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Freak Show 
 
Freak Out 夢の中で 
いつまでも踊り続けていたい 
誰もここに 来ることはないのさ 
Baby お前のグルーブで 包んでおくれよ 
 
Come down 女神のような 
汚れない 言葉で囁いてる 
覚めたくない 戻りたくないのさ 
Baby グラスのジュースを飲ませておくれよ 
 
Get on the Freak show 
楽になりたけりゃ 
Freak show  
踊らされればいい 
Freak show It’s All right 
体の震えが 
Freak show Wellcome to real world 
 
Get up 黒い瞳の 
天使たちが頭を突き抜ける 
幻じゃない 奇跡でもないのさ 
Baby 全てを奴に 許してみせろよ 
 
Freak Out 夢の中で 
いつまでも踊り続けていたい 
誰もここに 来ることはないのさ 
Baby お前のグルーブで 包んでおくれよ 
 
Get on the Freak show 
楽になりたけりゃ 
Freak show  
踊らされればいい 
Freak show It’s All right 
体の震えが 
Freak show Wellcome to real world 
 
 
 
Composed by Yusuke Yoshida 

Arranged by Super Freaks 

Lyrics by Yusuke Yoshida 

 



Free Soul 
 
退廃の 安らぎ 時は過ぎ去り 
孤独の 戸惑いに 吸い込まれてく 
 
泣くことさえも 許されずに 
叫ぶことすら The mind is lost and falls 
 
声にもならず 消えてく 
闇に絡み続けたまま 
 
偽りの Love & Peace & Free 振り向くことも 
壊れた 時の中 引き込まれてく 
 
誰もかれもが 戸惑い 
行き場を探して So cry 
 
Free soul いつもの夢の場所へ 
Free soul I will be talk you 
そう消える前に 
 
Free soul いつもの僕の場所へ 
Free soul You will know me 
そう消える前に 
 
声にもならず 消えてく 
闇に絡み続けたまま 
 
Free soul いつもの夢の場所へ 
Free soul I will be talk you 
そう消える前に 
 
Free soul いつもの僕の場所へ 
Free soul You will know me 
そう消える前に 
 
I will float in the sky 
It’s my only the love 
 
 
 
Composed by Yusuke Yoshida 

Arranged by Super Freaks 

Lyrics by Satoshi Teramura & Yusuke Yoshida 

 



希望の家 
 
壊れたゆりかごは今も 静かに待っている 
鳥の鳴く声が 君のもとに届く日までは 
 
嵐の吹き荒れる丘に 希望の家を建てよう 
誰かが涙を流したとき 砂漠に幸せの川を作ろう 
 
誰にも 言えない怖い夜 
静かに この目を閉じたまま 
 
暁に思い出す 夢の中で今 あのころを 
忘れては いけないと 心に響く声は遠く 
 
枯れてく花はきれいだね 乾いた砂のように白く 
眠りにつけない長い夜は 窓辺に幸せの花を添えて 
 
心を ひび割れた鏡に  
映してみる 遠い記憶の向こうに 
 
歩いてゆく あの丘にともる 明かりの元へ 
年老いた あの人に 会うため 安らかな気持ちで 
 
Important Place 
Where are you where and what will you tell me 
 
The world of peace 
I need your words I need your Feelings 
 
I won’t to go 
I need your words 
 
I won’t to go 
I need your words 
 
 
 
Composed by Yusuke Yoshida 

Arranged by Super Freaks 

Lyrics by Yusuke Yoshida 

 



CART 
 
堪え難き不愉快 
愚かしくゆがむ時間 
見苦しいほどの無様は 
罪深く 
浅ましく 
I don’t like it 
 
濁りなき妄言 
見抜かれる才略 
矢も盾もたまらずに 
うろたえる 
取り乱す 
I don’t like it 
 
Anbivalent 掻き乱れ Run a way 
Histerical 脳欄でネジが飛ぶ 
Anbivalent 捨て鉢 Go away 
It’s so crappy 
でたらめは置き去りで 
 
見えない 言わない 聞こえない 
知らぬ振り 受け流す 
I don’t like it 
 
Anbivalent 裏返り Run a way 
Histerical 狂乱のランデブー 
Anbivalent 滅裂 Go away 
It’s so crappy 
イカサマは置き去りで 
 
Anbivalent 掻き乱れ Run a way 
Histerical 脳欄でネジが飛ぶ 
Anbivalent 捨て鉢 Go away 
It’s so crappy 
でたらめは置き去りで 
 
This wold is like a hell.  Even pity disappears. 
 
 
 
Composed by Yusuke Yoshida 

Arranged by Super Freaks 

Lyrics by Yusuke Yoshida 

 



Eagle fly 
 
赤茶けた大地 咲き誇る花の強さ 
言葉ではない 何かのメッセージ 
遥かな記憶がよみがえる 
 
必要以上に 追い詰めた夢の影 
それですべて 満たされぬように 
心を失わないように 
 
いつからか 忘れていた 赤い砂を巻き上げる風 
うつろな目で 過ぎる日々は 手に負えないほど 
まとわりつくばかり 
 
太陽よりも 高くまで 飛んでゆけたらいい 
最高といえる 瞬間には すべてを感じるのさ 
 
そして花の香りは 深く広がってゆく 
あざやかな光の中 包まれ飛び立つのさ 
 
赤茶けた大地 咲き誇る花の強さ 
言葉ではない 何かのメッセージ 
遥かな記憶がよみがえる 
 
退屈に 生み出される イライラと乱雑な夢 
当てもなく 過ぎる日々は 感触もなく 
カラカラに渇いて 
 
見渡せば わかるだろう 世界は広がってゆく 
行く先は 見えないけど 迷わず羽ばたくのさ 
 
よろめいていても 大丈夫さ 風にまかせていよう 
そしていつか この日を 伝えてゆけたらいい 
 
 
 
Composed by Yusuke Yoshida 

Arranged by Yusuke Yoshida 

Lyrics by Yusuke Yoshida 

 



Cona 
 
息巻いて 抗って 息きって 粉になった 
誰かって？ 誰だって 
 
差し当たり 思いつき 惰性で 
天才的才能 はだけて 
突き当り 捻じ曲げ候 
裏目のクイーン 粗めのジョーカー 
 
嘘 秘密なんて 気づきあって 奪い合いの 種になった 
（それでも隠して Ah..） 
たまらなくなって よけたって 悲しんで つらくなった 
誰かって 誰だって 
 
あからさま 気づかないふり Days 
かかわらぬが常套手段 Days 
月明かり 見れNights so long 
淡めのクリーン あざとめ Go on 
 
はぐらかしあいと かばい合いで 潰し合いの 種になった 
（それでも隠して Ah..） 
疲れ果てたって 逃げたって 戻れないと 分かりきって 
誰かって 誰だって 
 
嘘 秘密なんて 気づきあって 奪い合いの 種になった 
（それでも隠して Ah..） 
この夢がずっと 続いたって 走りきって 粉になった 
誰だって誰だって 
 
 
 
Composed by Yusuke Yoshida 

Arranged by Super Freaks 

Lyrics by Yusuke Yoshida 

 



17 
 
 
Composed by Yusuke Yoshida 

Arranged by Yusuke Yoshida 

Lyrics by Yusuke Yoshida 

Vocals by Yasushi Oishi 



Song for you 
 
夜と風 乾いた肌に冷たく 
心地よく 漂い闇に消える 
 
千年の夢より 瞬間の閃き 
果てしない 時間の中 
明日起こる事より 今感じるものを 
離さないでゆこう 
 
終わりのない夢追いかけて 
明日は今より良くなると 
神様がいたとしたら 
何度でも祈りたいほどさ 
 
君はただそこで 何もせずに立ち尽くしているばかりで 
I gave a song for you 
空回りでもいつかわかる日が来ればいい 
Stand up for your life 
 
苦し紛れで 詰まる心 消えそうな声 散々な日々 
I gave a song for you 
空振りでもいつか当たる日が来ればいいさ 
Stand up for your life 
 
たゆみなく あやなし 暗れ惑う夜 
肌を刺す 雫に時は止まる 
 
虚しき言葉に溺れ 上手く飛べないとしても 
沈まない 時間の中 
明日砕け散るより 今感じる事を 
離さないでゆこう 
 
終わりのない夢追いかけて 
明日は今より良くなると 
神様がいたとしたら 
何度でも祈りたいほどさ 
 
君はただそこで 何もせずに立ち尽くしているばかりで 
I gave a song for you 
空回りでもいつかわかる日が来ればいい 
Stand up for your life 
 
苦し紛れで 詰まる心 消えそうな声 散々な日々 
I gave a song for you 
空振りでもいつか当たる日が来ればいいさ 
Stand up for your life 
 
Composed by Yusuke Yoshida 

Arranged by Yusuke Yoshida 

Lyrics by Yusuke Yoshida 
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