私たち　会える (いつだって) ほんわか　ふわゆるグッディ ココロのリズムはぴょん！って はしゃいで止まんないよ   未来のこと　想像して あれやこれ　おしゃべり中 運命の出会いって　わかるのかな？ きっと誰も　まだ知らない   世界旅行もいいけど 噂の新作スウィーツも気になるし まどろむ午後　まったりもいいかも♪   みんなで ココロにデリシャスハッピー もっともっと集めてこうよ 今しかできないことしよう (本当は) 何となく幸せって とびきり特別だね！ 君がいて嬉しい   (一緒に) ときめきLOOPにのって 楽しいことキャッチで 知らない私たち　会えた！ (だから) ほんわか　ふわゆるグッディ ココロのリズムはぴょん！って まだまだ止まらない   見つかりやすい場所に 大好きって気持ち置いて   今日も明日もいつも となりには君がいる。ときめきLOOPにのって 2015
33 それでは出かけましょう 「いつまで？」 聞いてください 答えは「ずっとです！」  ぼーっとひとり 考えることは 散歩したいな 知らない場所とか できればみんなを誘ってみたいのです おいしいおやつたくさん持って  なんとなんと…伝わってましたよ いつのまにか みんながここに来たっ  それでは出かけましょう 「どこへ行こう？」 遠い丘をこえた先へ それでは出かけましょう 「いつからかな？」 もちろん、いますぐ行こうって言います！  ふーっとためいきついて 横向いて 遊びたいな こぼれた言葉は いつものみんなを招いてたみたいです おんなじ気持ちムズムズでしたね  だからだから…楽しくなってきて いつのまにか みんなと笑ってた  ゆっくり向かいましょう 「どこで休もう？」 ピクニックシート敷けるところ ゆっくり向かいましょう 「なにを飲もう？」 コーヒー？ 熱いお茶にしますか？  ふしぎです しあわせな気分を 歩いているだけなのに感じます  それでは出かけましょう 「どこへ行こう？」 遠い丘をこえた先へ ゆっくり向かいましょう 「どこで休もう？」 ピクニックシート敷けるところ ゆっくり向かいましょう 「なにを飲もう？」 コーヒー？ 熱いお茶にしますか？出かけましょうと答えましょう 2015
34 ハートはまるでパズルみたいに 凸凹(でこぼこ)している うまくハマらないとき みんなどうしてる？ はじめてのことばかり戸惑う 私にもちゃんとできるでしょうか？ 胸がドキドキ！ドキドキ！ 止められない大変です！！  今日はなぜか落ち着かなくて眠れない 前はこんなキモチになることなかった ちょっとでいいので おしゃべりしちゃダメですか？  ひとりではみつけられなかった幸せを なくさないように握ったら あなたのとなり並べ 少しずつ完成していく未来パズル この街のこの場所にいつか飾ります  抱きしめるのはやめてください 子供じゃないです 小麦粉のにおいは 安心するけど 他の人と仲良くしているところを見てたら 言葉にできない 急にもやもや！もやもや！ このキモチなんですか？  ふいに気づく 離れ離れになった夜 実はずっとあなたに助けられていた 電話したら迷惑かな？ どうしよう  きっと今は足りなくて未完成 それでいい もっと色んなことを知って たくさんの人に出逢い 少しずつ集めていく思い出ピース 5年後は身長も伸びてるはずです  もしもパズル ばらばらになったときは いつもそばで笑うあなたともう1度 作り直そう お願いしちゃダメですか？  ひとりではみつけられなかった幸せを なくさないように握ったら あなたのとなり並べ 少しずつ完成していく未来パズル この街のこの場所にいつか飾ります未来パズル 2015
35 だんだん聞こえる だれかが Tan-Tan Ta Tan-Tan 階段をのぼってくるの それは…だあれ？  だんだんだんだん近くに だんだんだんだん来るみたい どんどんどんどん近づく だれかが来るみたい？ だんだんだんだん近くに だんだんだんだん来るみたい どんどんどんどん近づく しあわせ来るみたい？  おっきくなってるよ 胸のこどうが いろんなメロディーにかわるから ときめき「THE トキメキ！」貼りだして 新作とメニューに書きたいな どう？  つめたい苺と ホイップ モカアイス 天から降るチョコシロップ かんぺきップ 名まえをつけるまで夢かも ほっぺつねる…痛かった！  だんだん聞こえる 気のせい Tan-Tan Ta Tan-Tan 足おと歌になってるよ 耳すまして だんだん聞こえる だれかが Tan-Tan Ta Tan-Tan 階段をのぼってくるの それは…だあれ？  だんだんだんだん近くに だんだんだんだん来るみたい どんどんどんどん近づく しあわせ来るみたい？  ちっさなきっかけが わりと好きで そんなに特別のぞんでないない ひらめき「THE ヒラメキ！」おとずれる 瞬間がたまにあればいいな はーい！  夜明けのコーヒー？ なに、それなあに？ 大人ネタはわからないって つまらないって 子どもっていつまでを指すんだろ 考える…まあいいや！  かんたんな方法 選ぼう Pan-Pan Pa Pan-Pan 拍手でむかえられたら うれしいっ かんたんな方法 それなら Pan-Pan Pa Pan-Pan みんなが楽しいほうにしよう 手をあげて 手おろして 手をあげて 手おろして  甘さと苦さはとてもなかよし 反対だけれどきっと大丈夫 暑さと寒さもいずれなかよし コーヒー飲んだらきっと大丈夫  かんたんな方法 選ぼう Pan-Pan Pa Pan-Pan 拍手でむかえられたら うれしいはずだしっ だんだん聞こえる だれかが Tan-Tan Ta Tan-Tan 階段をのぼってくるの それは…だあれ？  だんだんだんだん近くに だんだんだんだん来るみたい どんどんどんどん近づく だれかが来るみたい？ だんだんだんだん近くに だんだんだんだん来るみたい どんどんどんどん近づく しあわせ来るみたい？新作のしあわせはこちら！ 2015
36 雲一つない空みたい 晴れやかなこのキモチに 名前とか付けちゃおか 今すぐ  集まって ほんわかして とびきりの笑顔になる トキメキの羽根が ふわり風と舞う  楽しいってブレンドは 日替わりメニューみたい “わくわく”で一混ぜ どんな今日かな？  きらきら☆アラモード みんなで飾って 物語の続き 見つけに行こう いつでも どんな時も 幸せはそばで はい！はい！って呼んでる ずっとずっと 一緒だよ  一人で遊ぶのも好き だけど一人ぼっちはヤダ… 素直になれない そんな時だって  いつもの声がして 自然とここにいる おそろいの日常 次は何しよう  ふわふわカプチーノ 甘くて美味しい 幸せの風景 もっと描こう ありがとう ごめんなさい 伝えて つながる 未来へと行こう 一緒ならどこまでも  春 夏 秋 冬も イベントいっぱいがいい♪ 想い出 もっと 増やそうね  きらきら☆アラモード みんなで飾って 物語の続き 見つけに行こう いつでも どんな時も 幸せはそばで はい！はい！って呼んでる これからも よろしくねきらきらアラモード 2015
37 風のない午後のことでした それは突然の春の出会い  騒がしい予定外の日々 何だかんだ毎日 明日が楽しみになってるんです  端っこが触れるたびに ふかふかくすぐったいことは否めません あったかいブランケットみたいな心地  そっとそおっと 気付かれないように大接近しちゃいましょ こころ いちにのさんっで もふり もっともおっと 好きになっちゃいそうです 理由はうまく言えないけど そんな予感ヒミツです  ゆっくりと当たり前になる こんな日常がちょっと嬉しい  本当は少し呼んでみたい…「お姉ちゃん」って 何だか今さら言えなくなっちゃいました  安心する匂いがして ふわふわ眠りに就いたことは否めません やわらかいブランケットみたいな心地  ほっとほおっとしてる私がいる 大発見ばかりです 不思議 ちゃんとここが居場所 ずっとずうっと 続いてゆきますように コーヒー占いでも分からない こんな予感ナイショです  みんなに会える今日も 会いたいと思う明日も その先ももっと 精一杯きもち言葉にできるのなら 小さな声だけどいいですか…？ 「ありがとう」  そっとそおっと 気付かれないように大接近しちゃいましょ こころ いちにのさんっで もふり もっともおっと 好きになっちゃいそうです 理由はうまく言えないけど そんな予感ヒミツですそおっとブランケット 2015
38 いっしょに帰ろっ シャラランランランラン スキップ×2 するのさ  それじゃ、またね いつもの道でも みんなで歩いて行けば さびしくないんだ  お星さまは まだ見えないけど キラキラ光る何か 見つけに行こう  お腹がすいても今日は平気 きみときみときみで歌おう ほら 笑えば無敵！  「タラリラ」ってGO！ みんなはしゃご？ オレンジの絨毯をダンダダン。  「タタタタン」って 手打って鳴らそ！ 分かるかな？  いっしょに帰ろっ シャラランランランラン スキップ×2 するのさ  明日、またね いつもの言葉で 約束しよういつだって 一緒がいいね  ともだちでしょ？ かくしごとはなし 元気がないときだって 手をつないでよう  しかられちゃっても全然平気 きみもきみもきみもみんな その大好きが素敵！  「ダダダダ」ってDance！ みんなおどろ？ 三日月のライトがてらす  「ひらひら」って 手振ってまわそ？ 分かるでしょ！  みんなで帰ろっ シャラランランランラン スキップ×2 するのさ  「タラリラ」ってGO！ みんなはしゃご？ オレンジの絨毯をダンダダン。  「タタタタン」って 手打って鳴らそ！ 分かるかな？  「ダダダダ」ってDance！ みんなおどろ？ 三日月のライトがてらす  「ひらひら」って 手振ってまわそ？ 分かるでしょ！  みんなで帰ろっ シャラランランランラン スキップ×2 するのさ  シャラランランランラン スキップ×2 するのさ  いっしょに帰ろっかえりみちスキップ 2015
39 誰かのピンチの声が 街のどこからか響く 助けに　(助けに) 行かなきゃ　(行かなきゃ) ブルーのリボンを結んで アンゴラうさぎの帽子 かぶって出動 ドタバタ　レッツゴー 白いミルクのやさしさ 甘い砂糖の幸せ チノチノ　ブイブイあげるよ 大きなティースプーン　くるくる ステッキ振れば　魔法の呪文よ 「カフェラテ　カフェモカ　カプチーノ」 魔女っ子　ちびっ子　チノ ピョピョンとラビットジャンプ 急いで走ってダッシュ 平和を守るよ 魔女っ子　キャピッとチノ キラッと飛ばす　ウィンク クルッと回ってポーズ 悪い子は焙煎しちゃうよ お店と勉強こなし 魔法少女も頑張る 多忙な　(多忙な) 毎日　(毎日) 夕飯までに何とか ケリを付けたいところね 華麗に撃退 シュタタタ ノックダウン クールでアイスな眼差し ホットでアチチな情熱 チノチノ　リンリン　あげるよ 勧善懲悪なシナリオ 毎回ピンチでもなぜだか カクカクシカジカでハッピーエンド 魔女っ子　おてんば チノ ピョピョンと放てキック チャチャッと倒せパンチ コーヒーは正義 魔女っ子ラビュッとチノ チュチュッと飛ばせキス ツインテ揺らせキュッと 気持ちだけなら　皿も食べる いつも　いつも　ずっと 大切な人の 笑顔が見たいよ みんなの力になりたい 大好き 魔女っ子　ちびっ子　チノ ピョピョンとラビットジャンプ 急いで走ってダッシュ 平和を守るよ 魔女っ子　キャピッとチノ キラッと飛ばせ　ウィンク クルッと回ってポーズ 悪い子は焙煎しちゃうよ 魔法少女チノ 2015
40 ここへおいで　みんなで今日はパーティー わたし・あなた・キミ・ボク・みんな、さ！ きらきら　窓を叩くスターライト はじまり告げてるみたい プレゼントは　そう笑顔だけでいいから 踊りましょうよ　タラッタラン　ラッタラン なんども回れる気がして まるでミルクをたくさん にっこりたくさん入れたようなカップ いただきますです　いただきますです ふーふー吹いて　大切なひとときを過ごしましょう わたしたち　いまから魔法使い ほらっ　ミルクをたくさん にっこりたくさん入れたとたんハッピー そんな奇跡をねがって　呪文をとなえましょう はやくおいで　みんなを呼んでパーティー コーヒー・紅茶・ココア・緑茶、どれ？ わくわく　夢に見てたストーリー 本当になりますきっとね バラ色ネオン　照らす夜空がきれいだ 歌いましょうよ　パラッパラン　ラッパラン ぜんぶが輝いてるから あまいケーキをたくさん みんなにたくさん用意したカフェ だいすきなんです　だいすきなんです わーわー言っちゃう　幸せなひとときを過ごしましょう わたしたち　にわかの魔法使い どうだっ　ケーキをたくさん みんなにたくさん用意してヤッホー そんな奇跡があるかも　呪文をとなえましょう まるでミルクをたくさん にっこりたくさん入れたようなカップ いただきますです　いただきますです ふーふー吹いて　大切なひとときを過ごしましょう わたしたち　いまから魔法使い ほらミルクをたくさん にっこりたくさん入れたとたんハッピー そんな奇跡をねがって　呪文をとなえましょう にっこりのカフェにて　はじまりますよパーティー にっこりカフェの魔法使い 2015
41 返事をしろよ　どうした？ 次々に敗れる仲間たち 陣地を守れ　敵は強いぞ 構える腕が震える ピンチのときこそ落ち着くんだ 思い出すのは　日々の訓練 突撃！　むぎゅむぎゅ爆弾 か、か、か、かわいい　なんて言うな ヤメ、ヤメ、ヤメロ！！ 冷静の国境線を越えて　攻めて来るぞ 襲われたら最後だ　気をつけろ 自分が自分じゃなくなる　「モフモフふにゃふにゃ」 変なこと言わせるな　バカ！ 城の中まで侵略 降参するのはまだ早いぞ 息を潜めて　チャンスを狙え しかしやけに静かだな 抜き足　差し足　様子をチラリ なぜかみんなで　遊んでるぞ！？ 誘惑！　わきゃわきゃミサイル さ、さ、さ、さみしい　そんなわけない… 私も入れろ！！！ 敵はいつでも3時の方向　攻めて来るぞ ティラミスみたいな甘い香りで 青春味の思い出に　瞳がキラキラ 汗だから　涙じゃないぞ 冷静の国境線を越えて　攻めて来るぞ 襲われたら最後だ　気をつけろ 自分が自分じゃなくなる　「モフモフふにゃふにゃ」 変なこと言わせるな　バカ！ 今、見たことは　すべて忘れろ！ 冷静とモフモフの国境線 2016
42  YOU YOU YOU YOU ARE MY SISTER YOU YOU YOU YOU ARE MY SISTER  私だってお姉ちゃん　テキパキ仕事こなすよ こころ込めたラテアート　成長した証だよ  あらあらちゃんとやってるのね　まねっこするんじゃなくて ホントのお姉ちゃんだね　だけどもっと甘えてよ  同じヘアスタイルをすると  やっぱり私たち似てるよね  誰だって女の子ならお姉ちゃんデス　女の子なら妹デス みんなみんなSister　まとめてもふもふしちゃいましょ 大好きな人のためなら　なんでもできるよ　まかせて♪ いつも変わらない　小さなころから大切なSister  YOU YOU YOU YOU ARE MY SISTER YOU YOU YOU YOU ARE MY SISTER  すやすや寝顔かわいい　いつまでも見ていたいな お姉ちゃんにもあるのよ　さみしくなるときくらい  むにゃむにゃなんかきもちいいな　お姉ちゃんのいいにおい 食べれなかったハンバーグ　夢の中でいただきます  手紙やり取りまたしようね  写真もたくさん送らなきゃ  いつだってどんなに遠く離れたって　どんなに近くにいたって ずっとずっとSister　揺るがないキズナ　ひとつだよ 昔から笑顔みてると　すごく安心できるんだ 少し照れくさい　つぶやいた言葉　ありがとうSister  誰だって  女の子ならお姉ちゃんデス  女の子なら妹デス  みんなみんなSister  まとめてもふもふ  しちゃいましょ 大好きな人のためなら　なんでもできるよ　まかせて♪ いつも変わらない　これからもずっと大切なSister  YOU YOU YOU YOU ARE MY SISTER YOU YOU YOU YOU ARE MY SISTER Sister or Sister? 2016
43 あたりまえ　甘えていいのよ そばにいれば　気分はカモミール 飲みくらべてみましょうか 二人の想い  くせっ毛のご機嫌はいかが？ うねり注意報  いつものあきれ目で返す 見なれた笑顔でわたしの隣にいる  変わらない大好き　それが日常  ときどき　時がたって  知らないあなた そんな顔もするのね  むずむず  そわそわ  近いのに  遠くなる  あたりまえ　甘え過ぎかな そばにいれば　気分はカモミール  言葉だと  ちょっと照れくさいの  あたりまえ　甘えていいのよ やきもちなら　あんこに沈めちゃえ 食べくらべてみましょうか 二人の想い  もの憂げ遠く見つめてる トラブル警報  とびきり面白くなるわ ため息ついても結局聞いてくれる  変わらないやりとり　そんな日常  のびのび　のびた影も  大きくなった いつの間にか過ぎてく  するする  さらさら  流れて  ゆくのかな  ここにいて　甘え上手な その瞳は　つぶらなマルボーロ  味わいは  もっと奥深いの  ここにいて　甘えちゃうのよ 飛びこめば　その胸はハニージンジャー 飲みくらべてみましょうか 二人の想い  ルラルラル　感じてる  ルラルラル　感じてる  ルラルラル　似ても似つかないけど  先のことわからない  それでも二人  並んでいる  二人  あたりまえ　甘え過ぎかな  そばにいれば　気分はカモミール  言葉だと  ちょっと照れくさいの  あたりまえ　甘えていいのよ やきもちなら　あんこに沈めちゃえ 答え合わせしましょうか 二人の想い　正解！ やきもち風味のカモミール 2016
44  お手伝いですよ　じゃまジャマじゃない お役に立ちます　たぶん…ねっ？ お手伝いですよ　じゃまジャマじゃない いろいろできちゃうはずですよ  できる？  できない？  できる！  はーい！　できる？　できない？　できる！  見てるときは　むずかしくないけど　やればわかる  かんたんじゃないよね　でもやり甲斐があるみたい  見てるだけも　気楽でいいけれど　ひとつ先へ それは  タイヘンでタノシイ！　がんばっちゃってみようか  Café time  おぼえなくちゃだねメニュー  Café time  なんとかなるさとVサイン  君にラララ  (ラララ)  ララランな  時間を  (時間を)  あげた  いな  だからしっかりしなくちゃって  もっとしっかりしなくちゃって  てんやわんや10や1や　あわてないように  はい　はい　はい　点呼でーす　(いち　に　さん　はい！)   どんどんかわる上手になるよ　期待してください　ラララン さあさあさあ次はランラン　鼻歌まじりで　Tea for you! どんどんかわる上手になるよ　ララランだらけ なんてねっ　まだまだこれから お手伝いですよ　じゃまジャマじゃない お役に立ちます　たぶん…ねっ？ お手伝いですよ　じゃまジャマじゃない いろいろできちゃうはずですよ  できる？  できない？  できる！  はーい！　できる？　できない？　できる！  気がついたら　からだが動くように　やればやろうよ  かんたんじゃないよね　でもだからこそいいね  気がついてと視線をかんじたら　すぐに返事だ わりと  タイヘンでタノシイ！　がんばっちゃってみたいし  Café life  窓からいつもの  景色  Café life  ひといき  ついたらまたね  君はラララ  (ラララ)  ララランで  やさしく  (やさしく)  なれる  タイプ  さらにしっかりしなくちゃって  もっとしっかりしなくちゃって  あーだこーだAだKだ　あわてないように  はい　はい　はい　点呼でーす　(いち　に　さん　はい！)  どんどんかわる上手になるよ　期待してくださいラララン さあさあさあ次はランラン　鼻歌まじりで　Tea for you! どんどんかわる上手になるよ　ララランだらけ なんてねっ　まだまだこれからです  かわるよかわれば　ランランランラランってばタノシイ！  さみしくないよここなら  みんなお手伝いのラララン添えはいかがですか？2016
45 Happy　ラン・リン・ルン・レイン　Day!! Happy　ラン・リン・ルン・レイン　Day!! 今日はありがとうね　ハッピー！ 水たまりぽっちゃぽっちゃ　(はいっちゃえ) 長靴じゃないのないの　(はいっちゃえ) だって気持ちいいってね思う　雨とDancin&#8217 こんな時どうしよっか？　(そうね？) 会いたいね　そうしょっか！　(そうだ！) ほらトキメキはね　どんどんどんどんつたわるよ　(いっぱい！) 世界のどこかは　(Hi!) いい天気になってるんだね　(Hi!) 順番っこですよ どんな空だって　(きれいな) 夢がひろがる　(きれいに) みんなを抱きしめて　思い出つくろう 楽しいねって声に出そう　(Yeah!) 楽しいねって輪になろう　(Hi! Hi! Hi! Hi!) ありがとう！　来てくれたから嬉しくて なんども声に出そう　(Yeah!) 楽しいねって輪になろう　(Hi! Hi! Hi! Hi!) ダイスキなみんなみんな　大切にしなくちゃね おっけー！　(Thank you!) 　おっけー！　(Thank you!) 私たち…まだまだまだ終わらないっ Happy　ラン・リン・ルン・レイン　Day!! Happy　ラン・リン・ルン・レイン　Day!! 今日はありがとうねハッピー！ 階段をぴっちゃぴっちゃ　(すべっちゃう) 急がずによいしょよいしょ　(すべっちゃう) ちょっと浮かれながらキミは　雨とSingin&#8217 会えたからどうしよっか？　(そうね？) また次もこうしよっか！　(そうだ！) もっとヨロコビをね どんどんどんどんあげたいよ　(いっぱい！) 世界は大きくて　(Hi!)　私は小さくて　(Hi!) でもいっしょうけんめい どんな自分でも　(がんばれ） 夢よひろがれ　(がんばれ) みんなを抱きしめて　思い出つくろう 笑おうよっていいコトバ　(Yeah!) 笑おうよって笑ってた　(Hi! Hi! Hi! Hi!) 楽しくね！　つながり忘れちゃイヤだよ みんなでなかよくね　(Yeah!) 笑おうよって笑ってた　(Hi! Hi! Hi! Hi!) ダイスキみんなみんな　大切なみんなだから おっけー！　(Thank you!)　おっけー！　(Thank you!) 私たち…まだまだまだ遊ぼうねっ 思い出たくさん一緒につくろう 楽しいねって声に出そう 楽しいねって輪になろう ありがとう！　来てく本日は誠にラリルレイン 2016
46 私の夢たち 待ってて！ いつの日か叶えるときまで どれも大好き ああどんな未来があるの？ まだ知らないっ いそがずあせらず だってねまだ知らないっ  あとで！ よく考えるよ やりたいこといっぱいあるから迷う それぞれ楽しそうだし それぞれがたいへんそうだって考えてたの  やっほー やっほー 鏡のなかで 呼んでるの あしたの私？ そうかな？  やりたいことから きらきら受けとっちゃうんだよ だから今はどこも選べなくていいかも 私の夢たち 待ってて！ いつの日か叶えるときまで どれも大好き  ああどんな未来があるの？ まだ知らないっ いそがずあせらず だってねまだ知らないっ  まさか？ もしかしたらで ひとりじゃできないことあるかも たとえが浮かばないけど たとえたくなる気持ち これはねぇ・・・なんだ？  やっほー やっほー 私じゃないよ 呼んでるの 誰かの声が 私？ 違う？ 誰だろ  ふかふかパンでも焼こうかな その香りが 招くひとは きっとすてきなひと いつかはふたりでひとつの夢見る そんな日が私に来るならいいな いいよね？  きらきら印見つけても いそがずあせらずね やりたいことが いっぱいあるから やりたいことを ぜんぶ試したい ほらきらきら光ってる 楽しげなきらきらの印みっけ！  ああどんな未来があるの？ まだ知らないっ いそがずあせらず だってねまだ知らないっ いつの日か ねっ！  きらきら印を見つけたら 2016
47 エプロンつけて 窓を開けよう 今日のレシピは・・・ じゃーん！ ショコラティーヌ  「パン・オ・ショコラ」と 呼ばないこだわりは ナイショのナイショ また今度  くすぐるの パンのいいにおい トゥルル♪  どうぞ トキメキをご用意 ショコラティーヌ de 3時 笑顔 ひとさじ混ぜましょ しあわせをあげるよ お待ちあれ あとちょっと おいしくなあれ！  こんがり焼けた もうすぐカフェタイム 完璧！ OK！ 自信作  開けよう 街路樹をぬけて トゥルル♪  どうぞ ハシャぎすぎたハーモニー ショコラティーヌ de 3時 しっとりサクサク もー最高！ みんなで食べればね 100倍おいしいよ ハイ めしあがれ  楽しいね！ ハナウタがこぼれる  トキメキをご用意 ショコラティーヌ de 3時 笑顔 おかわりどうですか？ みんなのありがとで お腹がいっぱいだよ ハイ ごちそうさま！ショコラティーヌ de 3時 2016
48 WELCOME【う・さ！】  はーい！ ここに来たひとはお返事ください 元気に声をだしてみましょう はーい！ 聞こえてきました みんなのことが 知りたいからこれから質問します  のんびりするのがお好みですか？ コーヒーカップにこだわりは持っていますか？ 答えながらおかわり（どうぞ） いれてきます待ってて（すぐです） ゆっくりと楽しみましょう  ダイスキがダイスキを呼んでるみたいです 出会いには意味がある きっとあるから ダイスキがダイスキを呼んでるみたいです 嬉しいなっ いまの気持ちはぴょんぴょんな気分です  WELCOME【う・さ！】  わーい！ 広がりましたね私たちの夢 大きくなってびっくりですよ わーい！ 聞こえてきました みんなの想い あったかくて心がおどりだします  たくさん思い出つくってみませんか？ お砂糖もミルクもその日きぶん次第？ 答えが変わるときは（どうぞ） 会いに来てください（すぐです） いつだって楽しみましょう  ハピネスとハピネスは仲良しなんです だから笑って上向いて ずっと笑顔で ハピネスとハピネスは仲良しなんです さびしんぼうならば 一人でいちゃだめですよ  カップのぬくもり伝わると（しんじてます） やさしい香りで（なでなで） つながりたいと思ってますよ いつもいつも（いつもいつも） 一緒にいたくて（ああいつも） ありがとう  ダイスキがダイスキを呼んでるみたいです 出会いには意味がある きっとあるから ダイスキがダイスキを呼んでるみたいです 嬉しいなっ いまの気持ちはぴょんぴょんな気分です 嬉しくてウェルカムですみんな ずっとねいっしょにね楽しみましょう  WELCOME【う・さ！】  WELCOME ダイスキ 【う・さ！】です WELCOME ハピネス はーいはーいはーい！ WELCOME ダイスキ 【う・さ！】です WELCOME ハピネス わーいわーいわーい！WELCOME【う・さ！】 2016
49 出会ってしまう 目が合ったら 離せない 離さなくちゃ 離せない 花柄ワンピ 手に取って戻す 自分のことは知ってるつもり  たびたび 乙女心 柄じゃないなって そっぽ向き 見ないフリしてても 気になる Oh my heart！  鏡の中のあなたは おそるおそるこっちを覗いた 私じゃないぞ 私だよ 二人どっちも そうさ 私だから おいで 怖くないよ  迷ってしまう 触れ合ったら にくめない そんな、どうしよう にくめない うさみみドレス 馴染んでしまうのは うれしい？ナゾ・・・ 複雑なきもち  そわそわなお年頃 キライじゃないなって 前向き しばし凝視 それでもはずかしい Oh my god！  鏡の中のあなたが くるりまわって笑顔をうかべた 私じゃないぞ 私だよ むずがゆくても そうさ 私だから もっと 近づいてみよう  拳銃片手に おとぎの国へ アンビバレット 撃ち抜きましょう らしくあれ大作戦  鏡の中の世界は 誰の目もない 私だけのもの 恥ずかしがることないから 出ておいでよ  鏡の中のあなたは おそるおそるこっちを覗いた 私じゃないぞ 私だよ 二人どっちも そうさ 私だから おいで 怖くないよ やっと一緒に 笑いあえた  鏡合わせのアンビバレット 2016
50 鏡の向こうで はにかむおんなのこ それは誰にも内緒にしてたわたしで  ダメだって！見せられない ムリだって！言い出せない わたわたなハートをカーテンでシャットアウト  キャラじゃないし ガラじゃないし わかってる イメージはどんな時も Be in Action  ・・・違わないか だよね だけど しまってたんだ 隠してるんだ ほのかなあこがれ  ほんのちょっとほんのちょっと勇気出せたら ホラ 世界とか変わっちゃう？カガミよカガミ 答えて！  あんなふうにあんなふうに笑って話せるような 魔法をかけたくて（Sha-la-la-la！） くちびるがとなえだしたヒミツの呪文  素直になれない チグハグな本音 ゆらり揺れたらほっぺ打ってじっとヤセがまん？  それでも想像する 自分の「もしかして」を くすぐったいけどさ 悪くはない、かも？  ポーズしたり ウィンクしたり わかってた どことなく似合わなそうな Lady's Motion  ・・・しょうがないか だよね だけど 気になりだして こだわりだして 意外とよくばり  ほんのちょっとほんのちょっと挑戦したいな ねえ 秘訣とかわかっちゃう？カガミよカガミ 教えて！  こんなふうにこんなふうにテレてられないから 魔法が写すのは（Sha-la-la-la！） たぶんきっとわたしだって知らないわたし  ガラス張りのルーム はやく抜け出してみて Dear Me  ほんのちょっとほんのちょっと勇気出せたら ホラ 世界とか変わっちゃう？カガミよカガミ 答えてよ！  あんなふうにあんなふうに笑って話せるような 魔法をかけたくて（Sha-la-la-la！） くちびるがとなえだしたヒミツの呪文 出会いたいよ知らないわたし  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Dear Me！！Dear Me 2016

51 帽子のリボン 風にひらり 水たまりに映る空  ジャンプしたら なんか気持ちいい 気の向くまま 何処に行こう  青春はいつからスタート？ 憧れのベルの音を 胸に鳴らして  はりきってこう ぐぐん！と成長→ミライに ブレーキはいらないね わくわく！それなら 迷わずススメ 知りたい世界の謎は みんなで解き明かそう はじけちゃっていんじゃない 冒険はいつもそばにある  生まれたての夢を一つ 声にしたら 駆け出した  好奇心に素直になって あきらめない主義で行こう  おしゃべりしすぎ注意報？ わかるけど 止められない だって楽しいんだもん  一緒だったら どんな事も出来ちゃいそう そんな勇気が届く ハッピー？ラッキー？それ以上 見つけてみたい スペシャルなメニューみたいな 願いがここにあるの 弾むココロきらきら 追いかけて 笑顔に会いたい  ひとりぼっちじゃ つまらないから 今日もまた あの場所へ行くの  はりきってこう ぐぐん！と成長→ミライに ブレーキはいらないね わくわく！それなら 迷わずススメ 知りたい世界の謎は みんなで解き明かそう はじけちゃっていんじゃない 新しいトキメキが 冒険になるよ  わくわくDIARY 2016

52 ちょっとブルーな月曜日 調子が出ない火曜日 体育がある水曜日 テンションは上がるもの  やっと来ました木曜日 うきうきする金曜日 土曜日の夜テレビ前 倒せなかった大ボスを倒すのだ  テレビの占いが 最下位の調べを鳴らす 「落ち着きを持ちましょう 油断禁物でしょう」  でもそれって100点元気でしょ！  ちっぽけな悩みにパンチ クヨクヨするのはやめて 毎日がそうレベル上げ 経験値を稼いじゃえ  私の辞書の中には 「止まる」の三文字は無い 走ってる私がステキ！ 止められたら はい投げキッス♪  天気良し！な日曜日 みんなに会いに出かけよう あのモフモフを倒せれば レベルは99  きっと身長も伸びまして レディって呼ばれちゃうかも 気付いたらもう夕方で 聞こえてくるは、足音、月曜日  よーし受けて立とうじゃない！ 私はきっと挑戦者 いじわる曜日を打ちのめせ 1R 負けました・・・  毎日が土曜日だったらいいのにな  弱気な自分にパンチ 明日から頑張るために いつもよりちょっと長めに お風呂で息止めてみた  月曜日が倒せない まだまだ修行が足りない お日様はまた昇るもの そういや宿題やってない。。  ちっぽけな悩みにパンチ クヨクヨするのはやめて 毎日がそうレベル上げ 経験値を稼いじゃえ  私の辞書の中には 「止まる」の三文字は無い 走ってる私がステキ！ 止められたら はい投げキッス♪  一週間頑張りました 疲れたから私は眠る。  眠る。おやすみ～  Everyday Level Up!! 2016



53 目を閉じてぼんやりしてた しずかな午後のティータイム 心からこぼれてくる 夢の音  たとえばね遠くの国で 優雅なお部屋の主 お姫様だったかも…とか ぼやぼやなドリーム  笑われそうなコトが浮かんでは消えてく そして現実のほうも わりと意外性があって刺激的  あーもしもしもしも？ 違う私になれるとして 願いはなんだろ すこし考えてみるけど あーもしもしもしも？ ずるい妄想浮かんじゃったのは ダメです反省です いまをがんばって楽しんで  変わらない日常こそが 変化への第一歩ですね ためいきでノックしてみて 夢のドア  たとえばね冒険の旅が 私の宿命だった 剣より魔法のちから似合いそうですか？  笑われそうなコトで時間がすぎてました やがて現実の今日が ゆっくり終わりそう 林檎色サンセット  ねーあしあしあした！ またね一緒にお茶飲んだりの ささやかな願いこそが 幸せのエッセンス ねーあしあしあした！ いつか伝えてみたい言葉 スキです尊敬です つまりいつでも会いたいな  あーもしもしもしも？ 違う私になれるとして 願いはなんだろ すこし考えてみるけど あーもしもしもしも？ ずるい妄想浮かんじゃったのは ダメです反省です いまをがんばって楽しんで  夢・もしもしもしも？ 2016
54 止まらない！ぐ～るりぐるりらまわるセカイで 楽しむキモチみつけたんだ 愛想笑いじゃない 本当のこれが笑顔なのかな？ これからもずっとずっと ぐ～るぐるまわってく  ひらひら手帳めくる 毎日やることズラリ てんてこまいの日常 起こる とんでもハプニング  (どうしてこうなるの？) トラブル年中無休 (好きにしなさいよ！) もう知らないふりしても こんな日々も悪くはない！？ あれれ？おかしい！何か変だ！！  止まらない！ぐ～るりぐるりらまわるセカイで 楽しむキモチみつけたんだ 気が付けば時間さえ忘れちゃう 手を繋ぎ＠ぐ～るりぐるりらまわるセカイで 子供みたいにはしゃいじゃって 愛想笑いじゃない 本当のこれが笑顔なのかな？ これからもずっとずっと ぐ～るぐるまわってく  幸せになりたいって なんとなく思ってるけど 仲間と過ごせること きっと幸せに近い  (うぅ…ツイてない！) ピンチ多発地帯 (こんなの無理よ！) もう逃げたいと感じても 誰かにまかせられずに 結局いつも頑張っちゃう  なぜかしら？ぐ～るりぐるりらまわるセカイで いざというとき目覚めるパワー いつもはどこに眠っているのかな？ 目がまわる＠ぐ～るりぐるりらまわるセカイで うれしいこともたまにあって 今までとは違う 新しいドキドキを知ってくの  (ほっといてよ！) ふりふり回されて (しっかりしなさいよ！) あっちにこっちに走って ちょっと落ち着きたいのにな だけど今日もぐるりまわる これが私！？！？  止まらない！ぐ～るりぐるりらまわるセカイで 楽しむキモチみつけたんだ 気が付けば時間さえ忘れちゃう 忙しく＠ぐ～るりぐるりらまわるセカイで 私らしくいられる場所があるから頑張れる まわるほどワクワクが増えてくの これからもずっとずっと ぐ～るぐるまわってく＠ぐ～るぐるわーるど＠ 2016
55 息を吸い込んで めいっぱい吸い込んで お日様にやっほー 空が青いだけで靴音はタカタッタン♪スタッカート  ダイスキがいっぱい詰まった箱のふたも弾んでる 会いに行こう いつもの場所 うん！そうしよう ね！そうしよう  ハートあわてて  チャチャチャおもちゃ箱 わわわってひっくり返したみたい そんな毎日 らんらんらんスキップして 階段一段とばして駆け上がった景色 どきどきしてわくわくする 今日も明日も明後日も！  いつものうさぎさんちょっとなでて またね 先を急ぐよ 花が咲いたんだぁ～ でも後でね こころ♡アウフタクト  トキメキを見つける度 宝物にしてゆくの 会いに行こう みんなのとこ さあ！急ごう ね！急ごう  ハート落ち着けっ  パパパまるでパーティー おんなのこ集まるだけでハッピーディ そんな明日 るんるんるんステップ踏んで はなうた♪歌っちゃって お気に入りの時間を過ごしたいな…って考えて ほっぺがゆるんでしまうよ  おもちゃ箱を今開けちゃうよ 到着！ドアノック！  パパパまるでパーティー おんなのこ集まるだけでハッピーディ そんな明日 るんるんるんステップ踏んで はなうた♪歌っちゃって お気に入りの時間を  チャチャチャおもちゃ箱 わわわってひっくり返したみたい そんな毎日 らんらんらんスキップして くっついちゃおダイスキ♡トキメキここにもあった！ どきどきしてわくわくする いつもいつでもみんなと！おもちゃ箱ハピズム♪ 2016
56 くしゃみをして見上げた空 夕焼けに浮かぶ雲を見てた  ふわふわなんか美味しそうなんだ パンくらい柔らかいかなあ？  ワクワクを集めたら 足取りも軽やかに ダンスフロアーへようこそ！  一緒に踊りましょ？  微笑み音色のタンバリン ピアノのリズムが弾けたら 楽しいことだけ考える ドキドキしてくるよ  ステップ上手く出来なくても ちょっとだけ勇気を出しましょう あなたの音色を聞かせて  目と目が少しだけ合う そしたら二人で笑う 手と手を取り合って踊ろ それは素敵なダンスタイム  あくびをして寝転んだら お月様窓からのぞいてた  明日も良い日でありますように 目を閉じて呟いてみた  こんな静かな夜は ワルツが似合いますか？ 寝息で刻むリズムが ほら ほどけた  一緒に踊りましょ？ きっとね、簡単だよっ  優雅な気分はバイオリン 流れる調べの四重奏 優しい気持ちになれたなら ふわふわしてくるね  真夜中気分はシンデレラ 12時の鐘が鳴っていても ずっと踊っていたくて  フロアを二人じめして 「楽しいね！」私が言えば 「楽しいね！」あなたも笑う なんて素敵なダンスタイム素敵なダンスタイム 2016
57 リン・リ・リン チェ・チェ・チェリー リン・リ・リン プ・プ・プリン リン・リ・リン チェ・チェ・チェリー プ・プ・プ・プリン♪  ジリリン ジリリン チャイムが ジリリン ジリリン 教える ジリリン ジリリン はじまる ジリリン ジリリン 合図です リンリン ダージリン♪  どこ？ねえどこ？ ケーキスタンドのフロア 駆け上がる メル変な午後  なーに？ねえなーに？ 屋上階には何がありますか？ ドキドキしてお菓子い  マカロンの絵画の先 ビスケットのトビラを さぁ開けよう  見てるだけでも幸せ でも食べたくなります おいしいもの見てると 思い出す顔  ひとくちパクリ止まらない むぎゅーっとほっぺおさえる 落ちたらダメ大変！ 夢が醒めちゃう  リン・リ・リン チェ・チェ・チェリー リン・リ・リン プ・プ・プリン リン・リ・リン チェ・チェ・チェリー プ・プ・プ・プリン♪  もしもし？まだ このセカイにあるナゾを明かすまで 帰れないです  ちょっと…もうちょっと… パルフェのオブジェの陰に落ちていた 銀のカギが導く  ショコラの地図が溶けて キャンディーのランプが道しるべ  ぜんぶ食べちゃもったいない 終わるのさみしいです あなたにも食べさせたい 持ち帰らなきゃ  詰め込みすぎて重たい 大きなリュック恥ずかしい だけど減らしたくない ワガママですか？  リン♪リン♪ リン♪リン♪…  大スキなヒトの数の いちごを飾りましょう 1ホールの幸せ みんなで食べたい  あなたはやさしくフォーク 差し出してくれたヒト おいしいもの食べると 思い出します  待ちに待った最上階 夜空には流れ星 手を伸ばしてみました ☆彡 まさか！まさか？つかめちゃった！？ あなたに教えなきゃ！！  リン・リ・リン チェ・チェ・チェリー リン・リ・リン プ・プ・プリン リン・リ・リン チェ・チェ・チェリー プ・プ・プ・プリン♪  お菓子な夢をおひとつどうぞ♪2016
58 いつもより大っきく背伸びして カラフルな笑顔　ふわりと浮かべたら  鏡の前でファッションショー いつもと違うコーディネート そんな冒険もいいな  まだ秘密の 甘い香り 憧れって きっとそんなイメージ ドラマチックもいいけど このままで ふわふわ時間 みんなと過ごして おとなになりたい  だからFUN！FUN！ きらめきの羽根にのって 広がる世界をぐんぐん進んで行こう もっとFUN！FUN！ ひとりぼっちじゃつまらないな 聞き慣れた声 扉開けて ぱぁっときらめく世界 笑顔になる。  “ねぇ知ってる？今度の土曜日～” おしゃべりの花 きらきら咲いたカフェタイム  てんこ盛りのクリームみたい 理想ばっか増やしてちゃ 上手く描けないね  いつもながら 賑やかです うるさいくらい！ だけど凄く楽しい あっちもそっちも ときめきマテリアル 全部集めて明日に持ってこ 一緒が楽しい  届けFUN！FUN！ ちょっと照れくさいけれど 素直な言葉が胸に溢れてしまう みんなでFUN！FUN！ ジェットコースターじゃなくていい ほわわな日常 なんてステキ しあわせだって 声にしちゃおうかな  思い出ノートは たまに読み返して みんなで笑ったり 何十年後の話もいいね どんなことが待ってるのかな  ここでFUN！FUN！ きらめきの羽根にのって 広がる世界をぐんぐん進んで行こう だからFUN！FUN！ みんなで楽しいことしたい ほわわな日常 なんてステキ しあわせだって 声にしちゃいたい  きらめく世界を行こうFUN！FUN！ 2016
59 うさぎうさぎ 何みて跳ねるのかしら？るらら 嬉し楽しほっと召しませ  お月様は分けっこできないけど大丈夫 栗蒸し羊羹 みんなの分  さっきまで一緒だったのに またすぐお喋りしたいなあ まんまる満ちてく気持ちはお団子にしちゃおう  今宵 月が綺麗です それが会いたい理由でいいかな？ だいすきがぴょんってウインク あのねみんなと一緒なら あの月の裏側までひとっ飛びして うさぎをもふもふ♪  きらりきらり 何して遊ぼうかしら♪るらら あの子この子みんな寄りませ  お星様は願いを言う前に流れちゃう ひとつぶ金平糖 ゆっくりどうぞ  明日もきっと会えるのに 今すぐお喋りしたいなあ ぷっかり包んだ気持ちは最中のこころ  今宵 ハート♡に囲んでお茶会なんて素敵ね 手作りの幸せてんこ盛りで やっぱりみんなと一緒がいい 思ったその瞬間にはじけた金平糖 きらりと甘いの  今宵 月が綺麗です それが会いたい理由でいいかな？ だいすきがぴょんってウインク 同じタイミングで今メールが届いてたから 「パジャマで集合！今すぐ！」 了～解♪  ハートふるムーン 2016
60 シチュエーションは自由に描いちゃって ひとり妄想 止まらなくなる 楽しいけど  やっぱり一緒がいい 小さく声にしてみた 浮かぶ笑顔 ぴょんって駆けてく つかまえたい  ぷぅって膨らむ頬に気付いてない？ ケンカもするけれど それは”大好き”だから 扉開けたら 会えるよね  とろ～り ふんわり 甘美コラボレーションしたい あれこれそれ 考えるだけでワクワクです！ コーヒーあんみつ 三日月のお皿にのせたら キラキラ星もトッピングしたい  はなればなれって 想像するだけで かなしくなる ずっとおしゃべりしていたい  違うようでちょっと 似てるとこもあるかもね わかっちゃうから 言えない気持ち抱えたり  寂しがり屋 たまに行っちゃうときも そこでみんなに会える 素直でいたい場所 楽しいこと計画しよう！  まったり のんびり 休日の予定はなくても 集まっちゃう それが私たち 嬉しくて 甘い新作 ほろ苦のお抹茶もいかが？ ほわほわ美味しいって素敵  となりにいる それが当たり前で ときどきすれ違う そんな時にはすぐ 扉開けて 会いに行こう  とろ～り ふんわり 甘美コラボレーションしたい あれこれそれ 考えるだけでワクワクです！ コーヒーあんみつ 三日月のお皿にのせたら キラキラ星もトッピングしたい甘美コラボレーション 2016
61 日常の中に紛れ込んでる きらめき求め 街に出ましょう いつもかよ通ってるお店巡ると あの子が働いています  コーヒーを淹れた後に 「おいしい」と帰ってくると きらり咲き誇る 笑顔の花びら みつけた  Fairy tail みんなの胸の中にある Just feel it 素敵なおはなし きっと Step by step 物語の行方は あなた次第 好きなこと書きましょう Believe your dream  風に誘われ 辿り着く場所 やさしく木々が揺れる公園 落ち葉の栞 次のページへ 季節が移ろうとしてる  陽射しが少し動いて 足もとの水たまりが 溢れ返るように キラキラ眩しく輝く  Precious time 何気ない日の中にも Brand new smile 光るエピソード あるよ Make your book ひとつずつ集めたら あなたらしい タイトルをつけましょう Believe your way  Fancy night きらめきをみつけた日は Shooting star 筆が進みます Bright story  Fairy tail みんなの胸の中にある Just feel it 素敵なおはなし きっと Step by step 物語の行方は あなた次第 好きなこと書きましょう Believe your dream  きらめきを探しに 2016
62 小鳥のさえずりが目覚ましの代わり 今日もがんばろう 薄もやのカーテン少しずつ開けて みんなおはよう  強力粉・砂糖・ドライイースト・塩・バター 準備ができたら エプロンつけて気合を入れて 特別にキミに教えるレシピ  おいしいパンの作り方　愛情込めて生地をこねたら 膨らんでく　優しさ隠し味 情熱オーブン燃やして ふわふわもちもち焼き上げたら お待ち遠さま 手作りのいちごジャム添えて 召し上がれ  お店の庭に咲くお花にあげよう たっぷりの水 カフェテラスの脇にシマリスの親子 遊んでいる  配達の電話 軽やかに鳴り響く パンを積み込んで スクーター乗ってエンジンかけて 南風をナビにしたら行くよ  おいしいパンの届け方 冷めないうちに辿り着くこと それ以上に大事です 安全 にっこり笑って手渡す ココロとココロのコミュニケーション 届けるのはパンだけじゃなくて幸せも また来ます  わかります 食べればすぐに “ありがとう”を知ってる味は 並んだパンの数だけ 笑顔が生まれる  一緒に焼こう  おいしいパンの作り方　愛情込めて生地をこねたら 膨らんでく　優しさ隠し味 情熱オーブン燃やして ふわふわもちもち焼き上げたら お待ち遠さま 手作りのいちごジャム添えて 召し上がれおいしいパンの作り方 2016
63 Oh, Baby love 今日はどちらに？ 気の向くまま しっぽをあげた 背中見送り 微笑んだ Oh, Baby love ゆっくりだけど あっという間に すすむ日々は どんな姿を見せるのだろう  大人になったそのときは とっておきだって あけたっていいよな  キミとSwinging Night いつかShall we dance？ 至高のひとときを  キミとSwinging Night 続くDance dance dance ステップは軽やかに みんなまとめてご招待 乾杯 共にさあ踊り明かそう  Oh, Baby love 真剣な目つき そうだ、そのまま 声はかけず 背中見送り 微笑んだ  大人になったそのあとも 変わらないところ あったっていいんだ  キミとSwinging Night いつかShall we dance？ 小粋な空間を  キミとSwinging Night 弾むTalk talk talk 手振りはスマートに みんなは声を交わし合い 乾杯 共にさあ踊り明かそう  思い出より わずかばかり 笑い声が 綺麗になった  キミとSwinging Night いつかShall we dance？ 至高のひとときを  キミとSwinging Night 続くDance dance dance ステップは軽やかに みんなまとめてご招待 乾杯 共にさあ踊り明かそう  朝までキミとSwinging Night 2016
64 どちらからの旅ですかと 聞いてみたら意外と近くて となりのまたとなりくらい ご近所ですね いつかすれ違っていたかもしれないと しゃべりたくなったし 一杯目のお茶などいかが? 元気がでたら歩きましょう てくてくてく…と、 いっしょに！ カラフルなカップまわる遊園地へ パレードのように向かえば 出会いの鐘がどこからか きんこんかんこん 鳴りひびいて 楽しくなるね てくてくてく 楽しくなるね 旅するのはおもしろそう 自転車でもバス電車も良いです それ以上は遠くなるけど 行きたいですね いつかできるように占いしてみましょう コーヒーのうずまき 見つめながらスプーンを置いて 飲んじゃってけっきょくわかんないの こくこくこく…と おいしいね！ ミラクルなポットが呼ぶカフェには あしたの夢があふれてる 夕方の鐘がどこからか きんこんかんこん 鳴りひびいて おかわりどうぞ こくこくこく おかわりどうぞ パレードみたい? みんなおいでよ てくてくてく 歩きましょう パレードみたい! みんなおいでよ こくこくこく のどかわいた? カラフルな旗ふったら しぜんにからだ マーチングマーチ ラララカラフルなカップまわる遊園地へ パレードのように向かえば 出会いの鐘がどこからか きんこんかんこん 鳴りひびいて 楽しくなるね (てくてく てくてく 楽しくなるてくてく) ララミラクルなポットが呼ぶカフェには あしたの夢があふれてる 夕方の鐘がどこからか きんこんかんこん 鳴りひびいて おかわりどうぞ こくこくこく おかわりどうぞ てくてくマーチングマーチ 2016
65 お口がさみしい ポケットからキミの出番 みんなにあげるよ 1粒でも笑顔になる おしゃべり止まらない お腹が痛い 笑いすぎて 楽しいキモチは キャンディみたいにとけていく この次は 何の味が出るのかな? 次の曲を知らないライブみたい フレイバー変わるたび気分も変わるよ 甘い時間 味わいましょう オレンジ・ピーチ・レモン・ソーダ お口の中がにぎやかだよ Let’s GO ジャンプ♪ Let’s GO ダッシュ♪ ハートが踊り出す グレープ・メロン・ストロベリー お口の中に虹が架かる Let’s GO ジャンプ♪ Let’s GO ダッシュ♪ ときめきプレゼント カラフルEveryday 缶から飛び出すキャンディ うわぁ!出しすぎたよ 手のひらキラキラ輝くキレイ まるでジュエル 残しておいたよ あの子が大スキな味は 喜ぶ姿が 見たくて またあげちゃうよ ぐぅ～ぐぅ～鳴るよ お腹の中が大合唱 星空までキャンディみたい 食べたい! 夜ごはん もうすぐだから我慢しよう 星に向かい パクパクしちゃう パパイヤ・キウイ・バナナ・マンゴー 頭の中がトロピカルです Let’s GO ラッキー♪ Let’s GO ハッピー♪ ハートが歌いだす ラムネ・コーラ・フルーツポンチ 頭の中がシゲキテキです Let’s GO ラッキー♪ Let’s GO ハッピー♪ お騒がせカーニバル ドタバタEveryday バイバイするときさみしいよ まるでちっちゃくなるキャンディ もっと もっと もっと もっと 味わいたいのになぁ 次のキャンディなめるように あたらしい明日が待ってる ずっと ずっと ずっと ずっと なくならないから オレンジ・ピーチ・レモン・ソーダ お口の中がにぎやかだよ Let’s GO ジャンプ♪ Let’s GO ダッシュ♪ ハートが踊り出す グレープ・メロン・ストロベリー お口の中に虹が架かる Let’s GO ジャンプ♪ Let’s GO ダッシュ♪ ときめきプレゼント カラフルEveryday CANDY COLOR DAYS 2016
66 ぴかぴかお日様ハロー  (ハロー) ごきげんステップで 元気に登場  はしゃぎ過ぎじゃない?まぁいっか  (いいの) 晴れのち晴れ 気持ちいい  おしゃべりの花の種類とか そんなの知らないないからさ 名前をつけちゃおう  意味不明だけど面白い そんなのいつものことだから 声出して 大笑い? 驚かせてみちゃおうかな  Sunshine Days きらきらのハッピーとシンクロみたい カラフルに広がる世界 ラッキーはどこにある? これは冒険かも? 面白くなりそう! “一緒”だからだね  ふんわり甘い香り  (ふ～わ) 最新のときめきが届いた  美味しいって時間いいな  (いいね) お揃いの笑顔になる  オリジナリティーの香りへと 心はほんわか包まれて 夢の続き見たり  違いのわかる大人気分 経験地は日々更新です だけど今 今が好き そう言えるのが嬉しい  Wonderful 未来へと 急接近 それもいい ドキドキと弾むように タッタッターン 靴音に願い響かせて いつもの道を行く それが楽しい  それぞれのオリジナル マーブルに混ざり合って スペシャルブレンドの 完成 まったり なんて幸せ  Sunshine Days きらきらのハッピーとシンクロみたい カラフルに広がる世界 Wonderful 未来へと 急接近 もっともっと 楽しいことしよう いつでも”一緒”です Sunshine Days 2016
67 それはそれはよく晴れた日で まっすぐ帰るのもったいない そうでしょ?そうでしょ!目と目がうん♡ 風見鶏もくるり 白いタイルしか乗っちゃだめ そういうルールはどうでしょか いいね それいいね! 右・左・斜めにぴょん  階段ですよ じゃあグーチョキパー 見て!とりの羽根 空からお手紙  みえないものが みえるよみえる 急いでいたら知らない世界 おとなの落とし物なのかもね みえてるものは ちがってみえる 雲のかたちがゆっくり変わり 美味しそう あれは…クロワッサン!  道をジグザグに横切って たんぽぽ綿毛をふーっとする あらら髪にくっ付いちゃった いたずらな風だね  お花屋さんにも寄ってこう 晴れの日も虹が架かるから いいね きれいだね! 12色みつけたよ  いつの間にか 夕焼けの色 ほら おしゃべりな 影も背が伸びた  ふれたいものに ふれるよふれる 知ってるようで知らない世界 おとなの忘れ物なのかもね ふれてるものは こたえてくれる 手をつないでこ! そうだねぎゅっと! 明日へつづく帰り道  みえないものが みえるよみえる 急いでいたら知らない世界  おとなの落とし物なのかもね みえてるものは ちがってみえる 雲のかたちがゆっくり変わり 変わらない笑顔  ふれてるものは こたえてくれる また明日ねと手を振ったけど もう一度「…あのね!」 駆け寄った みえるよみえる 2016
68 いつもどおりがいつもどおりで いつもよりもっと楽しくなる魔法だね  片足スキップ 両足でジャンプ たるとたたたんたーん 小さくてもしあわせ  キャラメル色の上り坂を 一緒に帰ろうよ  踊ろう 踊ろう ららら ステップを重ねて こんな夢の世界を 歩いていこう  たんたんたんっ たんたんたんっ となりにずっといれるかな ずっとみんな一緒に歩けるかな?  ふわふわクリーム おひさまオレンジ 空のカスタード ひとりじゃ届かないな  雨音ドロップ 背伸びしてジャンプ たるとたたたんたーん 足元に気をつけて 大人の味も知りたいけれど ミルク色のココア  踊ろう 踊ろう ららら ステップを重ねて こんな夢の世界を 歩いていこう  たんたんたんっ たんたんたんっ 水たまりもとびこえて ずっとみんな一緒に歩けますように  踊ろう 踊ろう ららら ステップを重ねて こんな夢の世界を 歩いていこう  たんたんたんっ たんたんたんっ ずっと ずっと ずっといつまでも 靴音を重ねていく 寄り添っていく  ずっとみんな一緒に歩けるかな すいーと・すきっぷ・すてっぷ 2016
69 レーダーの感度はカンペキ良好◎ さあ出発しよう! 青い海深く  夢でみた地図をポケットに入れて 大丈夫ひとりで 言い聞かせるの  宝物がもしなかったとしても みんなに見せたいものだらけ!!  ヒカルヒカル おさかなの群れや あの子によく似た人魚が笑ったかも チラリチラリ どこにいてもちゃんと いつもの笑顔が浮かぶから わくわくしてくる お腹がへったな…って思った瞬間 ありゃりゃ飛び出した! パンとミルク珈琲  冷たい海の底 あったかい気持ち 帰ったらすぐに会いに行かなきゃ  とびきり素敵なおみやげ探そう 今度はみんなと一緒がいい!!  ネムルネムル そこに眠ってた いつかの沈没船 宝物見つけちゃった! あれもこれもプレゼントしたいな よろこぶ顔 想像したら泡がふわわって  ねえ 綺麗なものも嬉しいことも みんなであーだこーだがイチバン! 何よりダイスキ♡を渡さなきゃっ  帰ろう帰ろう おさかなの群れや あの子によく似た人魚が迎えに来た 夢か?夢だ! むにゃむにゃおはよう いつもの笑顔が迎えに来た さあ出掛けよう!って  「ただいま」は内緒 ダイスキ♡ プレゼントレジャー♥ 2016
70 よく晴れた よく晴れた 何をしようか? なつかしい なつかしい 遊びをしよう  タカラモノサガソウヨ(Yeah) タカラモノドコカナ?(Hi)  今すぐ出発だ 思い立ったらラッキーDay 何か忘れた気がする ま～いいっか  ごめんねちょっと待って 靴ヒモほどけちゃったよ あ～れ?アリさんも お出かけですか? 決して狂うことはない 友情コンパスいつだって 笑顔の方角さしてる どこまでもススメ!  1歩!2歩!近づいてく 3歩!4歩!踏みしめて(Yeah) ミライで見たイマは “たからもの”だよ(ワン・ツー!!) もっともっと歩いてこう まだまだ増えてくよ(Hi) スキになったものは大事にしまおう 宝箱に…  曲がりくねった道 迷子になりそうだね ボタンをまけば ひと安心だ  おっと地図を忘れた なくても大丈夫でしょ なんとかなるさ 先を急ごう  何も怖いものはない 仲間も増えて最強だ ハラハラさえも楽しんじゃう わたしたち無敵!  やっとやっとさがしだせた ピカピカたからもの(Yeah) ちいさなところはまだ 気付けなかった(ワン・ツー!!) ぐんとぐんと背が伸びて ちょっとちょっと変わってく(Hi) どんな景色にもキミがいたこと みつけられた  いつも叱られてた いつも泣いていた キミのことたくさん見て来たよ…ね! どんな 明日が 来ても 平気さ キミがいるんだもん おもしろいはず   “たからもの”いつの日か うっかり”おとしもの”に ならないようにぎゅっと 抱えていよう  (GO!!)  1歩!2歩!近づいてく 3歩!4歩!踏みしめて(Yeah) ミライで見たイマは “たからもの”だよ(ワン・ツー!!) もっともっと歩いてこう まだまだ増えてくよ(Hi) スキになったものは大事にしまおう 宝箱に…  タカラモノサガソウヨ(Yeah) タカラモノドコカナ?(Hi) タカラモノサガソウヨ(Yeah) こんな近くにあった!(Hi) リトル*トレジャー*ハント 2016
71 カプチーノ飲み干したら カップ覗いてみよう 神様しか知らない あしたはどんな日ですか? 教えて  いつもより今日のあなた 暗い顔している? 何かしたいです 何ができる? こんな私ですが… 得意のコーヒー占い 見て下さい 四つ葉のマークは 幸せの兆し  今日がツイてなくても 私の幸せを あなたに分けてあげる これできっと大丈夫  青い空を見上げた あした元気になぁれ! 泣き顔より笑顔が あなたには似合います 幸あれ!  落ち込んで悩む夜 時間だけ過ぎてく 「何か飲まない?」と扉たたく あなたが現れた  不慣れなコーヒー占い でたらめとわかっても嬉しい やさしさの未来  今日がツイてなくても 誰かに頼ってみよう うまく話せなくても ちゃんと聞いてくれるはず 遠い星を見上げた あした笑顔になぁれ! きらめいた流れ星 何かステキなことがありそう  世界中 雨の日なんてないよ もしもどしゃぶりの日でも 傘を差して行こう  今日がツイてなくても 私の幸せを あなたに分けてあげる これできっと大丈夫  青い空を見上げた あした元気になぁれ! 泣き顔より笑顔が あなたには似合います  大切な人たちが 笑顔でいられるように 幸あれ! あした元気になぁれ! 2016
72 その声がきこえたなら 自然と笑顔になっちゃう  “私たち”です 気付けばいつだって 一緒にいたね  並んで歩いてみたり 一人で駆け出しちゃったり ドタバタもごあいきょう これからも皆で 楽しいことしよう 何が待ってるのかな  元気いっぱい ほんわかのんびり 時には冷静に ぐぐん!と行きましょ  あ～なんてすてきメモリー ココロは包まれて 幸せ ふわきらり ときめきの音符には 羽根がついてるみたい 弾むように 今を描いてゆく  ふんわりクリームみたい 空に浮かんでる雲に 落書きをしたくなる  つまりはカフェラテ 飲みたいってことかな? いつものあの場所で  パジャマパーティー? そんなのもいいかも… 皆でわいわいする 今が楽しくて  あ～大切なこの日々 ずっと忘れないよ “特別”だって言いたい 透き通る気持ちは 明日へのメッセージ どんな時も ココロそばにいるよ  生まれたての笑顔 すぐ隣 見つけた たぶん お揃いだね 寂しくなった時は 思い出してみよう 大好きなこの場所  あ～ほんとすてきメモリー ココロは包まれて 幸せ ふわきらり 大切なこの日々 ずっと忘れないよ 何気なくて 特別な日常(ストーリー) どんな時も ココロそばにいるよココロそばにいるよ 2016
73 三日月が眠る夜の時 あなたの大切なものを 頂戴します　届いた予告状 by.怪盗ラパン  仕掛けた罠はすべて無意味よ 街は闇に突然　落ちる ひとつに集まるライト とらえた姿　Haa-n  風のように屋根の上 すかさず　飛び移って 響くサイレン　大騒ぎ はじまる　追いかっけこ  今夜もよろしく　華麗に参上 狙った獲物は逃がさない　怪盗ラパン 厳重な警備も容易く切り抜け お目当てのジュエルを　いただきます！  ごめん遊ばせ　華麗に逃走 私に盗めないものはない　怪盗ラパン 退屈しちゃうわ　つかまえてごらん 仮面に隠れた　本当の私 ナイショね　言わないで Shut up　－シャラップ♥－  『またもやお宝が盗まれた』 同じ見出しが並ぶ一面 みんな新聞に夢中 話題独占　Haa-n  誰も私に気付かない　楽しい ご機嫌でおさんぽするの   今夜もよろしく　華麗に参上 狙った獲物は逃がさない　怪盗ラパン 催眠術だって　ちょちょいのちょいです お目当てのモナリザ　いただきます！  ごめん遊ばせ　華麗に逃走 私に盗めないものはない　怪盗ラパン 見破れないわ　得意の変装 つたまえたはずが　ダミーのうさぎで 警部さん　ごめんなさい Trap　－トラップ♥－ 足を挫いて動けない 絶対絶命　ここで終わる!?　ピンチ‼ 煙玉を使って回避 危機一髪　あぶなかった…  みつめられたら最後よ　ほらこっち いつの間に　手錠をかけて このままオヤスミ　Haa-n  今夜もよろしく　怪盗ラパンです カタチのないものも奪っちゃう 大好きな人のハートだっていつか 盗み出してみせる　覚悟して♥  今夜もよろしく　華麗に参上 狙った獲物は逃がさない　怪盗ラパン あなたのそばに　気づけばいるかも しっかり仕舞って　大切なものは ほらそこ　狙っている!!!   怪盗ラパン　Haa-n...怪盗ラパン -The Phantom Thief Lapin-2016
74 まだです　まだです バターとバニラ漂うキッチンのなかで 混ぜ・混ぜ・焼き・焼き 食べてみちゃう？　なんてガマンできないくらい おいしそうなメニュー練習中！ ほっぺたがシアワセ　こころもハッピーになってね 昨日のお悩み消しちゃう　“♡♡(ハートハート)ケーキ” ちょっと待ってっ ドルチェはコースの最後！ だけどあま～い顔はやく見たくなって 持ってっちゃった リストランテのお仕事したら いつだって好きなときにつまみ食いだね それはいけません普通なら でもね　でもね　でもね　みんなとなら許されちゃえ いまです　いまです チェリーの赤で完成の合図ですよ 来て・来て・見て・見て 食べるまえに　まずは褒めてほしいな わ~いわいわい!　おいしそうだねって笑って ではではモグモグ　前菜チョコレート 林檎のサラダのあとにはメインの　“♡♡(ハートハート)ケーキ” ちょっと待ってっ だったらカフェでいいんじゃない？ ぜんぶあま～いけど　まあいいか! お飲み物はどうしますか リストランテはいつもの香り 熱いコーヒーとお茶が似合ってウキウキしちゃう それでいきましょう頷いて ふわり　ふわり　ふわり　みんなとほら楽しくね ほっぺたのシアワセ シアワセはちっちゃいとこから 神様はちっちゃいに宿る、とか？ それはきっと細部だと思うよ そう、それが言いたかったの！ だからなんの話だっけ？ ♡♡(ハートハート)ケーキ　焼いてみんなといただきましょう 今日だけのリストランテはいつもの香り 熱いコーヒーとお茶が似合ってウキウキしちゃう それでいきましょう頷いて ふわり　ふわり　ふわり　みんなとほら楽しくね ♡♡ケーキをもうひとつ？ 2017
75 抹茶　抹茶々々　おも茶々　ずん茶々々 紅茶　紅茶々々　やん茶々々　わっ茶々々 カステラみたいピアニカ たい焼きみたいオカリナ どら焼きみたいタンバリン あれれ?なんだか目が変だ カスタネットのもなかと ハーモニカの栗ようかん 小太鼓のパンケーキを スティックのフォークで食べよう お腹はウソをつけないから 演奏会　おやつ会に早変わり ほんのちょっと　少しちょっと 耳を澄まして おいしい音　聞こえてくるよ キミといるとなぜか不思議 にぎやかになる　音楽室みたい 抹茶　抹茶々々　おも茶々　ずん茶々々 紅茶　紅茶々々　やん茶々々　わっ茶々々 お月さまの提灯に 誰かと似てるわたがし みんな右手に持つのは らくげきせんべいのスコア あんずあめのマラカスに チョコバナナのリコーダー ラムネのクラリネットも つれてはじまる鼓笛隊 さぁ次は　どこに行こう?迷う 気付いたらうさぎさんもついて来た キミもキミも　キミもキミも ステキな楽器 ユカイなうた　歌えるはずさ キミといると　どこまででも 行ける気がする　音楽鳴り止まない みんなそう　音を楽しんでる ドキドキの鼓動さえも”音楽”だ ほんのちょっと　少しちょっと 耳を澄まして ハートの音　聞こえてくるよ キミといると　なぜか不思議 にぎやかになる　音楽室みたい 今日も楽しいな 抹茶　抹茶々々　おも茶々　ずん茶々々 紅茶　紅茶々々　やん茶々々　わっ茶々々 FANCY SWEET TIME 2017
76 いまから楽しい楽しいコトばかり ここで　ここで　見つけたいな きゅんってね　ハートが踊りだしそうで …とまどっちゃうっ わくわくしてきた？期待してるこんなにね わくわくでごきげんよう！ 「しあわせの景色が湯気のむこうに見える」 予言のような声が聞こえたら きょろりんきょろりん探しちゃうね 常識のミルクで　(とぽとぽ) ごまかしてみたけど　(ぽかぽか) 目の前のポットが笑うよ (キミは夢のなかだよと) ふしぎの国は　(意外と近く) どこかにあるの　(その気になれば) やさしい心でセカイを受け入れてみたらわかるの (いろんなひとの)　ダイスキは (いろんな想い)　いつでも　 みんなの勇気を⤴(あげ)てくれちゃうね いまから楽しい楽しいコトばかり ここで　ここで　見つけたいな そう思ってみんなが集まったよ (どもどもっ　よろしくです) だからね楽しい楽しいキミになって 夢を　夢を　語ろうよ きゅんってね　ハートが踊りだしそうなカフェで待ってる！ 溜息のシュガーで　(さらさら) ほろ苦い午後なら　(くらくら) 思いきっておかわりしちゃえば (いつか慣れてくるかもよ) ふしぎに会いたい　(気晴らしかもね) ヒントはどこに？　(いったりきたり) 偶然の言葉がトビラを開いてくれたらわかるよ (いろんなひとの)　ダイスキで (いろんな想い)　すてきな みんなの未来を☆(きらきら)にしちゃおう とにかく嬉しい嬉しいコト探し あれも　これも　おもしろいね いい感じみんなで遊ぼうよ (やほやほっ　なにしましょ) つまりは嬉しい嬉しいキミになって 夢を　夢を　教えてよ ぎゅってね　背中を抱きしめてみたカフェでブレイクタイム いまから楽しい楽しいコトばかり ここで　ここで　見つけたいな そう思ってみんなが集まったよ (どもどもっ　よろしくです) だからね楽しい楽しいキミになって 夢を　夢を　語ろうよ きゅんってね　ハートが踊りだしそうで　(カップ置いて) ぎゅってね　背中を抱きしめてみた あったかい　あったかいね もういっぱい飲んじゃう？ …いらっしゃいなっ わくわくしてきた？期待してるこんなにね わくわくでごきげんよう！ セカイがカフェになっちゃった！2017
77 すぐ会いたい気分なのです だから トントン…ドアをノックして 来ちゃった！ おどろきのデリバリーです そしてまあるい目から飛びだす とまどいと笑いのファンファーレ いらっしゃい！ 約束があったみたい！？ いつも突然なんです　ごめんなさいっ だって名案って急に浮かぶものでしょう？ そうだ！ 一杯だけじゃなくって おかわりって声が聞きたい もっともっとお喋りしていたいんです あったかいコーヒー飲んでほっとして ちからが抜けちゃって こんな時間が大好きです　ラララ大好きなんです いま言いたい気分なのです それは ずっとこうしていたいな いいかな？ よろこびのハーモニーです 熱いねってちょっとつぶやくだけで なんかこころが楽に なります ふしぎな場所ですね すぐに返事ができなくてごめんなさいっ 意識ふわり夢の国であそんでます どうぞ！ カップ私にください おかわりってみんなのために さっと立って作るの自然な動作です もう一杯コーヒー飲んだあとなら おもしろいお話 思い出せそうな気がします　ラララおかわりどうでしょう？ ちいさな迷いをとかして　(→ハピネス) ここで楽しいことを語りあいたいから えがおになれるバニラ味 追加してみましょうかそっと ほっぺたが待ってますよ そうだ！ 一杯だけじゃなくって おかわりって声が聞きたい もっともっとお喋りしていたいんです あったかいコーヒー飲んでほっとして ちからが抜けちゃって こんな時間が大好きです　ラララ大好きなんですハピネスアンコール 2017
78 ひとりでも 平気ですよ さみしいの? 迎えにいくよ まさかのコーヒーカップ 乗って来ました!? さぁおいで ちょっと… 怖くないよ やめときます なんで? 仕方ないです 夜空のワンダーランド つれていくよ 誰か ぐるり 止めて もういっちょ お願い ぐるり ぐるんっ ぐるんっ ぐるんっ! ありゃりゃこりゃりゃの 大暴走 夢の中ならできちゃうよ 夢と夢をつなげることだって 1.2.3.4★ 離れ離れの夜さえも 越えていけるよ スゴイんだ! たまにワープする 夢クオリティー キミと Magic Time!! 流星と競走だよ 前を見て 危ないですよ たちまちコーヒーカップ ジェットコースター 運転を あれ? 代わりますよ じゃあ私 はいっ ナビをするから 到着ワンダーランド 遊びましょう 星と きらり 握手 ぎゅぎゅぎゅっ まぶしい オーラ きらんっ きらんっ きらんっ! ありゃりゃカメラを忘れたよ よそ見しないでよく見て カタチよりもココロに残そう 1.2.3.4★ たくさんお話したいけど 全部話しちゃつまらない 大事なことは直接言うよ 今夜 Happy Time!! おっと時間 そろそろ 目覚ましが ジリジリ もっと 遊びたいのに 次は私の方から お誘いします 別れ際の招待状 ドキリ なぜか… 忘れちゃう夢もあるのに 覚えている夢もある 昨日の夢は覚えていたよ お互い!! 強い想いが夢になる 会いたいキモチが2人を つないでくれたのかもしれない つまり? ホントは… あれれ? さみしい… みんなに みんなに ナイショ!!コーヒーカップでエスコート 2017
79 いつもありがとう キミにありがとう 届く　その声にふわり包まれて めぐる季節を一緒に越えて ここにしかない笑顔に会えたね 鼻先をくすぐるイタズラな風に 今日もココロを弾ませて いつもの扉をそっと開けてみたら 物語の続き待ってた 甘いエピソードを希望 ちょっとビターな大人気分で まったりするのもいいね まるで別世界　それは煌めいて Daydream　トキメキをキミに届けたい そわそわしてる　ドキドキたちと どんな夢を描けるかな ここで会えたこと　ずっと宝物 言葉にするのは　ちょっと照れくさいけど いつもありがとう　大好きな場所 この先もずっと仲良し　My Dear… 不思議だね　始まりの時には 想像できなかったよ ひとりじゃなかったから この景色に会えたんだ 限定メニューみたい たくさんの想い出　話したくなる 何気ない日常が　“特別”をデコレーション 何十年後も　(この場所で会えるよね) 見つめ合うたびに　(なぜか少し切ない) たとえ離れちゃっても 想いの交差点は ここにあるから　またすぐ会えるよ いつもここにいて そっと煌めいて Daydream　トキメキはキミに続いてく そわそわしてる　ドキドキたちと どんな夢も描けそうだよ だからありがとう　キミにありがとう 届く　その声にふわり包まれて めぐる季節を一緒に越えて ここにしかない笑顔に会えたね いつまでもココロのそばで ずっとおしゃべりしてたいよ　My Dear… きらめきカフェタイム 2017
80 まかせて　ぐるぐるしちゃうよ♪ 美味しくなあれ　お塩ひとつまみ　らんららん 待って待って　だめよそれお砂糖！「あっ」 はじまりは内緒話のフライパン 毎日はうきうきの種みたい 笑ったらその熱で　あったまって弾けちゃう 弾けるの？　弾けるよ思いっきり！ おやつの時間だよ できた！ ポンポンポンポポップコーン　ポンポンポップコーン こーんなときめきが　あちちでポン　こっちまでポン　おっとと ポンポンポンポポップコーン　ポンポンはぷにんぐ みんなの笑顔も弾けてく音がするね　ポポン まかせて　華麗に余裕に キャラメルフレーバーなんて次はどう？　しゃららん ねえねえ　たぶん焦げてるよ「えっ」　そこんとこ 味わいって思えばオッケー♪ なんだか時間を忘れちゃうの ふわふわの甘いとこ　あったまって飛んでくよ 飛んでくの？　飛んでくね楽しい方 おやつは止まらない もう1回！ ポンポンポンポポップコーン　ポンポンポップコーン こーんなおしゃべりに　あっちからポン　こっちからポン　おっとと ポンポンポンポポップコーン　ポンポンハッピーデー ひと粒ごとに笑い声はね返るよ　ポポン 花が咲くみたいね　せーの!がなくてもみんなでぱっとね おかわりしたい　こんこんこーんなポップコーン スペシャルフレーバー みんなで！ ポンポンポンポポップコーン　ポンポンポップコーン こーんなときめきが　あちちでポン　こっちまでポン　おっとと ポンポンポンポポップコーン　ポンポンはぷにんぐ みんなの笑顔も弾けてく音がするね　ポポン ポンポンポンポンポップコーン ポップコーンはぷにんぐ！ 2017
81 そよ風の噂なんだけど どうやら誰か2人がねマイペース ふむふむそれは気になるわね 振り回されるかも私  うさぎ探偵出動しますよ はいそこ通らせて～ちょっと失礼 ウルトラビットルーペ!心で覗いたら あら不思議ほんの出来事も 大事件!  聞いて!大変だ大変だよみんな! (わわわほんわりと世界進出) 何が大変かって…あれ?忘れちゃった (ゴールデンスパイラル) 忘れちゃったことが今は大変だあ (なんだか大変だ) まあいっか もふもふ突撃だーい  ないないケンカは勘違いで (クレープ食べたいほっぺいっぱい) やだやだ涙も勘違いでした (コーヒーも一緒に) お騒がせなんて言う程でもないの (まとめてもふもふってしちゃう?) ほらいつものことでしょ で、誰がマイペースだっけ?  よかれと思ったひと言で あら予想より斜め上急展開 眠たくなったら寝ちゃうかも 後のことはなんとかして～  うさぎ探偵?そうだそうだった 言い出してどこかへ飛んで行っちゃって ウルトラビット制服!着用で元気100倍 今日も火のないとこに煙 大騒動!  あのね…大変だ大変だわ私 (わわわふんわりとパンもいいな) 体力あっという間に限界点 (ちょっと待っててね) くらりふらりパタッ わざとじゃないのよ? (ひらめいたんだよ) たまにつっこみ待ち♪ハリセン  ないない悪気の「わ」の字もない (あるあるわハリセン貸してあげる) ただただ気持ちに正直にほわわ (遠慮いらないわ) お騒がせなんてまたまた～大げさ! (思い切ってね思い切って) ほらいつものことでしょ ね、誰がマイペースなの?  行こう 映画もプールもお泊まりもね とっておきの怪談を聞かせるね みんな楽しそう 結局楽しそう 何に振り回されるんだろう??  ないない悪気の「わ」の字もない (クレープ食べたいほっぺいっぱい) ただただ気持ちに正直にほわわ (コーヒーも一緒に) お騒がせなんてまたまた～大げさ! (まとめてもふもふってしちゃう?) ほらいつものことでしょ えっ!? これがマイペースなの!?のんピースマイペース 2017
82 タン・タン・タン・タン 踊れ タン・タン・タン・タン タルトタタン♪ タン・タン・タン・タン 回れ タン・タン・タン・タン タルトタタン ターン♪  キンコンカンコン 予鈴のチャイムではじまる 教室だって 校庭だって いつもより輝いてる 朝の占いも 思えば1番で あれこれ素敵な予感 的中するかも!?  鏡を覗いて魔法のティアラが見えたんだ 私が主人公の(絵本が) 開かれる(開かれる)  あれれ?のプリンセスです まさかのプリンセスです 昨日書いた日記通り おはなしが進む なんだこりゃ 私がプリンセスです 胸張ってプリンセスです 憧れのセリフだって 大きな声で読めるよ たまにはね(たまにはね) 目立ってもいいよね!?  タン・タン・タン・タン 走れ タン・タン・タン・タン タルトタタン♪ タン・タン・タン・タン 急げ タン・タン・タン・タン タンタターン♪  キンコンカンコン 放課後 かえりみち 出逢った りんごのうさぎ追いかけて ここはどこだろう?  知らない路地裏 抜けたその先に続いてる ウソみたいでウソじゃない(本当の) ファンタジー(ファンタジー)  毎日メルヘンです すべてがメルヘンです 鞄から飛び出した お菓子とジュエルに なんだこりゃ あっちこっちメルヘンです とびきりメルヘンです いつの間に制服が 白いドレスに変身するよ  24時過ぎても続く 舞踏会 すぐそこにある  あれれ?のプリンセスです まさかのプリンセスです 昨日書いた日記通り おはなしが進む なんだこりゃ 私がプリンセスです 胸張ってプリンセスです 憧れのセリフだって 大きな声で読めるよ たまにはね(たまにはね) 目立ってもいいよね!?  タン・タン・タン・タン 踊れ タン・タン・タン・タン タルトタタン♪ タン・タン・タン・タン 回れ タン・タン・タン・タン タルトタタン ターン♪足音タルトタタン♪ 2017
83 lalalala...PaPaPaPaPaPa!!  雨上がりに光る空 水たまりも気にしないで歩いてこう  大人のフリをしてても 私の中の私がこっちおいでって呼んでる  晴れた日でも雨降りでも 楽しいことはいくつでもあるよね? 心のおく 無邪気が目を覚ます 時計の針が午後をさす 騒がしい足音 今日もいつも通り はじめよっか!  天気予報はいつでも嘘つき たまに涙がふる日もあるでしょう そんな時もあるよ そんな時がなんだ! せいいっぱいで胸はっていいんじゃない? 予測不可能な未来でも 一緒ならきっと全て変えられる  みんなのココロの中 光る虹を見つけに行こう 凸凹しながら クヨクヨしてないで笑顔でしょ? 背筋をのばしたら EveryBody Sing a Song!!!!!  背伸びをしてみたけれど 足がつって転んでたらしょうがないよね。。  何をしてるんだか、なんて ため息をついてみたけど きっと私もそうだった  星降る夜に願いかけよう 明日もいいコトがありますように  スペシャルならきっと沢山あるよ!  にぎやかすぎる時の中 幸せだと思う それがきっと今の答えなんだ  風向きはいつでも前向き 追い風に乗せられてどこまでも  向かい風が来ても向かい風がなんだ! 気にせず 歩いていいんだよ 足跡はいつもどこまでも 続いていくよ悩んだ数だけ  みんなのココロの中 光る夢を見つけに行こう ジタバタしながら 「でも」なんて言ってないで さあ行くよ! 元気が一番さ EveryBody Sing a Song!!!!!  晴れのち曇りか雨 もしくは雪が降るでしょう…? そんな不確かな毎日だけど ずっと笑っていたいんだ  時計の針が午後をさす 騒がしい足音 今日もいつも通り はじめようよ!  天気予報はいつでも嘘つき たまに涙がふる日もあるでしょう そんな時もあるよ そんな時がなんだ! せいいっぱいで胸はっていいんじゃない? 予測不可能な未来でも みんなならきっと全て変えられる  みんなのココロの中 光る虹を見つけに行こう 凸凹しながら クヨクヨしてないで笑顔でしょ? 背筋をのばしたら EveryBody Sing a Song!!!!!  楽しいことだけを集めたら 歌声高らかに EveryBody Sing a Song!!!!!Sing a Song!!!!! 2017
84 笑顔に会えたならそれだけで嬉しくて空だって飛べちゃう?なんてコト言いたい今日かも♪空想世界で 踊る夢たちにそわそわしたりねまだ知らないページをめくって未来を綴るの物語はいつも 人と人の間でそれぞれの色を鮮やかに灯して深まってくよ駆け出したいココロにときめきの花が咲く特別な日常(しゅんかん)ずっと続きますように笑顔に会えたならそれだけで嬉しくて浮き足立っちゃうなんて素敵な今日なんでしょうちょっとしたコト…言葉の行方に 迷った時には大好きな場所 思い浮かべたら辿り着けるはず憧れはいつも 眩しくて見えないけどそばにある笑顔 守りたいって自然と願ってたのいつもの席 会える飾りのない気持ちたち好きなコトいっぱい書いて 届けたくなるよちょっとした変化に気付かれドキドキしたりそんな繰り返しが未来 紡いでゆくんだね夢見FLAVOR自由に感じ合って想像を越えて行こう駆け出したいココロにときめきの花が咲く特別な日常(しゅんかん)ずっと続きますように笑顔に会えた時明日の風が舞い踊る空だって飛べちゃう?なんて素敵な今日なんでしょう夢見FLAVOR 2017
85 あったかい珈琲ね ここに置いとくから飲みたくなったら飲んだらいい 話さなくてもいいあのね…ボタンの掛け違い よく分かってるつもりなのに気持ちひとつ掛け違い はあ…困ったなあそんなことだと思った 珍しく元気がないから聞くしかできないけれど 隣に座っていていいかな意地っ張り強がりさん 甘えていいのにねつい心配しちゃったひと言が余計だったのかな…そんな優しさのカタチ誰より知ってる だから、だよねきっと小さな頃からずっと変わらず少し苦かった珈琲 ほんのり甘くなったみたい不思議ねほっと もう少し隣に座っていていいかなひとくち飲んで ひとくち飲んで そっとシャツのボタン撫でてみた今日初めて笑ったね そうかな そうだよ ありがとねえ今すぐ会いたいな 今すぐ仲直りしたいなきっとそれは同じだよ ほら お客さんごめんねとありがとうを かえっこしてお揃いボタン気持ちちゃんと掛け直し たくさんたくさん好きになってくさっきの 涙は 秘密…ね!センチメンタルボタン 2017
86 走りたいっ 大きな声で届けたい朝からサプライズ!?大成功? 大成功! さあ見てよね焼き立てっ ほかほかあっつい香りですよくできました!皆さんにご馳走しましょふたりで一緒にいられるだけでなんだか元気になれる気がして嬉しいなはい、グッドモーニング!また今日も始まったんです おはモーニングコーヒーの香りでもっと お目々ぱちりんめざめてはい、グッドモーニング!がんばっちゃうよとパン食べて おはモーニングステキなことが起こりそうって晴れた空を見上げるの伝えたいっ だいすきをいっぱい語りたいそう? ぜんぶ聞いちゃう!大歓迎? 大歓迎! もうひとつどう?無限にっ 食べちゃいそうでこわいですそれが狙いです!皆さんはいかがですか?ふたりは似てるところがたくさん離れていても美味しいシアワセ追いかけてるのはい、テイクケア!楽しんで何しましょうか よきモーニング芳ばしい空気吸いこんで お鼻ぴくりん絶好調はい、テイクケア!がんばっちゃいなよパン効果で よきモーニング意外なひとに出会えそうって青い空が誘ってるよ知ってる道よりも 知らない道のこと気になっちゃう日だ そんなモーニング わくわくしてきた!だから遠回りしたらおもしろそうパンパワーでいつもと違うセカイが見えそうでラ・ラ・ラ!はい、グッドモーニング!ためらっちゃってた昨日はもう過ぎたっけ?新しい私になれるそれが朝の朝らしさです ラ・ラ・ラ!ラ?モーニング!はい、グッドモーニング!また今日も始まったんです おはモーニングコーヒーの香りでもっと お目々ぱちりんめざめてはい、グッドモーニング!がんばっちゃうよとパン食べて おはモーニングステキなことが起こりそうって晴れた空を見上げるのラ・ラ・ラ!空が誘ってるよラ・ラ・ラ！ラ？モーニング 2017
87 Party Party どんなパーティー?みんな呼んで一緒に楽しもうTea Party Sweet PartyLan Lan La-La-La 歌いたくなるねTea Party Sweet PartyLan Lan La-La-La だから会いたいね ラン♪どんな顔で喜ぶか想像してみた驚いてお口ぽかーんかな?それも可愛いかなって思うからワクワクと準備からゆかいな気分オトナは意外と オトナじゃないねParty Party どんなパーティー?みんな呼んで一緒に楽しもう昼間だけどキャンドルも 飾りたいね飾ろうよリボンかけたパウンドケーキおみやげにしようか?思いついたこと全部してあげたいってときめいてるほらほらっ 素敵な Surprise Dayはやくおいで!Fantastic Rabbit HouseFantastic Rabbit Houseようこそ ようこそ 甘い香りが始まりの挨拶Fantastic Rabbit HouseFantastic Rabbit Houseようこそ ようこそ 特別な今日だけの Party TimeTea Party Sweet PartyLan Lan La-La-La 歌いたくなるねTea Party Sweet PartyLan Lan La-La-La だから会いたいね ラン♪いつでもにっこり最高たまにはしょんぼり残念そんな感じ でもいまこの場所はハッピーですみんなで元気にやってくのって大事なことで笑いながらオトナをがんばろうParty Party どんなパーティー?みんな呼んで一緒に楽しもう小さな花を飾る小瓶は淡い想い出色の硝子誰も知らないから ひとりでちょっとだけ目閉じて開けたらすぐ賑やかな声が飛びこんで忙しくばたばたっ 素敵な Surprise Dayさぁさおいで!Wonderful Rabbit HouseWonderful Rabbit Houseごゆっくり ごゆっくり 熱いからどうぞ気をつけて飲んでねWonderful Rabbit HouseWonderful Rabbit Houseごゆっくり ごゆっくり ほろ苦いチョコレイトクッキーが美味しいって思っちゃった?オトナ味です!終わらないで キャンドルの明るさちょっと切ないねそれはきっと伝わって じゃあもう一杯おかわり思いついたこと全部してあげたいってときめいてるほらほらっ 素敵な Surprise Day…終わらないFantastic Rabbit House 2017
88 おとな おとな おとな的なコトはおさけ おさけ おさけ嗜むコトですたぶん苦い? わりと甘い?どちらでもうろたえず いただけるでしょうかノンアルカクテルくらい練習してみませんか 私といっしょにちょっと気怠い顏なんて…似合わないですよね瓶がかわいいモノでもあなどれない香りです 倒れそうですいつか平気な顏でぐっと飲みほせるでしょうかブラックルシアン わー濃いでしょうアモーレ、ナダールかなクリスティーナ シェイカーふって夜が夜がはじまるなにか起こりそう 謎のときめきやーやーやー どうなっちゃうんだ?溶ける氷 カラリと鳴る それだけでおとな世界秘密のバーが開いて誰がいるの? 誰がくるの?それはまだ内緒だと 言ってみたいですねおとなには楽しい時間もこどもには眠くなりそうロックグラス持つ日は遠いのです考えても 考えても それだけじゃわからないたしかめる日がきたらたぶん苦い? わりと甘い?どちらでもうろたえず いただけるでしょうかアイリッシュコーヒーからチンチュリーヤ、サルマとかブラックローズは夏の味?夜は夜はこれからなにか起こりそう 想像がひろがるやーやーやー どうなっちゃうんだ?溶ける氷 カラリと鳴る それだけでおとな世界秘密のバーが開いて誰がいるの? 誰がくるの?それはまだ内緒だと 言ってみたいですねおとなみたいに、ね!COCOATIC BAR 2018
89 (うぇーるかーむ かもーん)アイスココアで 乾杯しよう(わくわく!)好きな料理 食べてね特大メロンパンも(メーロン!メーロン!)おいしく焼けたよ ひとつどうぞ味見はしてない だけどね 味の保証する!パンパカパンのパーティーをしよう はじめようギュッとハート重ねて サンドイッチ密着タイムみんなが同じ場所にいるだけでおめでとうクラッカーと笑顔がはじけていくよ拍手したらパーカパパン! 騒ごう!ビンゴ大会 お待ちかね(ドキドキ!)みんなの期待 高まる1位の賞品は(なーんだ?なーんだ?)私をもふもふする権利いらない!? いるよね?? いるでしょ!! 1年分だよジャンジャカジャンのジャムパーティーをしよう そうしようよちょっとハートとろけて 甘くなって誘惑タイムみんなが同じ時間過ごせたらうれしい今夜は休むヒマが誰にもない音に乗せてジャーカジャジャン! 踊ろう!プログラムがぎっしりで 全部できないかも!?きまぐれにおまかせ 割り込んで自由企画バツゲームも待ってるよ サプライズも満載笑顔にする! 私の仕事!パンパカパンのパーティーをしよう はじめようギュッとハート重ねて サンドイッチ密着タイム今夜は無事に帰れないよ 覚悟してね決めた!お泊り会突入 みんな寝かせない!遊ぼうずっと終わらせないパーカパパンパン!パーカパン! 騒ごう!(うぇーるかーむ かもーん)ずっとパーティー楽しいが楽しいをつれてくるから(うぇーるかーむ かもーん)パンパカパンのパンのパーティー2018
90 どこへ行きましょうかっ みんなで考えてとまらない好奇心で わーいわーいトライ!じゃあねって手を振って くるりと一回転おんなじ笑顔で またまた会いましょう新しいなにかに呼ばれてる(呼ばれました)聞こえないふりダメです(わかりました)踏みだす勇気が欲しいなら一杯飲んでみますか? コーヒーでも(入れたてなんです)かわる かわる 夢も季節もときめきも(こころは)つぎの場所へ向かう準備をはじめましょう(届いた)メッセージ それは未来からかも(未来のわたしはどうしてる? 誰かのとなりで笑ってる?)だからがんばりましょうっ みんながそれぞれにさがしてる明日があるってステキです(楽しみです)もっと もっとひろい世界知りたくて(知りたくて)背伸びして開いてみましょう 希望の窓じゃあねって手を振って くるりと一回転おんなじ笑顔で またまた会いましょうすばらしい発見しましたよ(なんとなんと?)思い出はつながるんです(あのときへと)なかよく遊んだ時間へとちょっとさみしくなったら飛ぶんです(コーヒー飲んで)めぐる めぐる 夢は季節はいつまでも(こころに)浮かぶ想い 甘くおいしくほろ苦く(まっしろな)ホイップがゆれる カップ持ったまま(未来のあなたにあげたいな 一息ついてと言いながら)どこへ行きましょうかっ みんなで考えておもしろい明日にしたい私です(おもしろくです)とおく とおく離れたってだいじょうぶ(だいじょうぶ!)すぐ会える気がして 泣いたりしないのですだからがんばりましょうっ みんながそれぞれにさがしてる明日があるってステキです(楽しみです)もっと もっとひろい世界知りたい 知りたい希望だけはたくさんありますよどこへ行きましょうかっ みんなで考えておもしろい明日にしたい私です(おもしろくです)とおく とおく離れたってだいじょうぶ(だいじょうぶ!)すぐ会える気がして 泣いたりしょんぼりしたりはしないのですじゃあねって手を振って くるりと一回転おんなじ笑顔で またまた会いましょうわーいわーいトライ！ 2018
91 今日はなにをしようかな? (ひとり)バイトお休みだし (日曜日)シャワーあびたら 朝ごはんコトコト鏡の前で くるりとポーズ久しぶりにおでかけもいいよね(大事な) お気に入りのスカート(やっぱり) リップはピンク(できた) 新しいカチューシャ 探しにでかけよう!どこにでも行ける なんにでもなれるなんてさすがに言いすぎ?24時間の フリーなヒトトキまぶしい・たのしい・うれしい・すてきちょっといい気分で 深呼吸ちょっとおしゃれをしたり (似合ってるのかな?)ちょっとハミングしてステップふんで (特別な)待ちに待ったholiday運命的に出会った (いいね)大人色カチューシャ (どうかな)長いリボンがゆれるよ ふわふわショーウィンドウに 映る姿はほんの少しだけセクシー? なんてね(でもね) これも悪くないよね(なんだか) くすぐったい(さらり) 髪をかきあげたら 風が吹き抜けたしたいことぜんぶ 叶えてみたいななんてさすがに大げさ?24時間の フリーなゴホウビまぶしい・たのしい・うれしい・すてき(あれれ) なにかが足りない(どうして) そんな気がするんだ(それは) もう分かってるよね(会いたい 人が いるよ) 新しいカチューシャ(はやく) みんなに見せたい 今すぐ!どこにでも行ける なんにでもなれるなんてワクワクしたけど気づけばいつもと おんなじ一日でもね 私 これがいいのしたいことぜんぶ 叶えてみたいななんてもしも思っても一番さいしょに 浮かんでくるのはまぶしい・たのしい・やさしい・えがおちょっと高いヒール 背伸びしてちょっと髪を直して (これでいいのかな?)ちょっと早歩きでいつもの場所へ(最高の) 私のhappy holidayHappy Holiday 2018
92 「パッと！花咲くティーポット」 うわぁ！どうしよう　うわぁ！どうしよう　うわぁ！大変だ！！ いきなりパーティーしようって　まぁ、それはいいけど ウチでやろうって決めたのだれ！？　こんなに狭いのに！ お部屋のお掃除をして　お皿も用意して あと何をしたらいいの？　やだっ！リンリンリーン ドアベル鳴った！？ みんなの顔見たら心配なんて忘れちゃったよ 料理を持ち寄ったら　気づけば贅沢パーティー パッと！ガラスのティーポットに花が咲くように 笑顔の花が咲く　色とりどりキレイだな Make Me Happy♪ 手作りのハーブクッキー　みんな食べてくれた この部屋から溢れるくらい　幸せがいっぱい 次のトークテーマは何？　怪談はやめなさい！ そのはなし何回目よ！？　自由すぎ！　ツッコミきれない！！ おかわりどうかしら？　しゃべりすぎて喉が渇くね とっておきのティーカップ　今日は大活躍 おっと！私のシュークリームなくなってるよ！？ 食べた犯人だれ！？　てんやわんや大騒ぎ Make Me Smile♪ さぁ！騒いで　さぁ！はしゃいで　さぁ！盛り上がれ！！ はい！コーヒー飲んで！　ハイテンションで　はい！盛り上がれ！！ なんでだろう？ みんなとパーティーするだけでもう別の世界みたい いつもさみしいテーブル　にぎやかで楽しい！ パッと！ガラスのティーポットに花が咲くように 笑顔の花が咲く　色とりどりキレイだな Make Me Happy♪ パッと!花咲くティーポット 2018
93 今は少しお預けね ビター味もおいしく感じるよ オトナがお砂糖を入れないのは 甘くて楽しいこと　知っているから そのうち分かるから待って！ テキパキ朝から忙しい 来るぞ　朝ごはんの時間(ファーストコンタクト) スマートにこなして 動かすのよ　口も手も 予想外のハプニング 大丈夫よ　落ち着いてね 慌てたところで解決しないよ ちゃっかり休憩　ティータイム ビター味の穏やかなひととき “働き上手”なら“休み上手” 休めるときに休む　それが大事なの 自分のことも可愛がって！ 毎日同じ繰り返し つまらないって顔して それじゃ何も起きない サプライズを仕掛けよう 驚かせて　驚いて 楽しませて　楽しむのよ 想像はナナメ上を超えるもの ちゃっかり夜のティータイム 好きな小説　読みふけてまったり オトナが眠るのが遅いのはね たくさん楽しいこと　知っているから もしも迷ったときは 私のマネをすればいいよ お手本はすぐ近くに いつも心配なんていらない ある日きっと訪れる 苦手なもの　スキになれるときが オトナになるほどに　不思議だけど スキな味が増えるよ 今は少しお預けね ビター味もおいしく感じるよ オトナがお砂糖を入れないのは 甘くて幸せなこと　隠しているから まだ教えない！ Bitter Tea:Time 2018
94 ShaLaLaLa… LaLa… ありがとう ShaLaLa… 来てくれてありがとう 今日はお店のアニバーサリー 感謝のキモチのパーティー 最後までごゆっくり楽しんで 森のキノコのサラダ 自慢のバゲット食べ放題 お肉はマスタードソースで デザートは木苺のジェラート キャンドルが並んで お花も華やかで シンプルだけどオシャレな テーブルコーディネート　お出迎え 今日という日が　あなたにとって どうか　ステキな日になりますように 心を込めて　準備をすれば 最高のおもてなし また来年も　ずっとこれからも いつだってこの場所で笑顔に会いたい 大事な人に　いつもありがとうを 伝えるアニバーサリー たくさん作ったのに あれあれ？もう食べちゃったの？ おいしいのひとことが 何より私の幸せ おかわり作ろうと キッチンに入ったら 手伝いたいとやってきて 気づけばみんなで料理パーティー 思い返せば　時が経つほど うまくできることが増えていったね 失敗をした　あの思い出も 今では笑えるね 急に完璧に　こなせなくても ちょっとずつ　お姉ちゃんらしく変わってく この1年のみんなの成長を 喜ぶアネバーサリー おみやげも用意したから　忘れないで (はいどうぞ) 帰ってもおウチでもにこやかな楽しみが ずっと続くよ 今日という日が　あなたにとって どうか　ステキな日になりますように 心を込めて　準備をすれば 最高のおもてなし また来年も　ずっとこれからも いつだってこの場所で笑顔に会いたい 大事な人に　いつもありがとうを 伝えるアニバーサリー ShaLaLaLaLa… (ありがとう ShaLaLaLa….) (ありがとう LaLa…) とびっきりアネバーサリー 2018
95 春色のスカーフをまとって ゆったり行きましょう 雨降りの日も　晴れ模様の笑顔 予定は決めずにマルシェをぐるり 赤いパプリカ　とっても綺麗 悩める乙女の時は過ぎて いま身も心も軽やか Fu・Fu・Fu どんなにせわしい日々の中でも あくせくしない　ラ・エレガンス きらめきが溢れる街並みと 大好きなCafe 喜びはそう　すぐそばにあるもの 枝先で揺れる木の葉が歌う 愛しい想い　伝えるように ぴたりと止まったペンの先を 見つめていますと仄かに Wa・Wa・Wa では本を開き　コーヒー飲みましょう 切り替え上手　戸惑わない　ラ・エレガンス 大人はきっと胸の奥に　鏡をひとつ持ってる しぐさはどう？　思いやりはどう？ 指差しで確認して　素敵なレディになるのです あちらこちらから楽しそうな 声が聴こえます　つられて Fu・Fu・Fu さあ　今日も踊るような気持ちで 刻むストーリー　ああ素晴らしい　ラ・エレガンス ときめくEveryday それではごきげんよう♪ ラ・エレガンス 2018
96 Shalalala, starry night for us Shalalala, starry sky for 明日 Shalalala, starry night for us Lalalala, starry sky for 明日 今日も一日ありがとう　そう思える夕焼け グラデーション　無口な青に茜溶けたら さあ　仕事はもうここまで 屋上にテーブルとチェアをセットしておきましょうね ああ　こころ羽遊ぶ 乙女たちも今宵は花のオーケストラ こちらも咲かせましょう グラス空にかざして星泳ぐひとくちの夢　お疲れさま乾杯 他愛もないお喋りに揺れるランタンの灯 バケットには今日はジャムじゃなくてハニーナッツとチーズ そんな計画 シュワシュワ弾かせて　ふわふわ浮かばせて また明日のために　流星ガーデン まあ　お客様ようこそ！本日の特等席 グリッシーニディップからどうぞ さあ　遠慮なしですよ ゆっくり夜風のワルツ頬に踊り始め 笑顔あたたまるでしょう グラス空にかざして貸切の星空のフレーバー　お久しぶり乾杯 頑張らない、も大切　ゆったり笑い合えば 時間の雫はとろみを増して　艶めくオフタイム そんな贅沢 グラス空にかざして星降ればひとくちの夢　叶えましょう乾杯 みんなで集まるほど美味しい楽しいって大人になっても同じですね いつかあの子たちと…　そんな計画 シュワシュワ弾かせて　ふわふわ浮かばせて また明日のために　流星ガーデン 流星ガーデン 2018
97 大人になったなら　やりたいこといっぱい　あれもいい　これ素敵　飛び出そう！ 今夜はみんなで大騒ぎ　ごちそういっぱい買い込んで 私　ミニのスカートで　ハイヒールはいて　赤いスポーツカーで乗り込むの お買い物はカードです　(しかもゴールドで)　キスマークがサインの代わり 夜中だって眠くない　だから　メイクしてドレス着て　いますぐに 行くよ！　きらきら星集めて　うきうきステップふんで　ミッドナイト・パーティーしよう ほらね　しゅわしゅわシャンパンあけて　わくわく乾杯したら 特別な　(憧れの)　夜がはじまるよ 私なら　なんだって　できるはず　だって大人だもん 怖いものなんてなにもないの 大人になったなら　やりたいこといっぱい　あれもいい　これ素敵　飛び出そう！ 今夜は朝まで大はしゃぎ　いつものなかまも大集合 みんな　ドレスアップして　ちょっと背伸びして　だけど頭の上にはもふもふ そのリップセクシーですてき　(大人の選択)　これおいしいよ一口どうぞ お酒だっていけちゃうよ　だから　張りきってノリノリで　いますぐに 行くよ！　ぱくぱくごちそう頬張って　わいわいおしゃべりして　ミッドナイト・パーティーっていいね ほらね　どんどんスピードあげて　まだまだ夜は長い 大人でも　(変わらない)　一緒が楽しいな 私たち　どこまでも　行けるはず　だってみんなだもん 楽しいことだけしかおこらないの あれれ？　なんだかへんな感じ　私って大人だっけ？　もしかしてこれって夢だね いつか　ミステリアスでセクシーなホントのレディになるから　みんな　も一度　パーティーしよっ！ ねえゆびきりだよ？ きらきら星集めて　うきうきステップふんで　ミッドナイト・パーティーしよう ほらね　しゅわしゅわシャンパンあけて　わくわく乾杯したら 特別な　(憧れの)　夜は終わらない 夢がいま　覚めたって　平気なの　だってすぐだもん 一歩ずつ未来に近づくから 大人になったなら　やりたいこといっぱい　いまはまだ　でもきっと　飛び出そう！  ミッドナイト・パーティー 2018
98 いざあそべ　いざすすめ　ウェルカム ピンポンを鳴らしたら冒険の始まりなんだ “パーティー”ってつまりそういうことでようこそ♪ じゃんけんで選んでね　魔法使い？エルフ？剣士？ ドレスコードOK!　記念撮影 ファンタジーも　(意外にさ)　運動から！　(かーるく) 罰ゲームありのフルーツバスケットを全力で いざあそべよ勇者たち　笑って笑ってレベルアップ 退屈なんてやっつけちゃう　おやつで回復 クッキーの中にメッセージ　宝探しのヒント 次の予想ができないくらい　めいっぱい遊ぼう 半分飲み込んじゃったメモは「…衣眠る森」 庭の木登り　はっ、としたきみは大正解 開けクローゼット！　リボンを掛けた箱いっぱいの マドレーヌとフィナンシェ　ぱぱーん☆とクラッカー ラスボスも　(案外さ)　本気になる　(やっぱりね) 人生のゲームひとコマ　ドライブ気分で いざくつろげ勇者たち　みんなでみんなでレベルアップ 部屋中のぬいぐるみ召喚で最強 物語にないような楽しすぎるパーティーを 次の予想をさせないくらい　めいっぱい一緒に いざあそべよ勇者たち　笑って笑ってレベルアップ 退屈なんて最初っからどこにもないでしょ！ いざすすめよ勇者たち　みんなでみんなでレベルアップ 今日の気持ちセーブしよう　忘れない忘れない 物語にできないような楽しすぎるパーティーを 次のゲームはもう始まってる　めいっぱい遊ぼう ぱりぷれいやー!! 2018
99 ステキな　おとなのレディに わたしも　いつか　なれますか？ ハイヒール　かっこよく　歩かなきゃ… あっ！　そうか！　わたしは　トウシューズにしよう 真っ白な　ドレスあこがれる パーティは　ふわふわ　チュチュを はくとか　ダメかな？　たぶん…　オッケーだよね！？ un deux trois　トゥモロー 背伸びして　イメージするの いまなら　紅茶も　ブラックで飲めるっ！ un deux trois　トゥモロー つま先が疲れちゃうね… おとなは　大変だね　でもでも　なりたいの いっぽ　いっぽ　un deux trois ステキな　おとなのレディに どおして　バラの香りするの？ まさか…　トゲごと食べてるとか？ あっ！　そうか！　花びらだけ食べればいい 真っ赤な　リップは何味？ イチゴか　さくらんぼ　りんご 甘くて　酸っぱい　たぶん…　ビタースイート！ un deux trois　トゥモロー わからない　セカイだけど いまなら　バーにも　ひとりで行けるっ！ un deux trois　トゥモロー きっとすぐに　寂しくなる… おとなは　すごいんだね　いつでも　強いんだね いっぽ　いっぽ　un deux trois un deux trois　トゥモロー 背伸びして　イメージするの いまなら　紅茶も　ブラックで飲めるっ！ un deux trois　トゥモロー つま先が疲れちゃうね… おとなは　大変だね　でもでも　なりたいの いっぽ　いっぽ　un deux trois あん・どぅ・とろわ 2018
100 招待状　夕焼けベールに乗って ふうわりふうわり　みんなまで届け 「ねえ土曜日　夜更かしをしませんか？ 一緒に一緒に　お待ちしてます。」 ひとりなら普通のこと　みんなとなら特別 星がまたたく夜 パジャマでふわってしよう　朝まで輪になって 順番にバスタイム　シャボンの香りっていいな ぱたぱたお布団をクロール　競争だぁ～ おやすみは言いたくないのまだ　これからだもん ようこそ　パジャマプラネタリウム 内緒話　シーツに隠れてたら だあれ？だあれ？　上からぎゅ～された おきまりなら枕投げっこ　よーいスタート ぽふりぽふり　笑顔も飛ぶよ ひとりではできないこと　みんなとならできるよ 楽しすぎてどうしよう パジャマでファッションショー　みんなみんな優勝者 なんてハッピーダンスタイム　窓の星よりきらりん もしも寝落ちたら落書きされちゃうの？ 終わらないね　おやつお喋りゲーム 色とりどり光る　パジャマプラネタリウム ひつじたちと夢うつつスープルソー すやすや誰かな　最初のドリーマー パジャマでパパパーティー　朝まで輪になって 手作りハニースコーン　ホットミルクとどうぞ あったかいのくすぐったい　眠くって眠く…ないっ！ おそろいの朝寝坊をしましょう　これからだもん ようこそ　パジャマプラネタリウム パジャマプラネタリウム 2018
101 チャンスは一度だけあげる♥(おやつにゲームはいかが？) 甘兎流ロシアンルーレット(リボルバー♪順番ね、どうぞ！) 恐怖ほど飼い慣らしたいわ(中身は上質なあんこ) 当たれば甘いってハズレ？アタリ？(引き金引けばわかる) 息を止めた1秒が終わらない…！ どうする？(どうしたい！？) 今だわ！(だめだめ！) 教えて！(トリガー！) さあ召し上がれ 運命のひとくちは浪漫(誰のせいでもないわ) 五感を研ぎ澄ませたら(指先と相談) こんな種類のドキドキは知らないわ(魅惑的スパイス) ね、食べるまでを味わいましょう♥(ごめんねロマンティストなの) だけど夢は狙い撃ち　未来をスナイプ 目標じゃなく予定！　黄金時代へ 社長椅子には看板娘　それは黒蜜滴る野望　素敵な野望 なーんて♥それはさておき 嗜むロシアンルーレット(ちょっとした気まぐれ) 緊張と悦楽のパッション(だから面白いの♪) もしも当たったらお茶があります(ひとつは青汁) そう！私だって同じリスク(一か八かを味見したい) まだかな？誰かな？次かな？うふふふ どうかな？(ぐるぐる！) まさかね？(あるある！) お願い！(トリガー！) さあ召し上がれ 運命のひとくちは浪漫(誰のせいでもないわ) 五感を研ぎ澄ませたら(指先と相談) こんな種類のドキドキを知ったら(必要悪みたいに) ね、食べるまでを味わいましょう♥(濃いめの浪漫テイストを) 私と浪漫ていすと 2018
102 季節のお花を飾ったらお掃除 それからテーブルには彩りの和菓子 茶柱が躍るごきげんな予感は…当たりね！ 扉開き　いらっしゃいませ みんなで着物きてお茶会なの 私らしいおもてなしを　本日、甘兎日和 ハートひと筆書き　スペシャルお品書き ねえひとくち換えっこ　女の子だもの♥ 「美味しい」の蝶々が羽広げ飛び交う このしあわせ　例えばこしあんのまろやかさね 食べてる一瞬の偶然の沈黙に びっくり笑っちゃえばハッピーアンスクリーム お抹茶の次はおかわり抹茶ラテ 誰かな～？顏見合っておひげナンバーワン それでは張り切ってカラオケ大会 デュエットしたい　マラカスがいい　最後はララ♪大合唱 ふうっとひと息つき　めくってお品書き カーテン締めはじまる怪談　裏メニュー そわそわ聞いてたら…あれれ？笑い話！ このドキドキ　例えばつぶあんのアクセントね ハートひと筆書き　夕焼けお品書き 一番星を見つけに　みんな出かけましょう 甘兎日和なり　お茶会物語 見送るのはさみしい… お散歩を理由にして　もう少し一緒に♥ 物語、次のページ お茶会物語 2018
103 琥珀のさざ波 注いだグラスに ネオンも踊るよ 夜の虹をシェ・イ・ク 眠気飛ばせば 時の引き金が 見知らぬ素の自分 魅せたくさせる　wonder 秘めた胸に 沈めたチェリー 色づいた 乙女心　気付いて 0時過ぎれば なぜか謎めく 多面体のHeart　本音が反射 そっと秘密を 明かせばご用心 その懐へと忍び込むよ 負けん気と弱気 真逆な性質(さが)　抱き 自意識？美意識？ デュアリズムをシェ・イ・ク 意外なレシピ ペルソナの奥に 私も知らない 私見つけたい　flavor ひとしぼりの 自信を注ごう ステアして 未知の味は スリルね 0時過ぎれば ほろ苦さだって 魅惑的なWonder Cocktail 翻弄したいな らしくないMidnight なぜか心地いいよ 目覚めてく　めくるめく　夜は続く 上手におだてたら 淑女にも変身するよ 0時過ぎれば 愁いも武器に 多面体のHeart　本音がきらり 0時過ぎれば ほろ苦さだって 魅惑的なWonder Cocktail 翻弄したいな らしくないMidnight 酔いしれて演じたい 生きるってオリジナル・カクテルだね 0時過ぎのWonder Cocktail 2018
104 Ah　いわゆる女子会ってやつかな どうすれば正解なんだろうか　ミッションは目前 Ah　もてなす訓練をつんで 部隊　士気は向上　いざ可愛さチャレンジ ほほえみアフタヌーンティー　優雅にディナーして 夜にはみんなでガールズトーク そんなわけなかった　おしとやかさよサヨナラ 眠らないParty time! パジャマでランページ　枕でシュート　サバイバルゲーム これくらいにぎやかな方が　私たちらしくって きっとこんな日がever more 高まるボルテージ　想像とちょっと違った 引率の先生気分　眠気でハイテンションだ Let me　混ぜてくれ　Midnight crew さあ　朝だぞ　起床時間だ 部隊　沈黙、応答なしだ　全滅ジ・エンド めざましモーニングコーヒー　陽気にランチして 午後にはみんなでショッピングモール 計画たおれた　華やかHolidayサヨナラ 仕方ないプランB! ゆうがたモンタージュ　全てをちょっと　つまんでくレース 閉店間際の攻防だ　私たち優勢で もっといけるぞhurry up 最後はパンケーキ　スパート　勝利つかんだ 作戦は成功　it’s cool　くたくたエンドロールだ またこんな日に出会いたいな パジャマ　ひとりの夜　枕にダイブ　顔埋めて こんなに　静かな部屋がさみしく思うなんて もうみんなに会いたいや 高鳴りフォルティッシモ　想像をずっと超えた 作戦新しく立案　期待でハイテンションだ One day　再会のMidnight crew Let’s join us!　Partyなミッションは継続中 目標をロックしてServe　カ・ン・ペ・キ！ Let’s join us!　Partyなミッションは継続中 常勝無敵で　今日も開戦だ！ 無敵のMidnight crew 2018
105 大人は誰でもなれるんです　たぶん いつの日かって　わからない 楽しみです　まさかの資格制ですか？ どんどんどんな私へと大変身 それを考えると　ワクワクしてなかなか眠れない ぴょこたん　(ぴょこたん)　こころ　(踊る) 窓のそとに流れ星が きらりん　偶然です お願いしたくて呼んだわけじゃない たまたまお空に流れてきただけですよ だけど　お願いしましょう 大人へ遠くないミライになってます えっと…何年か　わからない 二十歳になっただけでは　ちがう気がします だんだんだんと私にも大接近 きたるべき運命に　ドキドキしてやだやだ眠れない ぴゅららん　(ぴゅららん)　カーテン　(揺れた) 月明かりがキレイですね ぽろりん　ヘンなんです 涙がでそうで悲しくないのに しずかにお空をながめていました 今夜はちょっと　おとなの気分？ きっときっと自分から　なにかなにか見つけたら きっときっとその時に　わかるのでしょう 流れ星はお願いを聞いて　忘れてしまって 願ったひとも忘れて　ちょうどいいんでしょう きっときっと自分から　なにかなにか見つけたら きっときっとその時に　わかるのでしょう どんどんどんな私へと大変身 それを考えると　ワクワクしたりドキドキして 眠れない目が冴えちゃって ぴょこたん　(ぴょこたん)　こころ　(踊る) 窓の外に流れ星が きらりん　偶然です お願いしたくて呼んだわけじゃない　たまたま流れて ぴゅららん　(ぴゅららん)　夜空　(夜空) 月明かりがキレイですね ぽろりん　ヘンなんです 涙がでそうで悲しくないのに しずかにお空をながめていました 今夜はちょっと　おとなの気分？ ああ　今夜はちょっとセンチメンタルですよ センチメンタルごっこ 2018
106 あしたのパーティー　ドキドキです “ヒミツのおもてなし”で　お待ちしてます 勇気を出して誘いました　手書きの招待状 おめかしをしたラビットハウス　ふうせん飾って派手すぎたかも 教えてもらったカレーライスには コーヒーを少し　隠し味に入れるのがポイントです いつもより照れる「いらっしゃいませ」 アットホーム　貸し切りです 常連さんでも知らないような 裏メニューごちそうします　今日は特別 てるてる坊主　窓の横にちょこんと吊るしました 室内だから関係ない…？　だけど晴れるとなぜかうれしい 次は何しましょう？　クロスワードより みんなで遊べるボードゲーム　どこからか出て来ました それぞれみんなをイメージした ラテアート　飲んでください ひと息ついたらゲーム再開 このまま楽しい時間　続いてほしい お別れの時間　渡したプレゼントの中に入れた手紙 “ありがとう”のキモチ 今頃、気付いて読んでますか？ どんな顔していますか？ 喜んでいたら何よりです ステキな忘れられない1日でした ヒミツのおもてなし 2018
107 Do you know? 知ってるかい？ アルバムをめくった写真に写ってない思い出を教えよう 背中で語るというけどいつでも見守ってる さりげなく言葉以上のフォローができるように 何事もStudy そのうちにTwenty いつか呑み明かすときも来る 焦らずにAll Right 毎日のMagic 君らしく月日重ねて Ready Ready Ready Ready Ready To Enjoy いつも Have a Nice Day 楽しんで今だけの時間 そうさ Have a Nice Drink 味わって 見過ごさないように とっておきの一杯を What's Wrong? どうしたんだい? 鏡とにらめっこ早く大人になりたい そんな顔をしてるね ちょっとだけ背丈が足りないドレスもすぐ似合うさ 高価なものを持つ前に心に余裕持とう もうすぐさSteady 輝けるLady 今はまだ待つのも仕事さ いつの日もFace Up めぐってくるGood Luck 理想の自分にも追いつく Easy Easy Easy Easy Easy Going 今日もStep To Right Side 回り道しているようで そうさ Step To Right Side 回り道しているようで 操作 Step To Left Side 近道をしているときもある 今は進むだけ 今日もI'm On Your Side おかえりとキミを迎えよう そうさHow Was Your Day? 顔見ればうれしそうとわかる いつもHave a Nice Day 楽しんで今だけの時間 そうさ Have a Nice Life 味わって 見過ごさないように とっておきの人生をHave a Nice Drink 2018
108 (ぴょんぴょん ぴょんぴょん ぴょんぴょん) (ぴょんぴょん ぴょんぴょん ぴょんぴょん)  あれれ!?コレなんだろう?引っこ抜いてみたら ロケット発射オーライ 空を飛べるにんじん さよなら小っちゃくなる青い地球 しばらく帰れないです 産地直送  IQフェーダー 下げたなら 楽しい以外 もうわからない 月に到着 Ready GO ミュージック 針を落とせ Tick-Tick ココロを縫い合わせ ツギハギのおんがく♪  ぷちょへんざ 耳出して (ぴょんぴょん) C'mon DJ まさかのうさぎ!? ぷちょへんざ 耳上げて (ぴょんぴょん) じゃんじゃん Jumpin' ぷちょへんざ☆ゆにばーす  (ぴょんぴょん ぴょんぴょん ぴょんぴょん) (ぴょんぴょん ぴょんぴょん ぴょんぴょん)  ここまで来たからもっと遊んでこう 飛び出す流星ジェットで旅はつづく  テンションフェーダー 上げたなら 無重力で ストレス：ゼロ キラリ太陽 ミラーボール 土星でスクラッチして ウマ耳に念仏 ウサ耳にEDM  ちぇけらっちょ しっぽ出して (ぴょんぴょん) パーティーピーポー !? 愉快なうさぎ ちぇけらっちょ しっぽ振って (ぴょんぴょん) ダンダン Dancin' いつでも☆ゆにばーす  キミと結ぶ大きな星座 ちょっと可笑しい!?カタチがヘンだ!! えびばでぃばでぃ☆ぷちょぷちょへんざ うさビームを撃ち放て  CLAP CLAP CLAP 手を叩け CLAP CLAP CLAP 作り出せ CLAP CLAP CLAP まだ足りない ステージにビッグバン  ぷちょへんざ 耳出して (ぴょんぴょん) C'mon DJ まさかのうさぎ!? ぷちょへんざ 耳上げて (ぴょんぴょん) じゃんじゃん Jumpin' ぷちょへんざ☆ゆにばーす  (ぴょんぴょん ぴょんぴょん ぴょんぴょん) (ぴょんぴょん ぴょんぴょん ぴょんぴょん)ぷちょへんざ☆ゆにばーす 2018
109 ハッピーバースデイソング想いを伝えたい年に一度のこの日はねえいっしょに ハピハピしましょう!ハッピーハッピー おめでとう歌いましょ ハピハピ♪大切なひとだよって知ってるのかな(言わなくちゃ)いまさらかな スキです(スキです!)もっとスキになりそうですよエスパーじゃないのみんな(ですね)言葉にして 声に出してかなきゃダメです(おっきい声だして)恥ずかしいなんてモジモジしてるのはもったいない ムダな時間なかよしタイムいっぱい持ちたいのです(なかよくしたい)だから区切りの良き日(いまだ!)勇気だして お祝いのうた(目の前で歌いたいのです)いいかな…聴いてください!今日は、おめでとう(ハッピー)おめでとう(バースデイ)!何回目だったっけって 忘れたふりで(ホントは)わかってるけど とぼけちゃう今日は、おめでとう(ハッピー)おめでとう(バースデイ)!ケーキには何本ロウソク立てたらいいかな(知ってる)予備もふくめて買っといた!ハッピーバースデイ出会いはふしぎだね(想像できなかったくらい)ハッピーバースデイ でもねうれしいバースデイハッピーハッピー おめでとう歌いましょ ハピハピ♪側にいたいひとだなって感じてますよ(いつだって)つまりとってもスキです(スキです!)ずっとスキでいたいのですよ以心から伝心でもね(きっと)限界ありますね 声を有効につかいましょう(さあさあ声だして)明日でもなんて後回し それじゃいつか後悔しそう感じたことすぐにカタチにして(届けたいから)そうです区切りの良き日(いまだ!)ココロからの お祝いのうた(ヘタだって歌いたいのです)いいよね…聴いてください!はりきって、おめでとう(ハッピー)おめでとう(バースデイ)!踊りだしたくなっちゃうような 拍手をパンパパン(叩こう)浮かれ気分が にあうねはりきって、おめでとう(ハッピー)おめでとう(バースデイ)!かんぱいはコーヒーですか? それともティーかな(お茶です)なんでもありです実はね!ハッピーバースデイだっていっしょにいれば(いっしょなら楽しくて)ハッピーバースデイ やっぱりうれしいバースデイ歳は取らない 重なるだけと(ヘリクツだよって?)取るより重なるほうがカワイイなパンジーたちのご意見です ですよね?今日は、おめでとう(ハッピー)おめでとう(バースデイ)!何回目だったっけって 忘れたふりで(ホントは)わかってるけど とぼけちゃう今日は、おめでとう(ハッピー)ハピハピ♪バースデイソング 2019



110 (ミルクにビター　スウィート　ホワイト　チョコレート) (キャラメル　ナッツ　クランチ　ボンボン　チョコレート) (ソルトにフルーツ　グリーンティー　ブラック　チョコレート) (あれこれ　どれにしようかな) そわそわ　どきどきした　雰囲気 街中にあまい空気　ただよってる 私たちってどういう　雰囲気 かしまし　三割増し　Let&#8217;s Go　バレンタイン 微熱　ゆっくり溶かして ふわり　なめらかに混ぜて いきおい任せ　それじゃNo No 集中　意識はスイーツの森へ チョコレート・アスレチック　カカオマスの丘を越えて ミルク色の川をくだる　お宝をめざして チョコレート・アスレチック　きっとたどりつく みんなのため　笑顔のレシピ 美味しくなれ　ほっぺ落とす　ジュエルたち (ミルクにビター　スウィート　ホワイト　チョコレート) (キャラメル　ナッツ　クランチ　ボンボン　チョコレート) (ソルトにフルーツ　グリーンティー　ブラック　チョコレート) (あれこれ　どれにしようかな) 秘密　箱にとじこめて くるり　リボンで結んで 乙女すぎるか　でもねYes Yes 綺麗　たまにはそんな日もいいさ チョコレート・コスメティック　肌の上を包み込んだ ラッピングは華やか　胸ときめかせる魔法 チョコレート・コスメティック　その目釘づけ みんなのため　おどろきメイク 可愛くなれ　ハートの中心　狙い撃ち 普段通りじゃ　言えないこと　伝えられる 言葉にするのははずかしいからさ　気持ちこめるよ チョコレート・アスレチック　きっとたどりつく みんなのため　笑顔のレシピ 美味しくなれ　ほっぺ落とす　ジュエルたち キラリ　かがやいて 私たちってどういう　雰囲気 笑い声　きらめいてる　バレンタイン チョコレート・アスレチック 2019
111 ため息白く　ふわりと宙に溶けてく 新しい日々が　近づいてきた 期待　不安ないまぜ　心そわそわしているんだろう でもね　大丈夫さ 昨日より今日より　明日はきっといい日だ 怖がらないで　うしろは任せてくれ ドキドキのはじまり 花びら開く　はらりと横を通り過ぎて 歩く姿を　想像してさ 大人　子供の間　心ゆらゆら動くけど 悪いもの( or もん)じゃないさ 頭では考え　胸の奥では感じて それでいいんだよ　私もそうしていくよ 笑顔で背中押す ひとりよりみんなで　抱えたものはシェアして 軽くなったなら　歩き出してく準備はできた 昨日より今日より　明日はきっといい日だ 怖がらないで　うしろは任せてくれ 踏み出した一歩　ドキドキのはじまり ドキドキのはじまり 2019
112 よく晴れた日　青い空に思い出す最初の日 真新しい制服はまだ少し大きかったでしょう 小さなあの子たち　そう思っていたけれど みんなそれぞれの夢みて歩き出してる　今扉をあけて はなむけの風は未来向き　しあわせを心から願うよ 今日までの掛け替えのない日々が　背中を押してる旅立ち 春の匂いもうそこまで　この時を迎えたね どこまでも今の希望がずっと続きますように いつも溢れてた他愛ないお喋りも いつか立ち止まった時に支えてくれる思い出の羽だよ どうして涙がでちゃうんだろう　笑顔でおめでとうって言いたい程 みんなより泣いちゃってごめんね　愛しく嬉しい旅立ち はなむけの風は未来向き　しあわせを心から願うよ 1人ずつぎゅうっとしてあげたい　何度も何度も　何度も どうして涙がでちゃうんだろう　笑顔でおめでとうって言いたい程 今日からの新しいスタート　あなたの未来へ旅立ち おめでとう　最後は笑顔で 3月の扉 2019
113 バスケット両手に抱え　特急電車でゴー 手渡そう　サプライズ！！ さあ腕まくり焼きましょ　パンを 届けたい　特別な今日！あの街まで 妹たち「いつもありがとう」を 冷めないうちにデリバリー つい小麦粉とお喋りしちゃうの (美味しくなれなれ～♪) 気持ちもちもちな幸せ笑顔見たいな 待っててね　ホットホワイトスペシャルデー 膨らむときめきは　ふんわり焼きたてのパン バスケット両手に抱え　特急電車でゴー 手渡そう　サプライズ！！ さあ着きました　急がなくちゃね 心だけ走ってスキップ　あの店まで そっと窓から覗いてみましょうか ふふ　ほっぺがゆるりららん 変装しよっか　それとも手品か (うきうきわくわく♪) 今日のとこは正面突破　ジャジャーン登場！！ 会いたかった　ホットホワイトスペシャルデー びっくりする顔をもふもふ　片っ端から プレゼント届けに来たよ　感謝のお返しね 3月14日[ホワイト]サプライズ！！ パン冷めたけど…気持ちはあったかいままの「ありがとう」 みんなの顔見てたらね　来てよかったなってほんと嬉しい 会いたかった　ホットホワイトスペシャルデー 美味しいの笑顔をこんなにもらっちゃった！ バスケット空っぽになってハートはめいっぱいだよ やだ　逆サプライズ！！　また来るね♪ ホットホワイトデリバリー♪ 2019
114 ハルウララ　ハルウララララ… 桜舞う陽だまりに　新しい風 着慣れてる制服も　ピシッとするね キラキラと　いつもの街も輝いてる きっとそう　楽しい出来事が 起こりそうだよね　スキップして出掛けよう 今日は　キミにもキミにもおはよう 街中あいさつしたくなる 目と目あわせて　ハイタッチして 季節のトビラを開けて いつものセカイもリニューアル 昨日までと　ほら何かが違う ハルウララ　ハルウララララ… 新しいチャレンジをしたくなるよね 春らしい新メニュー作り出そうよ ふわふわの　桜色のラテはどうかな？ あれこれ　話した計画を すべて叶えよう　春だもん！できるはず 今日はステキな日になるでしょう わくわく予報100％ みんな笑顔の晴れマーク カラフルな花が咲いて しあわせ前線　やって来た 透明でも　ちゃんと見える 繰り返す季節でも　同じ春なんてない 少しずつ時は流れてゆく　いつでも だから　春・夏・秋・冬　巡って キミにもキミにも出逢えたよ いっしょに笑うためだよね 変わることもあるけれど リセットできないキズナだよ この先には何があるの？ まだまだ出逢いがあるよ たまには知らないセカイにも 勇気を出して飛び込んで ともだちたくさん増えて 知らない人がいなくなるよ 偶然だけじゃ　ものたりない キミにもキミにもおはよう 街中あいさつしたくなる 目と目あわせて　ハイタッチして 季節のトビラを開けて いつものセカイもリニューアル 昨日までと　何か違う それはきっと　思い出の数だね Spring Hello!! 2019
115 パスポートがない！？　道もわからない！？ どうにか間に合い　TAKE OFF ここはオランダ　風車がぐるり 色とりどりのチューリップ　キュートだね ここは中国　万里の長城 しろクロパンダはどこ？　もふりたい オーストラリアで　コアラ見て 南極のペンギン　写真撮ろう どこどこどこ　行こうか？ とことことこ　歩いて セカイ飛び回り　1周！2周！ まだまだまだ　広いよ 知らない場所ばかりだ 「はじめて」さがす旅　キミとしよう ここはドイツだ　どこのドイツだ？ ソーセージ食べすぎ　もうないよ ここはアメリカ　自由の女神 好きなもの重ねよう　ハンバーガー ロシアのボルシチ　どんな味？ イタリアのピザ　外せないね どれどれどれ　食べよう？ むしゃむしゃむしゃ　おかわり セカイまるかじり　でっかいひとくち まだまだまだ　食べたい 知らない味ばかりだ お腹が鳴る音も　国際的だ 大きな地図を広げながら 妄想の旅　おもしろいね！ どこどこどこ　行こうか？ キミキミキミといっしょに 心の地図が広がってゆく やだやだやだ　帰らない でもでもでも　やっぱり いつもの街もスキ どこどこどこ　行こうか？ とことことこ　歩いて セカイ飛び回り　1周！2周！ まだまだまだ　広いよ 知らない場所ばかりだ この次はホントに　旅をしよう トラブル!?トラベル!! 　 2019
116 まぶしい太陽 波の音 潮の香り ふわり髪ゆらすのに注文 配膳 お会計 あっちこっち目が回るの 海辺でアルバイト聞こえる にぎやかおしゃべり どうしていつもの みんながいるのよアイスティーどうぞ…っておかわりしすぎだからね? あの空にDIVEしたいのに海も街もどこにいても ほらはじまるよ ドタバタでハチャメチャでドキドキな一日海も街もどこにいても  もう止まらない ついてきてね?私達のとびきりsummer timeとはいえ続くよアルバイト 額の汗 ぬぐってふりむいたら見慣れた笑顔が手をあげた ちょっとケーキまで食べるの? ホントに自由すぎあれこれ海辺の計画 泳げばいいのに いつまでいるのよひょっとしてみんな 私を待ってくれてるの なんてさすがに期待しすぎ!?海も街もどこにいても ほら大騒ぎ キュンキュンでハラハラでスペシャルな一日海も街もどこにいても おさえきれない 遅れないで!私達のとびきりsummer time一人きり帰り道 誰もいないはずなのにサプライズ「遊ぼ!」やっぱり待ってくれてたんだねありがと SMILE 思いきり胸にDIVEした 行こう!海も街もどこにいても ほらはじまるよ ドタバタでハチャメチャでドキドキな一日海も街もどこにいても もう止まらない ついてきてね?私達のとびきりsummer timeせーので海までDASHなの!?負けないよっとびきりsummer time 2019
117 夜に咲く花びらが 大きく光り照らすみんなで空見上げた 思い出花火慣れない下駄で歩く 石畳の足音少しだけ遠回りしてみようまだまだ遊びたくて お祭りの夜大きな花火 見た帰り道私たちも花火をしようって線香花火 みんなでしたね小さな花火大会顔がよく見えなくてろうそくのまわりに集まってた夜に咲く花びらが 儚く綺麗に舞う胸の中にも咲いた 思い出花火蛍たちが光って 会話しているように私たちもおしゃべりをしたねこのまま時を止めて みんなでいたいりんご飴ひとつ 綿菓子ひとつみんなで分け合いっこしたねそれぞれ好きな色を選んだ虹色のかき氷金魚すくい とれなくてだけど楽しかった 不思議だね夜に咲く花びらが 儚く光り消える今日のこと忘れない 思い出花火鮮やかに誇らしく ずっと胸に残るよ夏の1ページに挟み込んだ栞のように いつか目印になる浴衣の帯そっとほどいても魔法は消えないよ星のようにずっと 友情の光は輝くの花火を見つめながら みんなで約束した"また来年もしようね"夜に咲く花びらが 儚く綺麗に舞う胸の中にも咲いた 思い出花火蛍たちが光って 会話しているように私たちもおしゃべりをしたねこのまま変わらないよ 時が過ぎても思い出花火 2019
118 みんな楽しみだよ 夜まで待てないよ祭りばやし 聞こえてきた浴衣が着たいよ 帯は苦しいけど袖まくり遊ぶのが なんだか好きなんだ射的に型抜き お小遣い足りるかな?計画?意味がないよ 気分で選びたい ねーっ!みんなで輪っしょい ちょいちょい輪投げ ひょいひょいいざ勝負 楽しんだ人が優勝だ取れても 外しても にぎやか大騒ぎ元気に輪っしょい ちょいちょい輪投げ ひょいひょい届くかな? 届くはず! 狙いを定めてキズナのどでかい輪っかいつだってみんなに 投げるからねこんなに暑いから かき氷食べたい焦りすぎて頭イタイ…!!舌を見せ合って 笑いが止まらないあお・みどり スゴイ色 エイリアンみたいだ焼きそば たこやき 青ノリは気にしない大きな口を開けて いっぱい食べようよ ねーっ!?お神輿輪っしょい ちょいちょい団扇 ひょいひょい街中がハジけてる 特別な日だね和太鼓 笛の音 ズンチャカ大騒ぎお祭り輪っしょい ちょいちょい踊れ ひょいひょい盆踊り ぐるぐると"円(マル)"を描こうよ笑顔の特大 輪っか大きく広げたら "縁"になるよ神様も毎日 退屈していたよお祭りを待っていたよお祭りが大好きだよ今こそ 集合!!いっしょに輪っしょい ちょいちょい行こうよ ひょいひょい夏休み最強のイベント開始だみんなで輪っしょい ちょいちょい輪投げ ひょいひょいいざ勝負 楽しんだ人が優勝だ取れても 外しても にぎやか大騒ぎ元気に輪っしょい ちょいちょい輪投げ ひょいひょい大好きとありがとう いつも感じるよキズナのどでかい輪っかいつだってみんなが 投げてくれるお祭り輪っしょい!! 2019
119 指先でしー!って 何度も黙るのは一瞬午後の図書館は涼しくていいよねそれならみんなで宿題持ち寄ったら頑張れそうだね~ …ってはずがサイレントな変顔で笑わせないでよこれはどうだ! 教科書の偉い人にラクガキ終わらないような夏休みページどこを開いても キラキラがこぼれ落ちて忘れないんだよ何か起きたって何にもなくたって こんな風に今日も楽しいなあ窓の外はまだまだ太陽宿題飽きちゃった… 頬杖ついてぼんやり鉛筆の音にウトウトしてたらほっぺにひんやりジュースの差し入れだよひゃ!って声 おっとと静かにどれにしよう ジャンケンで決めようみんなで口パクの「さいしょはグー」が可笑しいや なんだか終わらないでいて夏休みページゆっくりなようであっと言う間 笑ってめくって描き足して明日のことなら明日でいいやと思ったけど 夏はあと少しねえ 今から夕焼け見に行こう!遠くでひぐらしが鳴いている帰り道急にね 手をつなぎたくなったずっとずっと終わらないような夏休みページどこを開いても キラキラがこぼれ落ちて忘れないんだよ8月綴じたら背表紙にきっと 今年の夏おもいでの名前消えないように書き込みたいんだまた明日ね 夏休みページ夏休みページ 2019
120 うさぎぴょんぴょこぴょんぴょこ 出ておいでみぴょこぴょんぴょこ 合わせたらぴょんぴょこぴょんぴょこ いくつかしら?むぴょこぴょんぴょこ 数え唄ぴょんぴょこぴょんぴょこ 聞こえるわ耳とこころ 澄ませたらぴょんぴょこぴょんぴょこ うれしそうに月のうさぎが餅つく音がころころと ころころと 作りましょう白玉粉・水・砂糖 よくこねたらころころと ころころと まるめましょうゆであげて 出来上がり 月見団子秋の風がそっと通り抜けたらなびくススキが綺麗だわ今日はおしゃべりを楽しむよりも同じ景色を眺めていたい はじめる十五夜うさぎぴょんぴょこぴょんぴょこ 出ておいでみぴょこぴょんぴょこ 合わせたらぴょんぴょこぴょんぴょこ いくつかしら?むぴょこぴょんぴょこ 数え唄ぴょんぴょこぴょんぴょこ まんまるな月をみんなで 見上げたらぴょんぴょこぴょんぴょこ こころもきっとひとつになってまんまるになる月見酒 まだ早い 甘酒どうぞ盃に映る月 いとをかしきあらやだわ なぜかしら ほろ酔いなの?眠いなら ひざまくら 横になっておやすみぴょんぴょこぴょんぴょこ おころりよぴょんぴょこころり ねんねしなぴょんぴょこぴょんぴょこ まぶた閉じてよい子だころり 子守唄ぴょんぴょこぴょんぴょこ 寝転んで月をみんなで 見上げたらぴょんぴょこぴょんぴょこ 見える夜空(セカイ)大きく広がるプラネタリウムいつもよりも夜なのに明るい今日は夜更かし 星たちもきっとしてるうさぎぴょんぴょこぴょんぴょこ 飛び跳ねる今夜はなんだか 楽しそうぴょんぴょこぴょんぴょこ 月にもいるうさぎたちに ごあいさつぴょんぴょこぴょんぴょこ 気になるわ月の向こう どんな場所?ぴょんぴょこぴょんぴょこ 似ているかも私たちのこの街とぴょんぴょこぴょんぴょこ 出ておいでみぴょこぴょんぴょこ 合わせたらぴょんぴょこぴょんぴょこ いくつかしら?むぴょこぴょんぴょこ 数え唄ぴょんぴょこぴょんぴょこ まんまるな月をみんなで 見上げたらぴょんぴょこぴょんぴょこ こころもきっとひとつになってまんまるになるはないちもんめ 手をつなぎ 帰る十五夜はないちもんめ 手を振って またね十五夜お月見数え唄 2019
121 はらりひらり扇が舞い 落ち葉色に織る錦紅葉きれい ああもみじ饅頭が食べたいわ赤とんぼは曼珠沙華と内緒話 今宵は十五夜夕焼けのち月は昇る 月見団子のように天高くおとめ肥ゆる秋かな 耳を澄ませば鈴の音が鳴く長い夜には読書をしながら1ページごとに栗羊羹実り実らせ魅惑の秋かな 季節のせいにしちゃいましょうあれもこれも声を揃えてほら「召し上がれ♡」って囁いたからこっくり深い帯締めの色で今を愉しむのほっくり甘いお芋や栗も今を愉しむの黄金色の蝶々たちが世界を染めるようなイチョウ並木道を歩きながら 銀杏は茶碗蒸しね天高くおとめ肥ゆる秋かな 心澄まして彩る味覚この気持ち思い切りキャンバスに描くなら抹茶ラテアート芸術もおかわりする秋かな スポーツはちょっと遠慮しとくわだれもかれもほっぺから舞う落ち葉 「美味しいね」って素敵な言"葉"編み上げのショートブーツで散歩ふいに思い出に似た香り 金木犀の香り天高くおとめ肥ゆる秋かな 耳を澄ませば鈴の音が鳴く長い夜には読書をしながら1行ごとにかぼちゃパイ実り実らせ魅惑の秋かな 季節のせいにしちゃいましょうあれもこれも声を揃えてほら「召し上がれ♡」って囁いたから天高くおとめこゆる秋 2019
122 声をだしてみんなで ぱやぽや気分歌えばもっともっと元気になれそうだと ぱやぽやメロディーぱやぱやなんですはじめたがる ココロは準備できました(はいはいっ)ぽやぽやですか夢のなかで 何を願ったの得意なコト 苦手なコトは どこで決まったのかな(さあね?)あなたのスキ わたしのスキを 合体すれば楽しい(すごーい!)かけあしリズム ゆっくりハーモニー声をあわせて(ららららん)キモチがかさなれば(いつの間にか)手をつないでたよ(そっとね)空も(キラリ)きれい(キラリ)楽しくなってきたからいまの言葉で歌うよ(歌おう) ぱやぽや気分歌うよ(らんらん)もっともっと元気になれそうだと思います(ねっ)ためらいはいらない 上手じゃない? 気にしない!大きな声だして ぱやぽやメロディーぱやぱやなんですはじめたがる ココロは準備できました(はいはいっ)ぽやぽやですか夢のなかで 何を願ったのメジャーコード マイナーコードは どっちが好みですか(どっちも!)あなたがスキ わたしもスキな 楽曲選びましょう(やったー!)てきとうラップ しっとりハミング声をあわせて(ららららん)トキメキつかまえる(離さないで)マイクはいらない?(ください)空へ(ハロー)向かい(ハロー)あいさつ代わりの歌をみんな輪になって踊るよ(踊ろう) ぱやぽや気分踊るよ(わいわい)だってだって勇気がわいてくると分かります(はいっ)なかよくなりたい それならたぶん だいじょうぶ!歌えば伝わると ぱやぽやメロディーかけあしリズム ゆっくりハーモニー声をあわせて(ららららん)キモチがかさなれば(いつの間にか)手をつないでたよ(そっとね)空も(キラリ)きれい(キラリ)楽しくなってきたからいまの言葉で歌うよ(歌おう) ぱやぽや気分歌うよ(らんらん)もっともっと元気になれそうだと思います(ねっ)ためらいはいらない 上手じゃない? 気にしない!大きな声だして(みんなで声だしましょう)歌えば伝わると ほらぱやぽや 大好きなメロディーぱやぱやなんですはじめたがる ココロは準備できました(はいはいっ)ぽやぽやですか夢のなかも 歌ってました そうですか(はい!)空はキラリ 今日もキラリぱやぽやメロディー楽しいな(はいはいっ)空へとハロー ハロハローハロー 歌えば元気です!しんがーそんぐぱやぽやメロディー2019
123 神秘的オーロラソース♪ あまあまなタルタルソース♪でもね キミなしじゃ意味がないギミ!デミ!ぱーりないっ!ないっ!(Gi mme!De mi!Gi mme!De mi!Gi mme!De mi!Yu mmy!Yu mmy!)さぁ始めようCooking♪ 今日の献立いざハンバーグ!あぁ…目に染みるけど ちゃんと切ります 玉ねぎとのC・Q・C!ねぇ?玉ねぎはこれで全部? ソースの分がこれじゃ足りない…冷蔵庫中を捜索だ! これじゃ作れない…デミグラス!口がもうデミモード! それ以外ありえない!味も見た目もちょいリッチに♪ 見るだけでお腹Good!Good!(グー グー)デミのないハンバーグ なんてもうただのバグほっぺ落としちゃう♪ 黒魔法ギミ!デミ!足りないっ!ないっ!(Gi mme!De mi!Gi mme!De mi!Gi mme!De mi!Yu mmy!Yu mmy!)Let's作戦変更! 他のメニューに 変えてしまおう…Yes!ふわり卵で 包み込んじゃエイッ♪ オムバーグに大 変 身卵混ぜながら思った これってもしかしてデジャヴ?さっきとなんにも変わってない! かけたくなるよ…デミグラス!桜のない四月… サンタのいないクリスマス…それと同じぐらい罪な デミの足りないオムバーグ!ケチャップ+チョコで それっぽくなるらしい!だけど…そんなんじゃ満たされないダミーじゃデミじゃないっ!ないっ!二度あることは三度ある このダンジョンはラビリンスOnion不足だ…諦めよう 装備 装備 装備不可能…デミグラス!Sir!食べようケチャップで ウサちゃんの絵を書いてペロリ経験値にしちゃおう♪ 「これはこれで…あれ?美味しい…」喉元過ぎちゃえば なんとやらです もぐもぐでもね これは妥協ではない… 戦略的撤退♪(Gi mme!De mi!Gi mme!De mi!Gi mme!De mi!Yu mmy!Yu mmy!)×2(Ah!)ギミ×デミぱーりないっ♪ 2019
124 (ラランル まわる くるんる グランルー)(ラランル まわる くるんる グランルー)レモンのフレーバーキャンディ 光に透かしてぱくり待ってた こんな空の透明な日を待ってたちょっと飛び出そう計画は進行中 思い立った午後(ラランル まわる くるんる グランルー)モールの観覧車へおひとりさまやってみたかったこと やってみるかどうかでしょ ねえ映画のようにチュールスカートふわりさせまるでさよならこの世界 動く扉のプロローグ連れて行って空中散歩 鞄からぬいぐるみ向かいに座って ひとり内緒の2人きり見上げる?見下ろす?どっち?知ってるつもりの街の知らない空の隙間 お邪魔したいな浮かぶ無意識スマイル 気持ちごと上昇中 来てよかったよね(ラランル まわる くるんる グランルー)誰も気にしないでハミング Hum Hum Hum♪もしここで止まると…なんて揺れる音にドキッ 今目の前には空とジオラマの街が一秒ごと変わってく私だけが知ってるボヤージュ森の向こう 一瞬海が見えるのね 大発見ボタンのその目に同じ景色覚えていてボンボン なんてドキドキボンボン シャンテときめきボンボン こんな時々マワールエスポワールだんだん遠ざかる雲 魔法がとける時間もうすぐ映画よりもチュールスカートふわりさせただいま離れてた世界 動く扉のエピローグさっきまでの私 "ひとまわり"違う気がしてる運んでもらった 同じ場所の未来までね(ラランル まわる くるんる グランルー)(ラランル まわる くるんる グランルー)(ラランル またね くるんる グランルー)(ラランル まわる くるんる グランルー)マワールエスポワール 2019
125 (ラランル まわる くるんる グランルー)(ラランル まわる グランルー)黄色い太陽 飴色の時間 誰を待つわけでもないまったりゆらり 青過ぎる空眺めているだけもしも行き先があったのならどうしたでしょうひとりだっていいの 真っ直ぐ歩いてみたい進んでみたいわ ねえゆっくりとまわる世界 ようこそ今日の景色へ手のひらに包んだなら 零れてくお喋りを聴きたいけれど1人は無口みたい気の向くままにお好きにどうぞ 切り取った刻の窓覗いてみれば桃色の笑み それならよかったわ聴こえる柔らかなメロディ こころを揺らし思わず一緒に歌ったら メロディは止んで風の音だけ残ったゆっくりとまわる世界 すべてが変わり続ける背伸びして遥かに見るあの水は 涙とは呼ばないのね きっと(ラランル まわる くるんる ラ・グランルー)ゆっくりとまわるのは私か世界か どちら?始まりも終わりもない 輪になって流れてく午後の空気にレモンの香りがした(ラランル まわる くるんる グランルー)(ラランル まわる グランルー)メランコリアフタヌーン 2019
126 大きなカボチャがたくさんとれたよどうしよう? 収穫祭を開こう!シチューにグラタン キッシュ何でも作れるよ プリンも作ろうくり抜いた器(Jack- o'-Lantern)キャンドル灯して「いただきます」 感謝したら秋のメグミ みんなで食べようおいしい秋をみつけたかくれんぼしても またみつけるから笑顔たくさんみつけたたのしい思い出を収穫お腹とココロがいっぱいみんなが食べたいのは むらさきのお芋かな?普通のお芋? どっちかな?どちらを選んでも正解だよ2種類のスイートポテト少しさんぽしよう(Sha-La-Lan-Lan)秋のピクニック手作りした3時のおやつ「すごくおいしい!」喜んでくれたキレイな秋をみつけたポプラ並木の色も秋に染まる真っ赤にほっぺた染めた急にみんなに褒められたら恥ずかしくて照れちゃうよ秋になるとお腹が減るから食べすぎちゃうよねお出かけもしたくなる街中 たからさがしのんびりみつけたいなおいしい秋をみつけたかくれんぼしても またみつけるから笑顔たくさんみつけたたのしい思い出を収穫お腹とココロがいっぱい秋色かくれんぼ 2019
127 タイムカプセルに今日のこと全部仕舞っておいて約束しようよ未来で答え合わせ! きっと大きなハナマルね◎放課後の続き わくわくして きらきらしておしゃべりな影が揺れ 右に左にららん♪いつも通りの帰り道おそろいの制服におそろいの笑顔がよく似合うの来年の今日はどこを歩いてるかな?おとなっぽくカフェで待ち合わせしようそれじゃ10年後はどうかな?きっときっとなりたい私たちがいるよタイムカプセルに今日のこと全部仕舞っておいて約束しようよ未来で答え合わせ! きっと大きなハナマルね◎放課後の続き わくわくして きらきらしてたぶんね背が伸びてね おしゃれなヒール履いて珈琲だったらブラックで落ち着いた微笑みで仕事はテキパキと!そんな感じ?来年の今日はまた来年の話おとなっぽく脚を組んだりしてね10年後はまた10年後の話をそうして未来に会いたいなチャイムがキンコンカンコン鳴る毎日今は一緒なのが当たり前みたいどんなこれからなのか分からないから楽しみね!そんな気になれる友達だよチャイムがキンコンカンコン遠く聴こえ思い出 お茶しながら話すかな?どんなこれからなのか分からないけど大丈夫!そんな気がしてるタイムカプセルに今日のこと全部仕舞っておいて約束しようよ未来で答え合わせ! きっと大きなハナマルね◎放課後の続き わくわくして きらきらして大好きよずっと ずっとずっと ずっと絶対チャイム♪タイムカプセル 2019
128 Ring-Ring Merry Christmas!赤いリボンでRing-Ring Merry Christmas!いつものカップ飾りましょうはじまります Tiny Christmas PartyRing-Ring Merry Christmas!なんとなくでみんな集まれココロのなか思ってたことがあれれ? 叶いましたよ硝子のサンタクロース飾った窓辺に立つのは会いたいひとなのですきっと…きっと…ハイハイハイ こっちですハイ、待ってました!思わずにっこり歌う ジングルベル時間はいつも いつでもいいんです来てくれたらうれしいああそれだけでうれしいのですRing-Ring Merry Christmas!ケーキのてっぺん粉雪シュガーまっしろだから お口のまわりあわわ! 気をつけましょうねモミの木大胆なサイズで買ってしまいましたよやってみたかったことですずっと…ずっと…ランランラン 音楽鳴らしたらプレゼント交換しましょう、ねっ?本当は なんにも無くてもいいんです来てくれたらうれしいああそれだけでうれしいのですさむい季節のあったかい飲み物そっと よりそう甘さでパーティーへようこそ伝えたい Merry Christmas!ハイハイハイ こっちですハイ、待ってました!思わずにっこり歌う ジングルベル時間はいつも いつでもいいんです来てくれたらうれしいああそれだけでうれしいのですあったかい飲み物いれましょう!Tiny Christmas Party 2019
129 真っ白な外の景色雪が今日も降りそう朝食を食べるときに(サイズはどのくらい?)大きな手をよく見ましょう(ジロジロ…)雪かきした後 赤くなった手手袋編んで 驚かせたい右に左に 上に下に編み上げてく この想いはお疲れさまとありがとうのキモチたくさん(たくさん)込めたら(込めたら)ほらカタチになるバータイムやって来たらスピード上げて編みましょう突然 ノックの音(どうしよう…バレちゃう!!)ホットミルクの差し入れ(キョロキョロ…)ひざ掛けの下に 隠したけれどあなたにはまだ バレてないはず…右に左に 上に下に編み上げてく あとちょっとだけ頑張りたくて だけどまぶた閉じそううとうと…(うとうと…)いけません(いけません)冬の長い夜気付いたら寝てました(あなたがとなりにいた)水色のマフラーを編んでた(何しているのですか?)私へのプレゼント(いつからですか?)気付かなかった 親子だと(親子だと)考える(考える)ことが一緒(ことが一緒)次は2人で…右に左に 上に下に編み上げてく 2人並んでとなりを見ると私より上手でやっぱり(やっぱり)あなたに(あなたに)敵わないよあなたに教えてもらいながらようやく(ようやく)完成(完成)「いつもありがとう」For You...winter＊gift 2019



表2.ごちうさの曲の頻出語一覧
順位 抽出語 出現率 順位 抽出語 出現率 順位 抽出語 出現率

1 今日 47.29% 51 元気 13.95% 101 花 9.30%
2 楽しい 44.19% 52 言葉 13.95% 102 会える 9.30%
3 笑顔 43.41% 53 次 13.95% 103 期待 9.30%
4 いつ 32.56% 54 風 13.95% 104 気付く 9.30%
5 一緒 32.56% 55 ドキドキ 13.18% 105 教える 9.30%
6 知る 32.56% 56 楽しむ 13.18% 106 前 9.30%
7 夢 31.01% 57 香り 13.18% 107 想い 9.30%
8 行く 26.36% 58 特別 13.18% 108 秘密 9.30%
9 時間 26.36% 59 美味しい 13.18% 109 浮かぶ 9.30%
10 見る 24.81% 60 歩く 13.18% 110 物語 9.30%
11 笑う 24.03% 61 来る 13.18% 111 冒険 9.30%
12 言う 23.26% 62 ひとつ 12.40% 112 ケーキ 8.53%
13 今 23.26% 63 ココロ 12.40% 113 開く 8.53%
14 待つ 23.26% 64 ハート 12.40% 114 見える 8.53%
15 いい 22.48% 65 違う 12.40% 115 午後 8.53%
16 思う 22.48% 66 街 12.40% 116 新しい 8.53%
17 甘い 21.71% 67 見つける 12.40% 117 先 8.53%
18 気持ち 21.71% 68 思い出 12.40% 118 全部 8.53%
19 会う 20.93% 69 持つ 12.40% 119 大切 8.53%
20 空 20.93% 70 大人 12.40% 120 内緒 8.53%
21 心 20.93% 71 日常 12.40% 121 分かる 8.53%
22 明日 20.93% 72 毎日 12.40% 122 魔法 8.53%
23 食べる 20.16% 73 好き 11.63% 123 ぜんぶ 7.75%
24 コーヒー 19.38% 74 手 11.63% 124 カフェ 7.75%
25 声 19.38% 75 星 11.63% 125 セ 7.75%
26 大好き 19.38% 76 日々 11.63% 126 ハッピー 7.75%
27 世界 18.60% 77 聞く 11.63% 127 遠い 7.75%
28 気 17.83% 78 キラキラ 10.85% 128 可愛い 7.75%
29 胸 17.83% 79 パン 10.85% 129 感じる 7.75%
30 場所 17.83% 80 考える 10.85% 130 景色 7.75%
31 夜 17.83% 81 止まる 10.85% 131 自分 7.75%
32 いつか 17.05% 82 想像 10.85% 132 進む 7.75%
33 幸せ 17.05% 83 いま 10.08% 133 大丈夫 7.75%
34 変わる 17.05% 84 お茶 10.08% 134 憧れる 7.75%
35 目 17.05% 85 しあわせ 10.08% 135 描く 7.75%
36 おしゃべり 16.28% 86 カップ 10.08% 136 聞こえる 7.75%
37 忘れる 16.28% 87 パーティー 10.08% 137 勇気 7.75%
38 踊る 16.28% 88 メニュー 10.08% 138 話 7.75%
39 少し 15.50% 89 開ける 10.08% 139 それぞれ 6.98%
40 素敵 15.50% 90 終わる 10.08% 140 カイ 6.98%
41 続く 15.50% 91 人 10.08% 141 スキ 6.98%
42 未来 15.50% 92 窓 10.08% 142 スペシャル 6.98%
43 遊ぶ 15.50% 93 届く 10.08% 143 ダメ 6.98%
44 たくさん 14.73% 94 不思議 10.08% 144 ティー 6.98%
45 飲む 14.73% 95 味 10.08% 145 ドキドキ 6.98%
46 顔 14.73% 96 ステキ 9.30% 146 季節 6.98%
47 嬉しい 14.73% 97 タイム 9.30% 147 急ぐ 6.98%
48 気分 14.73% 98 ミルク 9.30% 148 鏡 6.98%
49 呼ぶ 14.73% 99 ワクワク 9.30% 149 月 6.98%
50 音 13.95% 100 歌う 9.30% 150 見上げる 6.98%


