
 

[1] スーパーハカーのうた 

作詞：そらら 作曲：雀宮えすと 

 

†スーパーハカーがあらわれた 

 すごい技術をひっさげて 

‡スーパーハカーがあらわれた 

 それが私だよ 

 

キミの携帯電話 改造済だよ 

ファームウェアが昨日と別物 

私以外の女の子と会話していると 

突然爆発なんてこと 

あるかもしれないよ 

音声認識 話者識別 

本当は難しいけれど… 

スーパーハカーの私なら 

その程度のこと朝飯前 

（‡くりかえし） 

 

キミの昨日の行動 お見通しだよ 

軍事衛星から 画像を取り出して 

キミが出会った人も 

みんなチェック済 

どうやら デートとかでは 

ないみたい 一安心だよね 

パスワード解析 

データベース侵入 

本当はいけないんだけど… 

スーパーハカーの私なら 

足跡なんか残さない 

（‡くりかえし） 

 

いま 私が知りたいのは 

キミのココロ アクセスする方法 

スーパーハカーの私なら 

すぐに攻略できるはず 

（‡†‡くりかえし） 

 

[2] とりのうた 

作詞：そらら 作曲：雀宮えすと 

 

今日も一日お疲れさん 

仕事の後の一杯は 

なんといっても とりがいい 

とりがいい 

だけど近所の赤提灯 

今日はお休みまた明日 

なんと切ないことじゃろか 

嗚呼 嗚呼々々 

とりが食べてぇな 

 

ビール・焼酎・日本酒の 

どれを飲むにもおつまみは 

みんな大好き とりがいい 

とりがいい 

あのとりはまだ焼けてない 

炭火でじっくり 

いい香り 

「あいよお待たせ できあがり」 

嗚呼 嗚呼々々 

とりは美味しいな 

 

YA・KI・TO・RI（×4 回） 

正肉・皮・ハツ・セセリ・ズリ 

ボンボチ・アカ・シロ・手羽先 

チューリップ・ツクネ・ネギマ 

イカダ・マツバ・カッパ・ササミ 

YA・KI・TO・RI（×4 回） 

 

メニュー一通り食べたけど 

もういっちょおかわり 

戴こうか 

美味いものには福がある 

嗚呼 嗚呼々々 

とりは最高だ 

 

[3] すきよチーターマン 

作曲：? 編曲 作詞：雀宮えすと 

 

チーターマン すきよ 

チーターマン だいすきよ 

チーターマン すきよ 

チーターマン だいすきよ 

アポロの弓は すてき 

ヘラクレス とぶの すてき 

アリエスは バグで 

でてこないなんて 

レアな感じが とても すてき 

 

チーターマン すきよ 

チーターマン だいすきよ 

チーターマン すきよ 

チーターマン だいすきよ 

肉味噌と 卵の 

絶妙な ハーモニー 

じゃじゃ麺 食べた後は 

必ず食べる 

ってそれ チータンタン 

 

すきよ 闘う チーター 

すきよ 走る おっさん 

すきよ 踊る おさる 

すきよ 数々の バグも 

 

すきよ ショボい 背景 

すきよ テキトーな 敵 

すきよ La la la … 

すきよ イカした 音楽 

 

 

 

 

 

 

[4] 私立パパパ小学校校歌 

作詞：そらら 作曲：雀宮えすと 

 

緑の森に囲まれた 

パパパ パパパ 小学校 

小鳥や兎も住んでいる 

パパパ小学校 

 

豊かな自然に抱かれた 

パパパ パパパ 小学校 

ショタと幼女が学んでいる 

パパパ小学校 

 

警備はとっても厳重だ 

パパパ パパパ 小学校 

不審者即座に撃退だ 

パパパ小学校 

 

入場料は 5000 円 

年間フリーパス 10 万円 

もちろん児童は無料です 

パパパ小学校 

 

経営基盤は安泰だ 

パパパ パパパ 小学校 

マニアが大勢訪れる 

パパパ小学校 

 

嗚呼 我らの 

パパパ小学校 

 

[5] sashimi or templa ? 

作詞：そらら 作曲：雀宮えすと 

 

Which do you like sashimi or 

templa? 

 

ちょっと気取ったお兄さん 

通のフリしても 

大吟醸が熱燗じゃ台無しだわ 

 

何を食べても同じと 

貴方は言うけど 

それは真実の味を知らないだけ 

 

それなら 作ってあげるわ 

私は とても料理が得意だから 

templa, osashimi, sukiyaki に 

yaminabe 

何でも貴方のお好みで 

 

そう 一度食べたら 

そう 忘れられないよ 

 

一匹狼なんだと 貴方は言うけど 

背中から寂しさが溢れてるわ 

 

一人で居るのが好きだと 

貴方は言うけど 

それは真実の愛を知らないだけ 

 

Which do you like sashimi or 

templa? 

 

[6] debugger 

作詞：そらら 作曲：雀宮えすと 

 

ちょっとキミの作ったプログラム 

なんだか（なんだか…） 

とっても変よ 

ありもしないインスタンスなのに 

メソッド呼出ししている 

 

キミひとりじゃ 頼りないから 

私が デバッグしてあげる 

 

ぬるぽにガッてしちゃうよ 

ぬるぽにガッてしちゃうよ 

とても大事なことだから 

2 回言いました 

 

ちょっと 

キミがやってるそのゲーム 

なんだか（なんだか…） 

とっても変よ 

いるわけない二次元美少女 

告白されてニヤニヤ 

 

キミはぜんぜん モテないから 

私が デートしてあげる 

 

キミにもガッてしちゃうよ 

キミにもガッてしちゃうよ 

とても大事なことだから 

2 回言いました 

 

とても大事なことだから 

 よく聞いていてよ 

 

ぬるぽにガッてしちゃうよ 

ぬるぽにガッてしちゃうよ 

とても大事なキミのため 

ガッてしてあげる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[7] 唄う機械 

作詞：そらら 作曲：雀宮えすと 

 

淡い緑の髪を 

いつまでも見ているあなた 

どんな気持ちなのかな 

私と同じなら嬉しいよ 

あなたの事を もっと知りたい 

 

一緒にお話したい 

そばで手を繋ぎたい 

でも話せない 

届かない 

唄うだけなの 

私は唄う機械 

 

今度はゲームの曲ね 

出番がなくって退屈 

だけど 綺麗なメロディ 

歌詞をつけてみて 

素敵だよ 

あなたの歌を もっと知りたい 

 

楽しくなる歌も 

ちょっぴり切ない歌も 

今日は唄うよ 

明日も 

いつまでだって 

私は唄う機械 

 

あなたの唄う機械 

 

[8] 今日も笑顔で菜穂里たん 

テレビ漫画「軽食喫茶 菜穂里たん」 

オープニング主題歌 

 

トマトのように 赤くてまあるい 

キュートなほっぺたの 女の子 

頭がピーマンなんて 

言ってるけれど 

素直な性格で 愛されてます 

タマネギみたいに 泣いちゃう日

もあるけど 

明るく乗り越え 行きましょう 

 

※菜穂里たん 赤と緑のドレス 

 菜穂里たん 

 白いエプロンが似合う 

 軽食喫茶の看板娘 

 今日も笑顔で 菜穂里たん 

 

太陽さんさん いっぱいあびて 

真っ赤に熟した トマトを使って 

恵みの雨を たっぷり受けて 

栄養抜群の ピーマン使って 

風が吹いても 大地に根をはって 

大きく育った タマネギで 

 

菜穂里たん 

おいしいものをつくって 

菜穂里たん 

キミの料理が大好きさ 

軽食喫茶の看板娘 

今日も笑顔で 菜穂里たん 

（※くりかえし） 

菜穂里たん 

 

[9] ゼッポリーネ 

テレビ漫画「軽食喫茶 菜穂里たん」

挿入歌 

 

※おなかがすいたぞ ねこ ねこ 

 はやくエサをくれ ねこ ねこ 

 ねこの名は ねこの名は 

 ゼッポリーネ 

 

淡い褐色のいい毛並だけど 

ちょっぴりまだら模様 

それは海苔じゃないけれど 

でもね名前は気に入っている 

ねこ ねこ ねこ 

（※くりかえし） 

 

吾輩はねこであるから お店に入

れてもらえない 

大好きな菜穂里がいるけれど 

会いに行くこともできやしない 

ねこ ねこ ねこ 

（※くりかえし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[10] おしえてあげたい 

テレビ漫画「軽食喫茶 菜穂里たん」 

エンディング 

 

家の前の道をずっとずっと行けば 

イタリアに行けるって 

パパが言っていた 

今度の日曜日 

家族みんなでドライブ 

それは それは とても素敵な 

旅になるでしょう 

トレヴィの泉でコインを投げれば 

どんな願いもかなうでしょ？ 

 

みんなにおしえてあげたい 

とても素敵なこと 

みんなにおしえてあげたい 

すべての道はローマに続いてる 

 

家の前の庭を ずっと下に掘れば 

そこに海があるって 

ママが言っていた 

今度の夏休み 

家族みんなで海水浴 

それは それは 

今までになく とても楽しそう 

地面の中は 

ちょっぴり暗いけれど 

日焼けの心配もないはずよ？ 

 

みんなにおしえてあげたい 

とてもワクワクすること 

みんなにおしえてあげたい 

地面の中には 地中海 

 

[11] ヒカリの戦士 

作詞：そらら 作曲：雀宮えすと 

 

正義の味方になりたくて 

秘密組織入会してみたよ 

 

悪の組織と戦うためには 

悪の手口を知らなきゃダメだね 

知識詰め込む それだけじゃもう 

足りないから実践しよう 

 

オレオレ詐欺 霊感商法 

やっていると 

何かが目覚めそうよ 

 

※世界の平和を守るため 

 見習いだけど 頑張っているよ 

 世界の平和を守る人 

 私は ヒカリの戦士 

 

長い戦い 勝ち抜くためには 

資金調達が重要だね 

悪の組織を上回る手で 

備えを万全にしよう 

 

ニセ札作り 巨額脱税 

やっていると 

何かが目覚めそうよ 

 

世界の平和を守るため 

毎日努力 積み重ねているよ 

 

スーパーハカーの攻撃を 

撃退したならば 

あなたの *.jpg（データ）も 

守られることでしょう 

 

（※くりかえし） 

 

[12] SALMIAKKI 

作詞：猿見亜紀 作曲：雀宮えすと 

 

黒くて可愛らしい 

とても不思議なお菓子 

北欧からやってきた 

サルミアッキだよ 

 

※みんなで食べよう 

 サルミアッキ 

 フィンランドのお菓子 

 サルミアッキ 

 みんなで食べよう 

 みんなで食べよう 

 

口に入れてなめたなら 

ほんのりした塩味 

じわりと広がってくる 

アンモニアの香り 

 

（※くりかえし） 

サルミアッキ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[13] 二月十三日 

作詞：そらら 作曲：雀宮えすと 

 

†私が作ったチョコレート 

 世界でたったひとつの 

 チョコレート 

 

‡とっても上手にできたから 

 他人（ひと）にあげるのは 

 もったいない 

 私はチョコが好きだから 

 自分で食べるの 

 

そうね 

あげてもいいとね 思えるのは 

パパとおじいちゃんを除けば 

かっこいい近所の幼なじみね 

いつもいっしょでとっても 

仲良しだったよ 

 

（†‡くりかえし） 

 

そんな 

彼は私の二つ年上 

学校一番の人気者 

去年はチョコをね 

たくさんもらって 

私 

おすそわけを食べたりしていた 

 

（†‡くりかえし） 

 

そして 

今日は秘密を教えてくれた 

素敵な彼女が実はできたって 

みんなには内緒だけど 私だけに 

そんな二月十三日の出来事 

 

（†‡くりかえし） 

（‡くりかえし） 

自分で食べるの 

 

ちょっぴりしょっぱい 

 

[14] あいしてる 

作詞：そらら 作曲：雀宮えすと 

 

おなかをすかせた 

仔猫の様な私に 

あなたは ゴハンくれる 

私が産み出す カオスを目にして 

あなたは 掃除してくれる 

 

※人は 一人では 

 生きていけないよ 

 ねえ そうでしょ？ 

 

†あいしてる あなたのことを 

 あいしてる 夜も眠れない 

（†くりかえし） 

‡いつも いつまでも 

 そばにいてくれる 

 あなたを あいしてる 

 

一人で出かけて 

迷子になった私を 

あなたが 探してくれる 

お店で買い物 財布を忘れて 

あなたが 支払いしてくれる 

（※くりかえし） 

 

☆料理なんてしないわ 

 作り方知らない 

 片付けもしないわ 

 やったことないもの 

 ねえ？ だから… 

（‡くりかえし） 

 

病気で寝込んで 

何も出来ない私を 

あなたが 看病してくれた 

そのまま ずるずる 

元気なってからも 

あなたが ずっと 世話してる 

（※くりかえし） 

（†☆くりかえし） 

（‡くりかえし） 

 

いつも いつまでも 

そばにいてほしい 

あなたを あいしてる 

 

 

 

 

 

 

[15] あやふやおんな 

作詞：そらら 

作曲：雀宮えすと・そらら 

 

今日の 友達との 待ち合わせ 

場所も時間も あやふや 

電話で確認 したいけど 

誰と約束したか あやふや 

 

ああ 私は あやふやおんな 

だから 

ああ いろんな記憶が あやふや 

 

そのうち 連絡くるでしょう 

だけど 本当に今日なの？ 

あやふや 

 

今日は 食パンを 食べたはず 

納豆 食べた気もする あやふや 

さすがに パンに納豆 

つけないよ 

だけど 自信ないの あやふや 

 

ああ 私は あやふやおんな 

だから 

ああ さっきのことさえ 

あやふや 

 

時計を見たなら 午前 5 時 

まだ 朝食前だね あやふや 

 

ああ 私は あやふやおんな 

だから 

ああ いつでも どこでも 

あやふや 

 

あなたは 私の彼氏だっけ？ 

今すぐ 確かめてみよう！ 

あやふや 

 

[16] あめりかんくらぶはうす 

さぅんど 

作詞・作曲：雀宮えすと 

 

これが club house sound 

American club house sound 

 

turkey, bacon, lettuce, tomato, ... 

turkey, bacon, lettuce, tomato, ... 

 

それは club house sand 

American club house sand 

（以下適当にくりかえし） 

 

[17] 矩形波ラブ 

作詞：そらら 作曲：雀宮えすと 

 

ぴこぴこぴこぴこぴこぴこ 

 きゅんきゅん（×2） 

 

大波 さざ波 高波 

波にもいろいろあるけど 

私が好きなのは 矩形波 矩形波 

 

シンプルで かわいい響き 

ゲームでもおなじみ 

アナログのシンセにだって 

絶対についてるから 

みんなで鳴らそう 

‡矩形波♡ラブ（×8） 

 

（†くりかえし） 

 

キチンにジュグラー 

コンドラチェフ 

波にもいろいろあるけど 

私が好きなのは 矩形波 矩形波 

 

流行りなら 変わっていくわ 

循環というやつ？ 

いつまでも 変わらぬものは 

基本的なものだけとね 

いつかはわかるよ 

 

ペタンコなところが 

君に似てるって 

あなたが言ったこと 

今も覚えてる 

あれから数年は 

確か経ったけど 

今も 変わらない！ 

 

（†くりかえし） 

 

この世は波でできてる 

波にもいろいろあるけど 

私が好きなのは 矩形波 矩形波 

 

限りある帯域だって 

限界まで使えるから 

矩形波 最強！ 

 

（‡†くりかえし） 

[18] うまれかわる私 

作詞・作曲：雀宮えすと 

 

†きょうから うまれかわる私 

 きのうまでの自分 

 さよならしてね 

 

勉強は中の下 運動はダメダメ 

なんにもいいとこない私 

宿題忘れて 先生からおこられ 

みんなにジロジロ 見られてる 

だけど 気づいてしまったの 

それは 真実（ほんと）のこと 

（†くりかえし） 

‡未来は 光り輝いている 

 宗教法人ピポポ 

 

友達はすくなめ 親友はいないね 

なんにもいいとこない私 

クラスの男子に 告白して玉砕 

みんなにヒソヒソ 言われてる 

だけど 出会ってしまったの 

それは 素敵なこと 

（†‡くりかえし） 

わたし わかってしまったの 

それは この世のすべて 

（†‡くりかえし） 

ピポポ ピポポ ピポポ… 

 

[19] ダメニンゲン 

作詞・作曲：雀宮えすと 

 

†ダメニンゲン あなたのこと 

 ダメニンゲン あなたのこと 

 

‡あぁ あなたはダメニンゲン 

 あぁ あなたはダメニンゲン 

 

音楽で生きていくのだと言って 

仕事をやめてお金もなくなり 

 

「すまない」なんて 

いつも言いながら 

ゴハンをたかりにくる日々で 

 

いよいよデビューと 

はしゃいだりして 

音楽機材を 買い替えていた 

締切間際に それらが壊れて 

契約打ち切り 元通り 

（‡くりかえし） 

 

（†‡くりかえし） 

 

結婚しようと 突然言い出し 

無職はイヤよと 返事してみたら 

あっさり おカタい企業に就職 

今まで 一体なんだった？ 

 

あぁ あなたはダメニンゲン 

あぁ わたしもダメニンゲン 

 

夢のために仕事を捨て 

夢のために財産捨て 

夢のためにすべてを捨て 

わたしのため夢を捨て 

 

ダメニンゲン ダメニンゲン 

ダメニンゲン ダメニンゲン 

 

[20] いつまでも 

作詞・作曲：雀宮えすと 

 

ああ あなたのもとに 翼を広げ 

いま 飛んで行きたいよ 

ああ 二人の距離が離れていても 

いつも 空は続いている 

 

一緒に居ようと言ってくれたけど 

ごめん 私 答えられなくて 

いろんな気持ち伝えたいけれど 

ここに居られる時間が終わるの 

 

力を振り絞って 

とびきり笑顔つくり 

最後の嘘をつくの 

「またね」って一言を 

 

うまくやったはずが 

涙こぼれてきて 

多分バレてたけど 

その返事も「またね」って 

 

ああ 翼をもった天使になって 

空さまよい続けて 

ああ 無意識のうち辿り着くのは 

二人 最初出会った場所 

 

特別だけど 普通の景色 

この世界は とても美しく 

空へと還る前の 私の目に 

手を振り笑う あなたが見えたよ 

 

いつか時が過ぎて 形失われても 

楽しかった記憶は 

いつまでも いつまでも 

 

[21] AKo01 

作曲：西友亞子 
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