


名前はあなたに贈られた、

最初で最高のプレゼント。

あなたがこの世に

生まれてきてくれて、

本当にありがとう！って

親の感謝の気持ちが

あなたの名前に

いっぱい込められている。

あなたが将来、

誰からも愛され

人や世の中のために

命を輝かせてほしい！って

親の想いや願いが

あなたの名前に

いっぱい込められている。

名前は親からあなたへの

最高の愛のメッセージ。

そして

あなたの名前は

あなたの命をどう使えばよいか

進むべき道を教えてくれる道標。
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あ
あいの心でこの国を優しく照らす

あきらめないその情熱が

あきらめないその情熱こそが 輝く未来の扉を開く

あきらめないその情熱で

あしたという日は明るい日と

あしたという未来の扉の先にきっとある

あしたという未来の扉の先に待っている

あしたとは希望の光に満ちた明るい日

あしたの扉をこの手で開く

あしたへの情熱をおわることなく持ち続け

あしたを希望と夢で

あしたを希望と夢でいっぱいに輝かせるために

あせらず腐らず諦めず

あたたかくやわらかなお日さまのような人

あたたかく支えてくれているから

あたたかな春の風のように

あたたかな春の風のように いつも周りを勇気づけ 夢を支える人になる

あつい情熱と揺るぎない信念を胸に

あつい想いと信念を

あつい想いと信念を胸に

あつい想いと信念を胸に まっすぐに生きてゆく



2

あなたが生まれて来てくれて本当にありがとう

あなたとめぐりあうことができたから

あなたの命をどう使えばよいか進むべき道を教えてくれる道標

あのとき聞いた想いを忘れない

あの頃思い描いた夢たちが

あの子が君より先に大空に羽ばたいたなら、君も喜んであげる事が大切だよ。

あの大きな夢に向かって

あの大きな夢を叶えるために

あの日描いた たくさんの夢たちが 私の心を駆けめぐる

あの日描いた大きな夢に向かって

あの日描いた夢たちが

あふれるほどに蒔かれている

あふれる情熱のすべてを注ぎ生きてゆく

あふれる情熱を子どもたちの未来のために

あふれる命の輝きが きっとどこかで

あふれ出す光で 世の中をあたたかく照らしたい

あふれ出す光で 世の中をあたたかく美しく照らしたい

ありふれた毎日の中に たくさん蒔かれているありがとうの種を

あるいてゆくこの道のりが いつの日か勇気と希望の種を芽生えさせ

あんいな道など選ばない
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い
いかなきゃ！って思ったら

いきる意味を見出す

いきる喜びや幸せに心から感謝しながら いま目の前にいる人に

いきる喜びや幸せに心から感謝しながら 今日という日を生きてゆく

いきる喜びや幸せを音に紡ぎ

いきる希望の火を灯す

いたわりの心を忘れずに

いちずにまっすぐに この道を進む

いちずにまっすぐに 周りの人の幸せを願い

いちずにまっすぐに 周りの人の笑顔と幸せを思い描き

いちずにまっすぐに 周りの人の笑顔と幸せを思い描く

いちどきりの人生を命いっぱいに輝かせ

いちどきりの人生を命いっぱいに輝かせたい

いちど決めた信念は揺るがない

いちばんに考えていることにまっすぐに向き合って

いちばんに人の笑顔を想い

いちばん大切なことにまっすぐに向き合って

いちばん大切なことにまっすぐに向き合って 今日という日を生きてゆく

いちばん大切な人は

いちばん大切な人は いま目の前にいるすべての人だから

いちばん大切な人へ 心を込めて このうたを贈ります
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いちばん大切な人を守り抜くために

いっしょうで一度のチャンスかもしれない。これは一期一会の本番なんだ。

いっしんにやり遂げる力強さを持つ

いっしんに人の幸せを願い

いっせいに輝きを放ち出すから

いつの日か 希望の光へと姿を変えてこの世を照らす

いつの日か 輝く希望の虹へと生まれ変わる

いつの日か 笑顔と幸せの架け橋となることを信じて

いつの日か 笑顔と幸せの架け橋となることを信じて

今日という日を心を込めて生きてゆく

いつの日か 笑顔と幸せの架け橋となることを信じて

今日という日を大切に生きてゆく

いつの日かドカン！と大きなプレゼントが降ってくる

いつの日か叶う大きな夢が

いつの日か叶う大きな夢が 笑顔と幸せの架け橋となることを信じて

いつの日か輝く未来の扉を開く

いつの日か世界を美しく彩る 希望の虹へと生まれ変わるその日を信じて

いつの日か大きな空いっぱいに羽ばたいて

いつの日か大きな夢を叶えるために

いつの日か大きな夢を空いっぱいに広げて

いつの日か大きな夢を空いっぱいに広げて

すべての人を笑顔と幸せいっぱいに輝かせるために

いつの日か必ず 輝く未来の扉を開く
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いつの日にか夢は空いっぱいに駆けめぐり 必ず叶う

いつの日も どんな時にも

いつの日も人の喜びと幸せを照らす光として

いつの日も人の笑顔と喜びをあたたかく照らす光として

いつの日も人の笑顔と幸せを照らす光として

いつの日も人の幸せと喜びを願いながら

いつの日も人の幸せを願いながら

いっぱいにひろがるあかね雲

いっぱいに輝かせ

いっぱいに自分を満たし

いっぱいに満たすために

いっぱいの希望と喜びで満たしてゆく

いっぱいの夢と希望で輝く未来が待っている

いっぱいの夢に包まれて

いつまでも輝き続ける おひさまのような人になる

いつもイチバンに見つめ続け

いつも始まりは自分から

いつも私を支え励ましてくれているから

いつも私を支え励ましてくれているすべての人に

いつも自分一人だけだから

いつも周りの人を勇気づけ 夢を支える人になる

いつも周りをあたたかく包み 夢を支える人になる

いつも周りを優しく包み 夢を支える人になる
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いつも周りを勇気づけ 夢を支える人になる

いつも助け励ましてくれる

いつも人の喜びと

いつも人の笑顔と幸せを心から願い

いづれかひとつを選ぼうと 悩み迷わなくたっていい

いのちいっぱいに 今日を生きる

いのちいっぱいに輝かせ

いのちいっぱいに輝かせ まっすぐに生きてゆく

いのちいっぱいに生きてゆく

いのちが輝き あふれだす光が美しく未来を照らす

いのちの輝きの前には どんな扉も必ず開く

いのちの輝きの前には どんな扉も必ず開くから

いのちを輝かせる人になる

いのちを燃やして生きてきた

いのち輝かせて生きてゆく

いまからここから自分から 小さな一歩を踏み出してゆく

いま目の前にいるすべての人だから

いま目の前にいる人に

いま目の前にいる人に 心を尽くして生きてゆく

いま目の前にいる人に心を尽くす

いま目の前の人に心をこめて生きてゆく

いろんな事に迷ってしまったら

いろんな道があるけれど
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う
うえを向いて朗らかに

うえを向いて朗らかに生きていく

うけ継ぎ 次代に手渡すために

うけ継ぐ未来を思い描き

うごかし初めが最も力がかかるもの

うごき出す 最初の一歩が世界を変える

うごき出す 私の一歩が大きく世界を変えてゆく

うしなうことなど恐れずに

うしなうことなど恐れずに 振り返ることなく堂々と生きてゆく

うしなうことなど恐れない

うしなうことを恐れずに 振り返ることなく堂々と

うしなわず

うしろで支え 励ましてくれる家族や仲間と

うしろで支え励ましてくれる仲間がいるから

うしろで支え励ましてくれる仲間と共に

うしろなんて振り返らずに

うしろを振り返っている暇などない

うしろを振り返るためではなく

うしろを振り返るためにあるのではなく

うつくしい輝きで 世界を満たし幸せを運ぶ

うつくしい輝きで世界を満たし 幸せをあまねく届ける人になる
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うつくしい輝きで世界を満たし幸せを与える

うつくしい輝きよ 海を越え空をも越えて心へ届け

うつくしい光で世界を満たす

うつくしく輝く未来を 仲間と共に切り拓く

うつくしく輝く未来を 仲間と共に創り上げ 次代に託してゆくために

うつくしく輝く未来を創りあげてゆく

うつくしく世界を照らし幸せを届ける

うつくしく世界を満たし幸せを与えるために

うつむかずうなだれず諦めず

うつむき涙する人の頬を優しく拭い

うつむき涙する人の頬を優しく拭い

生きる希望の火を灯すためにこそ 自分の命はここにある

うつむき涙する人の頬を優しく拭う

うなづく素直な心とさわやかな笑顔を忘れない

うみだすために

うみだす光が世の中を 明るく照らす明日にむかって

うみだす光が世の中をあまねく照らす

うみだす光が世の中を明るく照らす明日に向かって 一歩ずつ踏みしめてゆく

うみだす光が世界を照らす

うみだす光で 世界をあまねく照らしたい

うみより深い優しさと 空より高い志で

うみを越え山をも越えて空高く 今日の自分につながっている

うみを越え山を越え 空をも越えて
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うみを越え山を越え 空をも越えて心へ届く

うみを越え山を越え空を越えて

うみ出した

うみ出してゆく輝きで 世界を照らす

うみ出してゆく未来の輝きは

うみ出し広げてゆくものだから

うみ出し次代へ託すため

うみ出し世界へ広げてゆくもの

うみ出し与えていくもの

うみ出し与えてゆくものだから

うみ出し与えるものだから

うみ出すこの仕事を通して

うみ出すためにこそあるのだから

うみ出す価値はいつも さわやかな笑顔と心からの「ありがとう」

うみ出す価値はいつもさわやかな笑顔と心からの感謝

うみ出す光で この世を照らす

うみ出す光で 世界をあまねく照らしたい

うみ出す光で 美しくあたたかく世の中を照らしたい

うみ出す未来を次代に託す

うみ出す命の輝きが

うみ出す命の輝きで 世界を照らしてゆくために

うみ出す命の輝きで 流した涙を虹に変え

うもれているその人の良さや輝きを見いだして
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うれしさと

うんは待つものでなく運ぶもの

うんめいとは受け入れるものではなく 切り拓いてゆくものだから

うんめいはいつも自分がきり拓く

うんめいは受け入れるものではなく切り拓くもの

え
えいこうの未来につながる 架け橋へと姿を変える

えいこうの未来へとつながる 希望と勇気の虹となる

えがいた大きな夢に向かって

えがいた未来がみんなの幸せにつながる この道を切り拓くためにこそ

えがいた夢が

えがいた夢が みんなの幸せにつながるこの道を 心に決めて今日もゆく

えがいた夢がみんなの幸せにつながる その日に向かって

えがいた夢がみんなの幸せにつながる その日を信じて生きてゆく

えがいた夢がみんなの幸せにつながるこの道を 心に決めて今日も行く

えがいた夢がみんなの幸せにつながるその日がきっと来る

えがいた夢に向かって進もうね

えがいた夢は空高く

えがいた夢を信じきれない弱さに支配されることなく

えがおでいることこそが最高の社会貢献

えがおで朗らかに 上を向いて歩きたい
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えがおで朗らかに上を向いて歩きたい

えがおとあたたかい心で 自分をいっぱいに満たし

えがおとやさしい心で

えがおと温かい心で感謝の気持ちを届けたい

えがおと温かい心で自分をいっぱいに満たし

えがおと喜びと幸せを すべての人に

えがおと幸せでいっぱいに包みたい

えがおと幸せでいっぱいに包むためにこそ

えがおと真心で

えがおと真心で 喜びと幸せを紡ぎ出す人になる

えがおのたえないあなたのまわりに

えがおも喜びも幸せもすべてもらうものではなく与えていくもの

えがき続けた

えがき続けた夢を叶えるために

えがき続ける大きな夢が すべての人の生きる力につながるその日に向かって

えがき続ける大きな夢が すべての人の生きる力につながる明日を目指し

えがき続ける大きな夢がすべての人の 生きる力につながる明日を目指して

えんりょして隅っこで控え目に 振る舞うのも人生ならば

えんりょして隅っこで控え目に振る舞っていたら

お
おおきな愛で優しくあたたかく包みたい
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おおきな愛とあふれる優しさで

おおきな愛とあふれる優しさで すべての人をあたたかく包みたい

おおきな愛をあまねく届ける

おおきな希望と大きな夢を

おおきな夢に向かって走る

おおきな夢に挑み続ける

おおきな夢の輝きだけを見つめながら

おおきな夢を

おおきな夢を叶えることが

おおきな夢を叶えるために

おおきな夢を空いっぱいに叶えるために

おおくのひとに喜びと幸せを届けるためなら

おおくの人に 生きる喜びと幸せを伝えるために

おおくの人に 生きる喜びと幸せを伝えるために使いたい

おおくの人に幸せと生きる喜びを与えるために

おおくの人に生きる喜びと幸せを伝えるために 今このときに心を込める

おおくの人の笑顔と幸せを願い

おおくの人の笑顔のために

おおくの人の笑顔のために 今日という日を生きる

おおくの人を喜ばせ感動を与えること

おおぞらいっぱいに みんなの夢を羽ばたかせてゆくために

おおぞらいっぱいに 大きな夢と志を高く掲げて生きてゆく

おおぞらいっぱいに志を高く掲げ
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おおぞらいっぱいに大きな夢と志を高く掲げ

おおぞらいっぱいに大きな夢と志を高く掲げて生きてゆく

おおぞらいっぱいに描いてゆく

おおぞらいっぱいに描き出す

おおぞらのように志高くあたたかい人

おおぞらへ向かって 仲間と共にいま飛び立つ

おおらかに

おそれることなく

おもい描く未来はいつも

おもい描く未来はいつも 輝く光で満ちている

おもい描く未来はいつも 輝く光で満ちているから

おもい描く未来はいつも 輝く光に満ちている

おもい描く未来への架け橋はいつも 美しい輝きに満ちている

おもい描く未来へ向かって夢と志を高く掲げ

おわることなく持ち続け

おんとは受けた恵みに感謝して 相手をいつくしみ思いやること

おんを受けた恵みに感謝を込めて慈しみ

か
かがやかせることが必ず

かがやきあふれる光として

かがやきあふれる光として生きてゆく
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かがやきにあふれる光がいつも

かがやきにあふれる光として生きてゆく

かがやきに満ちあふれ

かがやきを放つためにこそ

かがやきを放つためにこそ 私の命はあるのだから

かがやきを放つためにこそ 私はここにいるのだから

かがやきを放つための 私の命の磨き石だから

かがやき合うことができるのだから

かがやくことができるのだから

かがやく光で世界を照らす

かがやく光で満ちている

かがやく子どもたちの未来

かがやく子どもたちの明日のために 私の命はここにある

かがやく子どもたちの明日を切り拓くためにこそ 私の命はあるのだから

かがやく未来が待っている

かがやく未来の自分に向けた

かがやく未来の扉を開く

かがやく未来の扉を開くために

かがやく未来を切り拓いてゆく

かがやく命に囲まれて過ごす日々

かがやく明日が待っている

かがやく明日の扉を開きにゆく

かがやく明日へむかって歩く
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かがやく明日を次代につなぐために

かがやく明日を次代に託すために

かがやく明日を自分の力で切り拓く

かがやく明日を切り拓く

かがやく明日を切り拓くためにこそ 私の命はあるのだから

かがやく夕陽に照らされて

かぎりない可能性が花ひらく その日を信じて

かぎりない可能性にあふれる自分の命の輝きで

かぎりない可能性にあふれる自分の命の輝きを

かぎりない可能性にあふれる自分の命を信じて

かぎりない可能性を胸に

かぎりない可能性を信じて

かぎりない可能性を信じて この道をすすむ

かけがえのない家族をあたたかく包む

かけがえのない出会いを待ち焦がれていた

遠いあの日の思い出を決して忘れない

かけがえのない大切な

かけがえのない仲間と共に

かけがえのない仲間に支えられ

かけ出していくでしょ？

かこにいつまでも縛られていた自分を力いっぱい振り解いて

かこに感謝できる日がやってくる

かこのすべてが ここまで大きく私の心を耕し育ててくれたから
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かこの出来事の全てを感謝に変え

かこの出来事の全てを感謝に変えて

かこは縛られるためではなく

かこは縛られるためではなく 私の心を磨き輝かせるためにこそあるのだから

かこは縛られるためにあるんじゃなくて、

今の自分を育てて作ってくれた肥料なんだよね

かこは縛られるためのものではなく 自分を磨き輝かせるためのもの

かぜになって みんなの夢を優しく包む人になる

かなえたい想いを実現することが

かなえたい大きなゆめがある

かなえたい夢があるのなら

かなえたい夢に向かって 大きな架け橋を創りたい

かなえたい夢に向かってどこまでも続く

かなえたい夢の向こうで待っている みんなの笑顔に会うために

かなえたい夢への架け橋にしよう

かなえたい夢を

かなえたい夢を夢のままで終わらせず

かなえてもらえる日を待っている

かなえます

かなえるためにこそ今日はある

かなえるためにこそ夢があり 私の命がここにある

かなえるためにこそ夢はあるのだから

かなえるために夢があり、生み出すために私がいて、
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支え広める仲間がいるから

かなえるために力を尽くす

かなしみに沈むからこそ 人の心の痛みが分かり

かなしみに暮れる人の涙を優しく拭い

かなしみに暮れる人の涙を優しく拭い 生きる希望の火を灯す

かなしみに暮れる涙の頬を優しく拭うためにこそ

かなしみの涙をやさしく拭い 生きる希望の火を灯す

かなしみや苦しみに裏打ちされた人間は揺るがない

かなしみや不運ではなく試練なのだから

かなでる音に想いを込めて

かなでる音に想いを込める

かならずいつの日か叶う

かならずいつの日か叶う 大きな夢を胸に生きてゆく

かならずいつの日か叶うその先に みんなの笑顔が待っている

かならずいつの日か叶う大きな夢の輝きを

かならずいつの日か叶う大きな夢の先に

かならずいつの日か叶う大きな夢の先に みんなの笑顔が待っているから

かならずいつの日か叶う大きな夢を

かならずいつの日か叶う大きな夢を胸に生きてゆく

かならず人の幸せにつながることを信じて

かならず素晴らしい未来が この道の向こうに開けているから

かならず道はひらけてゆく

かならず道は開けてゆくから
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かならず道は開けるから

かならず夢に辿り着く

かなわない夢なんて ひとつもない

かなわない夢なんて ひとつもないのだから

かべは突き破るために 困難は乗り越えるためにこそ

立ちはだかるものだから

かんがえかたを変えるだけで 人生の意味はこんなにも大きく違ってくる

かんしゃしてもしきれないほど

かんしゃの気持ちを届けたい

かんしゃを込めて大切に育てていくと

かんじょうに流されることなく

かんどうも幸せも生きがいも

が
がを張らず

がんばった向こう側にある

がんばった向こう側にある 輝きだけを見つめて

がんばった向こう側にある輝きが わたしを待っているから

がんばった向こう側にある輝きが 今日も私を待っている

がんばった向こう側にある輝きだけを見つめて

がんばった向こう側にある輝きに

がんばって
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がんばって ここまでやってこれたのは

がんばってきた私の生きるこの道が

がんばってきた私の拓くこの道が

がんばる力が湧いてくる

がんばれるのはきっとあなたがいるから

がんばろうとする力が こんなにも湧いてくるのは

がんばろうとする力が こんなにも湧いてくるのは きっと

がんばろうとする力がこんなにも湧いてくるのは

あなたと出会うことができたから

がんばろうとする力がこんなにも湧いてくるのは

たくさんの仲間と出会うことができたから

き
きくばりのこまやかな

きくばりのこまやかなあたたかい笑顔で

きざみ込んでゆく新たな想いを

きずきあげてゆく 未来の輝きを次代に託し

きずきあげてゆく未来の輝きを次代に託し

きずき上げてゆくために

きずき上げるために

きづかず通り過ぎるのも 芽吹かせて大きく育てるのも

きづかず通り過ぎるのも 芽吹かせて大きく育てるのも自分次第
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きつくて苦しい思いをしている人を思いやりいたわる優しさ、それが苦労。

きっといつの日か 美しく輝く虹へと変わる

きにすることなく、最良のものを与え続けなさい。

きぼうと夢で この世界をいっぱいに輝かせ

きぼうと夢でこの世界を笑顔いっぱいに輝かせ

きぼうと夢で笑顔いっぱいに輝かせ

誰もが生まれてきてよかったと思える世界を

きぼうと夢で笑顔いっぱいに輝く

きぼうと夢と 生きる力を与えてくれた

きぼうと夢に包まれて輝く世界をこの手で拓く

きぼうと夢を胸にいだき

きぼうと夢を心に刻み

きぼうと勇気で切り拓くこの道が

きぼうと勇気で切り拓くこの道が やがて輝く虹となる

きぼうと勇気で切り拓く道なきみちを

きぼうと勇気の光として まっすぐに生きてゆく

きぼうと勇気の光として 私の命を輝かせたい

きぼうと勇気の翼を広げ

きぼうと勇気の翼を広げ 支えてくれるすべての人の

笑顔と幸せのために力強く大空を翔る

きぼうと勇気の翼を広げ 力強く大空を翔る

きぼうと勇気を与えてくれた あなたがいつもそばにいてくれたから

きぼうと勇気を与える人になる
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きぼうに燃え夢を熱く語り

きぼうの光だけを見つめ

きぼうの光だけを見つめて 今日もこの道を進む

きぼうの光を目指して進む 自分の決めたこの道が

きぼうの坂道の向こうに 輝く明日が待っている

きぼうの種を蒔きに高く飛び立つ

きぼうの翼を広げ

きぼうを胸に力を尽くす

きぼうを胸に力を尽くすその先に みんなの笑顔が待っている

きょうかんできる人になれるから

きょうこのときを大切に 自分の命を

きょうこのときを命いっぱいに生きてゆくためにこそ時は流れる

きょうという大切な日を過ごしたい

きょうという日はあるのだから

きょうという日を生きる

きょうという日を大切に生きてゆく

きょうという日を命いっぱいに生きてゆく

きょうの私が流した汗が

きょうの私が流した汗が すべての人の幸せにつながる虹になる日を信じ

きょうの私が流した汗が すべての人の幸せにつながる虹へと変わる

きょうの私が流した汗を すべての人の幸せにつながる虹に変え

きょうの私のがんばりが 多くの人の幸せにつながる明日を信じ

きょうの私の頑張りが、将来の多くの人の幸せにつながっている
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きょうも命いっぱい輝き続ける

きらめく日々の輝きは

きり拓いてきた道なき道が

きり拓いてゆくこの道が

きり拓いてゆくこの道が やがて輝く虹へと変わる

きり拓いてゆくこの道の向こうに 輝く未来が待っている

きり拓いてゆくこの道の向こうに待っている 輝く未来だけを見つめて

きり拓いてゆくこの道の向こうに待っている 輝く未来だけを見つめて

力いっぱいに生きてゆく

きり拓いてゆくのです

きり拓いてゆくみちなき道が やがて輝く虹へと変わる

きり拓いてゆくみちなき道が 笑顔と幸せの架け橋になる日がきっと来るから

きり拓いてゆく人になる

きり拓いてゆく道なき道が やがては輝く虹へと変わる

きり拓いてゆく未来への道

きり拓いてゆく未来への道が やがて輝く虹へと変わる

きり拓く

きり拓くこの手に 力をこめて前へと進む

きり拓くこの手に力を込めて 命いっぱいに生きてゆく

ぎ
ぎのために命を輝かせる人になる
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ぎむではなく自分の信念に従って 凛として生きる

ぎゅっとこの胸に抱きしめている小さな命の輝きは

ぎゅっと握りしめた拳から

ぎゅっと握りしめた拳から あふれ出す光は

ぎゅっと握りしめた拳からあふれる光で

ぎゅっと握りしめた拳からあふれる光で

すべての涙を輝く虹へと変えてゆくのも人生だから

ぎゅっと握りしめた拳を

ぎゅっと握りしめた手と手がやがて

ぎゅっと握りしめる手と手がやがて

ぎゅっと拳を握りしめ

ぎゅっと拳を握りしめる

ぎを重んじ

く
くちびるにはいつも歌を そして心にはいつも太陽を

くなんの道を越えた向こうに待っている

くなんは乗り越えるためにある

くなんは乗り越えるためにこそあるのだから

くなんは乗り越え切り拓くためにある

くなんをものともせず未来への道を切り拓く

くなんを乗り越え
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くなんを乗り越えた向こうに待っている

くなんを乗り越え切り拓いてきた 私の命の証がある

くにの未来を明るく照らすために

くにの未来を明るく照らすともしびとして

くにの未来を明るく照らすともしびとして 命いっぱいに輝かせて生きてゆく

くにの未来を明るく照らす一人として

くにの明日を照らす人になるために

くらくを共にしていく中で

くらやみに希望の明かりを灯す

くらやみを切り拓くともしびとして

くらやみを切り拓くともしびのように

くらやみを明るく照らすともしびのように

くるしい時にも

くるしい時にも理想を忘れず

くるしみやかなしみよこんにちは

くるしみや悲しみに 裏打ちされた人間は揺るがない

くるしみや悲しみを乗り越えて 命いっぱいに輝くこと

くれなずむ夕陽のむこうに 美しい明日が待っている

くれなずむ夕陽のむこうに 美しい明日が待っているから

くろうだなんて思わない

くろうって苦しくてきつい事じゃなくて、苦労の

くろうや困難をものともせず

くろうや困難を重ねるほどに 命は輝きを増してゆく
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くろうを重ねるほどに 人は輝きを増してゆくから

くろうを重ねるほどに 命は輝きを増してゆく

ぐ
ぐうぜんと必然は同じ意味だということが

ぐうぜんの出会いなんてひとつもない

ぐうぜんの出会いも出来事も存在しない

ぐうぜんの出会いも出来事も存在しないことを心に刻み

ぐうぜんの出来事など何ひとつない

ぐうぜんの出来事なんて何ひとつない

ぐうぜんを装って 必然が私のもとにやって来るから

ぐたいてきに動き出すこと

ぐちをこぼさず

ぐっと握りしめた拳からあふれる光で すべての涙を輝く虹へと変えてゆく

ぐっと握りしめた拳からあふれる光で すべての涙を輝く虹へと変えるため

ぐっと拳を握りしめ

ぐっと力を踏みしめる

ぐっと踏みしめた両足に

け
けしきが変わる

けしきが変わるまで思いっきり走ってゆこう
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けしきが変わるまで走ってみよう

けっかは自ずとついてくる

けっして色褪せることのない 熱い想いを胸に刻み

けっして色褪せることのない 揺るぎない熱い想いと

けっして色褪せることのない想いを 胸に刻み

けっして色褪せることのない想いを胸に

けっして諦めることなく

けっして燃え尽きることのない心のともしびと共に 今日を生きる

けってんや失敗は粗削りなあなたを

円く優しく滑らかに仕上げてくれる磨き石

けんいに媚び諂うことなく堂々と

けんさんを積み重ね

けんさんを積み重ね うみ出す未来の輝きが

けんさんを積み重ね うみ出す未来を次代に託す

けんさんを積み重ね 才能を世のため人のために活かすとき

げ
げんかいに挑戦する

げんかいはいつも自分の心が生み出す幻でしかないのだから

げんじつが理想の世界と違っているなら この手で変えてゆけばいい
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こ
ここから今から自分から 一歩ずつ踏み出してゆく

ここから今から自分から 一歩一歩踏み出してゆく

ここから今から自分から 大きな夢にむかって進む

ここから今から自分から 命いっぱいに輝かせて生きる

ここにある

こころいき

こころおきなく

こころから願う

こころざしを持ちさえすれば 過去のすべてが感謝に変わる

こころときめかせながら 今日を生きる

こころに決めたこの道を ただまっすぐに生きてゆく

こころに決めたこの道を 迷うことなくまっすぐに進む

こころに決めたこの道を 迷うことなくまっすぐに生きてゆく

こころに決めたこの道を 凛として生きる

こころに決めたこの道を 凛として美しく生きる

こころに決めた道をゆく

こころに深く感動を響かせる人

こころのともしびをほのかに照らす

こころの奥に大切にしまっている あの日の夢や想いを忘れずに

こころの奥に大切にしまっている あの日の夢や想いを忘れずに

まっすぐに生きてゆく
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こころの中にしまっているあの日の大切な夢や想いを決して忘れない

こころをこめて汗を流せる

こころを決めて いまここから動き始める

こころを込めて 今日という日を大切に生きる

こころを込めて 今日を大切に生きてゆく

こころを込めて 今日を命いっぱいに生きてゆく

こころを込めて 信じた道を今日もゆく

こころを込めて 信じた道を進む

こころを込めて 命いっぱいに生きてゆく

こころを尽くして生きてゆく

こころ優しい素敵な人

こころ優しくあたたかい お日様のような人

こどもたちの明日を

こどもたちの明日を創るため

こどもの可能性を

こどもの教育から世界が変わる

こどもの明日を切り拓いてゆくこの仕事

こどもの明日を創る人

このよのすべての人の心を 明るく照らす光として生きてゆく

この仕事とともに生きてゆく

この手で一から創るもの

この手で切り拓きつかみとるもの

この手で創り上げるためにこそ今日がある
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この手で明日を拓くため

この手で明日を拓くため 今日を命いっぱいに輝かせて生きる

この手で明日を拓くためにこそ今日がある

この手に力を込める

この場所に込められた夢や想いを決して忘れない

この世のすべての人の心を あたたかく照らしたい

この世のすべての人の涙を 勇気と希望の虹へと変える

この世をあたたかく照らす光に変えてゆく

この世を照らす光として 美しく生きてゆく

この世を照らす光として 命いっぱいに生きてゆく

この素晴らしい命の輝きを

この素晴らしい命の輝きを 人の笑顔と喜びを照らす光として

この素晴らしい命の輝きを 人の笑顔と幸せを照らす光として

美しく生きてゆく

この道を ただまっすぐに生きてゆく

この道をあなたと共に生きてゆく

この道をすすみます

この道を行くからには

この道を進む

この道を迷うことなく生きてゆく

この命の輝きを いつまでも心に刻み生きてゆく

この命の輝きを すべての人の幸せのために活かす

この命の輝きを 人の笑顔と幸せを照らすために活かしたい
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この命の輝きを曇らせることなく 心に決めた道をゆく

この命の輝きを曇らせることなく 凛として生きる

こまったら人を頼っていいんです。助けを求めていいんです。

これからもずっとこの道を生きてゆく

ころんだときには仰向けになって見上げてごらん

ころんだら転んだまま大空を見るんだ。

こんどはいつかあなたが頼られ、助けを求められる番がやってくる。

こんどはいつか自分が頼られ 助けを求められる番がやってくるから

こんなにも広いこの世界でめぐり逢えたあなたと

こんなにも私を支えてくれているから

こんなんに立ち向かい 仲間と共に未来への道を切り拓く

こんなんに立ち向かい仲間と共に切り拓く

こんなんや災難をくぐり抜けて生きてきたからこそ

過去に感謝できる日がやってくる

こんなんをのり越えた先に 必ず道は開けてゆくから

こんなんを乗り越えた先に 必ず道は開けてゆく

こんなんを乗り越えた先に 必ず道は開ける

こんなんを乗り越えた先に待っている 未来の私に出会うため

こんなんを乗り越えた先に必ず開ける道がある

こんなんを乗り越えてきたからこそ
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ご
ごールだけを見つめて全力で駆ける

ご縁と出会いに感謝して

ご縁と出会いに感謝しながら

ご縁と出会いを大切に

ご縁と出会いを大切に いま目の前の人に心をこめて生きてゆく

ご縁と出会いを大切に いま目の前の人に心をこめる

ご縁は偶然ではなく必然なのだから

さ
さいあくは最高の扉

さいげんなく広がる

さいこうに輝く未来を

さいこうの使命と信じて 今このときを生きる

さいこうの笑顔で迎え入れる

さいこうの人生とは

さいこうの仲間と共に

さいこうの未来を

さいごまで諦めず

さいぜんを尽くして

さいだいげんに発揮する

さいだいの困難に とびっきりの笑顔で挑み
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さいだいの困難に とびっきりの笑顔で挑む

さいだいの困難に、笑顔で挑む

さいだいの困難に笑顔で挑み

さいていは最高

さいとの輝く明日を

さいのうじゃない、信じることができるかどうか、だ！

さいのうを人のために生かす

さいのうを磨き人のために活かす

さいのうを磨き人のために活かすときに 私の命は躍動し

さえわたる

さがし芽吹かせ 大きな花を咲かせたい

さがし求めるものじゃなく

さがし求め続けるその先に

さがすのではなく 未来は自分で創るもの

さがすのではなく未来は自分で創るものだから

さかみちの向こうに

さきがけとなる

さきほこる

さく花が虫や風の助けを借りて 次代へ命を受け継いでいくように

ささえあい助けあい励ましあいながら

ささえてあげる人になる

ささえてくれる応援団だから

ささえとなって
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ささえ合い助け合って生きるときに 初めて人として

ささえ合い助け合って生きるときに

初めて人として輝くことができるのだから

ささえ合って生きるときに、初めて人として輝くのです。

ささえ合って生きるときに初めて 人として

ささえ励ましてくれる すべての人の声援と

ささえ励ましてくれる すべての人の声援を背に

ささえ励まし私の命を光らせる 心からの応援団だから

さしのべるこの手が

さしのべるこの手が やがて

さしのべるこの手が やがて大きな夢に届くその日にむかって

さっそうと

さばかない

さびついた心を優しく癒し

さびついた心たちをあたたかく包み

さわやかな

さわやかな緑の風が私の心を吹き抜ける

さわやかな笑顔で 周りの人をあたたかく包む

さわやかな笑顔とあたたかい心で

さわやかな笑顔とあたたかい心で いま目の前の人に心を込めて生きてゆく

さわやかな笑顔とあたたかい心で いま目の前の人に心を尽くす

さわやかな笑顔とあたたかい心で 今日を大切に生きてゆく

さわやかな笑顔とあたたかい心で 周りの人をあたたかく包む
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さわやかな笑顔とやさしい心で

ざ
ざいさんは何より支えてくれる仲間たち

ざせつに涙するからこそ 勇気を持って未来を切り拓く人を心から応援できる

ざせつの痛みに心砕かれ 頬を伝い落ちる涙の粒が

ざせつも失敗もつまづきもみんな

ざせつも失敗もみんな

し
しあわせとありがとうの種

しあわせとありがとうの種を 自分の足跡から芽吹かせてゆく人になる

しあわせとありがとうの種を芽吹かせて 感謝の森へと育てるために

しあわせと喜びを次代へ届ける架け橋を創るために

しあわせと喜びを心に届けて

しあわせと喜びを世に紡ぎ

しあわせと喜びを紡いでゆく

しあわせと喜びを紡ぎ

しあわせと喜びを紡ぎ 周りの人をあたたかく包む人になるために

しあわせと笑顔と生きる喜びを あまねく届ける架け橋へと変わる

しあわせと笑顔と生きる喜びを すべての人に届けるために

自分の信じる道を
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しあわせと笑顔と生きる喜びを 世界中の人に届けるために

しあわせと笑顔と生きる喜びを 世界中の人に届けるために

自分の信じる道を

しあわせと笑顔と生きる喜びをあまねく届ける

架け橋へ変わる日がきっと来る

しあわせの意味を共に確かめ合ってきた日々

しあわせの種を芽生えさせる

しあわせは もらうものではなく与えるもの

しあわせはもらうのではなく与えるもの

しあわせは苦しみや悲しみを乗り越えてこそ

初めて感じることができるというメッセージ

しあわせは苦しみや悲しみを乗り越えてこそ

初めて感じることができるのだから

しあわせもすべて 自分から世界へ広がる

しあわせを 世に生み出す人になる

しあわせをあまねく届ける 架け橋へと変わる日を心に描き

しあわせをあまねく届ける架け橋として

しあわせをあまねく届ける架け橋として まっすぐに生きてゆく

しあわせを運ぶあなたが

しあわせを心から願い

しあわせを世界中に届けるためにこそ 私の命はあるのだから

しあわせを世界中に届けるためにこそ 私は生まれてきた

しあわせを生み出すために活かすこと
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しあわせを生み出す人になるために

しあわせを届けるために 託され生まれたこの命

しあわせを届ける希望の虹として 生み出す命の輝きで

しあわせを届ける希望の虹になるために

しあわせを遍く届ける 希望に輝く虹となり

しあわせを与えるために

しおれた心も優しい笑顔に包まれて 新たな息吹きの夜明けを迎える

しおれてしまう時だってあるけど

しおれてしまう時だってあるさ

しごとに情熱と命を燃やして力を注ぐ

しぜんを守り育て共に生きてゆくことだから

しっかりと見極めたなら 迷わずに胸張って進めばいい

しばられていた過去の悩みや苦しみは 未来を阻む足枷ではなく

しばられている過去の悩みや苦しみは 自分に立ちはだかる壁ではなく

しめいとは 自分の命の輝きを 人の幸せのために活かすことだから

しめいとは 自分の命の輝きを 人の幸せのために使うこと

しめいとは 自分の命の輝きを人の幸せのために活かすこと

しゅんかんの輝きを永遠の光に変えて

しゅんかんの輝きを永遠の光に変えて 命いっぱいに今日を生きる

しんけんな眼差しで

しんじた

しんじたことをやり遂げるために

しんじたこの道を 一歩ずつ踏みしめてゆく



37

しんじたこの道を 自分らしく胸張って生きてゆく

しんじたこの道を 自分らしく生きてゆく

しんじたこの道をあなたらしく

しんじたこの道をまっすぐに

しんじた道を 自分らしく生きてゆく

しんじた道をまっすぐに

しんじた道をまっすぐに 命いっぱいに生きてゆく

しんじた道をまっすぐに 命輝かせて生きてゆく

しんじた道をまっすぐに 力強く生きてゆく

しんじた道をまっすぐに 力強く踏みしめる

しんじた道をまっすぐに見つめ 命いっぱいに輝く背中で

しんじた道をまっすぐに生きてゆく

しんじた道を貫くために

しんじた道を貫くために 命の全てを注ぎたい

しんじた道を貫くために全力を注ぐがいい

しんじた道を今日もゆく

しんじた道を踏みしめて

しんじた夢しか叶わない

しんじることができるかどうか

しんじ合える仲間づくりに心を砕く

しんねんを胸にあゆんできたこの道が いつの日か

しんねんを胸にあゆんできたこの道がいつか

しんらいしあう仲間たちと
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しんりを追い求めて生きてゆく

じ
じかんは過去を振り返るためではなく 明日を拓き創るためにあるのだから

じかんは明日を拓き創るためにある

じしんと誇りを胸に堂々と まっすぐにこの道を進む

じしんと誇りを胸に堂々と まっすぐに生きてゆく

じしんと誇りを胸に堂々と 命輝かせて生きてゆく

じしんを持って進めばいいんだよ

じしんを持って踏みしめてゆく

じつげんに向けて

じつげんに向けて大きな夢に挑み続ける

じつげん可能だからこそ 夢は叶えるべき人のもとに降りてくるのだから

じぶんがこれまであゆんだ道を振り返る

じぶんから世界へと広げてゆくものだから

じぶんだけの道を歩く

じぶんにできないことなんてひとつもない

じぶんにできる限度をほんの少し越えたことを、毎日一つ実行せよ。

じぶんの限りない可能性を信じて この道をすすむ

じぶんの心が決めること

じぶんの選んだこの道を ただまっすぐに生きてゆく

じぶんの選んだこの道を ろうを惜しまず力を尽くして突き進む
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じぶんの選んだこの道を 今日もまっすぐに生きてゆく

じぶんの都合を優先させているうちは仕事の面白さなんて分からない

じぶんの道をまっすぐに生きてゆく

じぶんの道を切り拓く

じぶんの命の輝きで

じぶんの命の輝きで あたたかく 世界を照らす人になる

じぶんの命の輝きで 涙を希望の虹に変え

じぶんの命の輝きで人の涙を希望の虹に変えてゆく人になる

じぶんの命の輝きを 勇気と希望のともしびとして

じぶんの命の輝きを使いたい

じぶんの命の輝きを人のためにどう活かすのか。

じぶんの命を

じぶんの命を輝かせながら まっすぐに生きてゆく

じぶんらしく 一歩ずつ踏みしめて ただまっすぐに生きてゆく

じぶんらしく一歩ずつ踏みしめてゆこうぜ！

じぶんを支え励ましてきた想い出たちが 力強く背中を押してくれている

じゅんすいな心で

じゅんすいな心と志を澄み渡る大空いっぱいに羽ばたかせ

希望の光で世界を満たす

じゅんすいな心をいつまでも持ち続け

じゅんすいな心をいつまでも持ち続け 人の心に感動と

生きる希望の火を灯す

じんせいとは、お世話になった分を恩返ししていくこと。
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じんせいは絶妙のタイミングの連続です。

じんせいは与えるためにある

じんせいを賭ける

す
すぎさった過去よりも 見果てぬ夢を心に刻み

すぎさった過去を悔やむよりも

すぎ去った過去なんて気にしないで

すぎ去った日を振り返ることなどしない

すぐにやり始めること

すごいことをやろうなんて思わなくていい

すすむべき道はどれなのか

すすむべき道は一つ

すすむべき道を指し示す

すすむべき道を堂々と胸張って 朗らかにすずやかに生きてゆく

すすんでゆくこの道の先に

すすんでゆくこの道の先に 素敵な明日が待っている

すすんでゆくこの道の先に 素敵な明日が待っているから

すすんでゆくその先に

すすんでゆく道の先に

すてきな自分に会うために 心を込めて今日を生きる

すてきな笑顔と人柄に憧れて
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すてきな明日の輝きだけを見つめ今日もこの道を進む

すてきな明日を思い描き 笑顔と喜びを紡いでゆくと

すてきな明日を紡ぐ音

すべての経験があなたを強く優しくしてくれる

すべての経験が

すべての人に幸せを運ぶ虹へと変わる日を信じて

すべての人の 笑顔と幸せを照らし出す輝きを

すべての人の笑顔と幸せのために

すべての人の笑顔と幸せのために 私の命はあるのだから

すべての人の笑顔と幸せのために 私の命はここにある

すべての人の笑顔と幸せのためにこそ 私の命はここにある

すべての人を 笑顔と幸せいっぱいに輝かせるために

すべての人をあたたかく照らしたい

すべての人をあたたかく包みたい

すべての人を笑顔いっぱいに輝かせるために 私の命はあるのだから

すべての人を笑顔と幸せいっぱいに輝かせるために

すべての力を注ぎたい

すべての涙を希望の虹へと 変えてゆく人になる

すべてはあなたがずっとそばにいてくれたから

すべては自分の心が決めてゆくから

すみわたる大空のように 私の心はどこまでも広くあたたかい
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ず
ずっとあたためてきた夢が いつか必ず叶う日を胸に

ずっとあたためてきた夢と共に

ずっとあたためてきた夢を

ずっとこの日が来るのを待っていた

ずっとこの日を待っていた

ずっと遠くで待っている みんなの笑顔に出会うために

ずっと遠くで待っている 次代を担う命のために

ずっと遠くの輝きだけを見つめながら

ずっと見つめ続けながら

ずっと先にある希望の光だけを見つめながら 生きてゆく

ずっと先にある輝きだけを見つめて生きてゆく

ずっと先にある輝きに

ずっと先に待っている 希望の光だけを見つめながら

ずっと先の未来の輝きだけを見つめて

ずっと待ち望まれて生まれてきた私の命の輝きを

ずっと傍にいたくなる

ずぶ濡れになる覚悟を決めて

せ
せいいっぱいに

せいいっぱいに いまこのときを生きてゆく
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せいいっぱいに輝いて 希望の光で世界を照らし あふれる愛で満たすため

せいいっぱいに輝いて 世界を明るく照らしたい

せいいっぱいに人が喜ぶことをやり続けてゆく

せいいっぱいに生きてきたこの道が

せいいっぱいに力を尽くして挑みたい

せいこうするということは、人に対してあなたも成功できる、

ということを教える義務を伴っている

せいこうするとは成功するまで続けること

ぜ
ぜがひでもやり遂げる 強い意志は揺るがない

ぜんたいへと広がってゆくものだから

ぜんじつまでの自分を超えることに 力を注ぐ

ぜんりょくで応援する

ぜんりょくを尽くして 切り拓いてゆく先に待っている

輝く未来を次代に託す

そ
そこにある

そとを飾ることばかりに気を取られて 内を磨くことを忘れていたら

その大きな背中で 子どもに示し教えてゆく

そよ風が あたたかくやわらかく私の心を吹き抜けてゆく



44

そらいっぱいに 大きな夢を描き出す

そらいっぱいに思い描く

そら高く聳える山々を

それが大事

そろそろ出番がやって来た

そんな想いを忘れない

そんか得かが人生の判断基準ではないことを 自分の背中で語りたい

そんけいする人の言葉だけが 素直に心に響いてくるから

そんけいと感謝の念を忘れない

ぞ
ぞうさのない事も決して軽んじることなく

ぞうさもない簡単なことにこそ真心を込める

ぞうとは大切にしまい込み ひとつも失わないように守ること

ぞんざいに自分を扱うことを決してせずに

た
たいせつなのはどれだけ沢山のことや偉大なことをしたかではなく

どれだけ心を込めてしたかです

たいせつにしたいから

たいせつに想う人のもとにだけ

たいせつに想う人のもとにだけ 夢の方から近づいてきてくれるから
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たいせつに想う人のもとにだけ 夢は近づいてきてくれるから

たいせつに想う人のもとにだけ夢の方から近づいてきてくれる

たおれない壁なんてこの世には存在しないから

たがいに思いやり支え合いながら

たかい志を掲げて

たかく掲げて

たかく志を掲げ 誰よりも人の幸せを願い

たくさんの

たくさんの愛情に囲まれて育てられた二人の太陽のこ

たくさんの喜びと感動と幸せを

たくさんの喜びや希望にあふれる未来を創るため

たくさんの喜びや希望に輝き合う未来を創るため

たくさんの幸せたちが

たくさんの幸せを生み出すために

たくさんの困難が 行く手を立ち塞ごうとも

たくさんの笑顔と幸せですべての人を包みたい

たくさんの笑顔と幸せで包んでくれる

たくさんの笑顔と幸せを 支えてくれる全ての人に届けるために

たくさんの笑顔と幸せを届けたい

たくさんの笑顔の花を咲かせたい

たくさんの人たちに 支えられて今がある

たくさんの人たちの笑顔と幸せのために

たくさんの人の笑顔と幸せのために活かしたい
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たくさんの人の笑顔と幸せのために力を尽くす

たくさんの人の涙を 希望の光に変えてゆく

たくさんの人の涙を 希望の虹へと変えてゆく

たくさんの想いを胸に

たくさんの想い出たちが 私を支えてくれている

たくさんの仲間たちが

たくさんの仲間たちが こんなにも私を支えてくれているから

たくさんの仲間たちと共に

たくさんの仲間と共に切り拓く

たくさんの夢と希望に

たくさんの夢と希望に 支えられ励まされている私の命に

たくさんの夢と希望に 支えられ励まされている私の命を

たくさんの夢と希望に囲まれて過ごす中で

たくさんの夢や希望に輝く

たくさん集まると一斉に輝き出すことが分かったから

たすけ合い支え合い励まし合いながら

たすけ合い支え合い励まし合いながら この道をただまっすぐに生きてゆく

たすけ合い励まし合いながら ともに支え合う世の中を創ることにこそ

ただひたすらに

ただひたすらに 自分の信じた道をゆく

ただひたすらに 人の笑顔と幸せのために活かしたい

ただひたすらに 踏みしめてゆく

ただひたすらに人が喜ぶことをやり続けていく
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ただまっすぐに 自分の決めた道を進む

ただまっすぐに生きてゆく

たちふさがる大きな壁があったとしても

たったこれだけで

たった一度きりの人生を

たとえどんなときだって 決してひとりじゃないから

たとえどんな道であろうと 前へと進むことには変わりないのだから

たとえ今は小さい苗でも いつの日か大きく育ち 涼やかな木陰をつくる

たどり着くために

たのしく笑顔で朗らかに

たのしみながら人のためにこそ汗を流す

たゆまぬ努力を積み重ねてゆく

だ
だいじなことを見失うことなく

だいじなことを見失わず

だいじに持ち続け

だい好きな大好きなあなたは 私の

だけど思い出してほしい

だらだらと先延ばししないこと

だれかの支えとなっているから

だれからも慕われる
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だれからも慕われるあたたかさで

だれに何を言われようとも

だれに何を言われようとも 力を込めて前へと進む

だれに対しても温かく

だれもがかけがえのない大切な命を輝かせ

だれもが輝き合える世の中を

だれもが輝き合える世の中を かけがえのない仲間と共に創りたい

だれもが輝き合える世の中を この手で拓く

だれもが限りない可能性にあふれているから

だれもが幸せを感じ 喜びに輝く世の中を創るために

だれもが笑顔と喜びに満ちた 世の中を創るために

だれもが笑顔と幸せいっぱいに 輝く世の中を創るために

だれもが生まれてきてよかったと 思える世界を創るために

だれもが生まれてきてよかったと 思える未来を拓くために活かしたい

だれもが生まれてきてよかったと 心から思える世界を創るためにこそ

私の命を使いたい

だれもが生まれてきてよかったと思える世界を この手で拓いてゆくために

だれもが生まれてきてよかったと思える世界を創るために

だれもが生まれてきてよかったと思える世界を創るためにこそ

命の輝きを使いたい

だれよりも

だれよりもまっすぐに

だれよりも信じ
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だれよりも人の幸せを願い 汗を流せる人になる

だれよりも人の幸せを願い 喜んで流した汗が

だれよりも人の幸せを願い 喜んで流した汗が

いつの日か一斉に輝きを放ち出すから

だれよりも熱く 誰よりもあたたかく

だれよりも熱く燃える心で

だれよりも熱く燃える心で 人のために汗を流せる人になる

ち
ちいさなことをコツコツとやり続けていると、

ちいさな一歩を踏み出してゆく

ちいさな一歩を踏み出してゆく人が 世界を変える

ちいさな一歩を踏み出す人が やがて世界を大きく変えて

ちいさな一歩を踏み出す人が やがて世界を変えてゆくから

ちいさな一歩を踏み出す人が 世界を大きく変えてゆく

ちいさな一歩を踏み出す人が 世界を変える

ちいさな真心も優しさも温かさも

ちいさな真心も優しさも温かさも 積み重なるほどに輝きを増してゆくから

ちいさな真心や優しさや温かさを 日々積み重ねながら迎えたい

ちかいを立てた あの日の想いを忘れない

ちかいを立てたあの日の輝きに向かって吹く

ちかいを立てたあの日の想いを次代に託し 命いっぱいに生きてゆく
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ちかいを立てたあの日の想いを次代に託して 命いっぱいに生きてゆく

ちかいを立てたあの日を忘れない

ちからいっぱいこの道をすすむ

ちからいっぱいに踏みしめ

ちからいっぱい踏みしめてゆく

ちからいっぱい踏みしめて進む この道がやがて

ちからいっぱい踏みしめて進むこの道が やがて輝く虹になる

ちからの限り突き進む

ちからをこめて 自分の命を輝かせたい

ちからをこめて真っ正面から挑んでゆくためにこそ

ちからをこめて真っ正面から挑んでゆくためにこそ

自分の命の輝きを使いたい

ちからを合わせて

ちからを合わせて 輝く明日の扉を開く

ちからを合わせて一歩を踏み出す

ちからを合わせるために 人は出会うのだから

ちからを合わせるためにこそ 人は出会う

ちからを合わせるためにこそ 人は出会うのだから

ちからを合わせ輝き合うためにこそ 私の命はここにある

ちからを合わせ輝き合うためにこそ 人は出会うのだから

ちからを合わせ輝き合うためにこそ 人は出会うべき人と出会うのだから

ちからを合わせ支え合うときに初めて

ちからを込めて今日を生きる
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ちきゅうを愛で優しくつつみ

つ
ついきゅうする

つうじる気持ち

つかみとるその日まで

つキがある

つきささる

つき果てるまで

つき進む

つき破るためにこそ 限界という名の壁がある

つき破るためにこそ 限界という名の壁に挑む

つき破るために限界はある

つくられてゆくものだから

つくりあげていくために

つくるためにこそ 私の命がここにある

つたえ続けた子どもたちが

つづる思いが いつの日か

つながる絆を大切に育みながら

つながる絆を大切に育んで生きてゆく

つまづいたり転んだりすることは

つまらないものはない
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つみ重ねてゆく

つみ重ねてゆく日々の向こう側に

つよい心と揺るがない信念を胸に

つよい心と揺るがない信念を胸に 自分の命を輝かせたい

つよい心と揺るがない信念を胸に刻む

つよい心と揺るぎない信念で

つよい心と揺るぎない信念で 自分の道を踏みしめる

つよい心と揺るぎない信念を胸に

つよい心と揺るぎない信念を胸に 自分の道を踏みしめる

つよい心と揺るぎない信念を胸に 自分の命を輝かせたい

つらいコトや苦しいコトはすべて 感動を大きくするための心憎い演出だから

つらい思いに沈んでいる仲間を優しく包み

つらい時こそ とびっきりの笑顔を見せて

つらい時こそ笑顔で挑む

つらい時こそ笑顔を見せて

つらい時こそ朗らかに

つらく苦しい経験はすべて 感動を大きくするための演出だから

つらく悲しい経験があるからこそ 心の底から優しくなれる

つらく悲しい思いに打ちひしがれてあふれる涙の

つらく悲しい思いに沈むすべての人を

つらく悲しい思いに暮れる人の涙を 勇気と希望にあふれる美しい虹として

つらく悲しい思いに暮れる人の涙を 勇気と希望の虹に変え

つらぬき通すべき信念を持ち
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つれ添う人と描く未来に向かって

て
てあたりしだいに

ていねいに

てきかくに判断し行動する

てごたえを

てっていする

てっていてきに

てと手を取り合って

てと手を取り合って 輝く自分に会いにゆこう

てのひらに太陽を くちびるに歌を

てのひらを太陽に

てほんとなる

てまを惜しむことは

てらしあわせて

てわたす想いが 世界へ広がる

てをつなぎながら

てんから授かったかけがえのない二人の太陽のこ

てんくうにそびえる山々に挑戦し

てんじょうなどないのだから

てんち神明に誓って
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てんにも届く高い志は すべての人の笑顔と幸せのために

てんにも届く高い志は すべての人の笑顔と幸せのためにある

てんにも届く高い志を

てんにも届く志をつらぬき通すためにこそ 命の輝きを使いたい

てんびんにかけることをせず

てんぷの才能

てんまで届く志をつらぬき通す

てんめいと信じ

で
であいが人生を素晴らしいものにします。

であいとご縁に心から感謝をこめて

であいとご縁を 大切に紡ぎ続けるその先に

であいはいつも自分にとって最高のタイミングでやってきます。

であうべき仲間と力を合わせ

であえた縁に心から感謝をこめて

できばえなんか気にしない

できると信じ

でき不出来ではなく

でんせつとなる

でんとうを重んじ
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と
とうしあふれる熱い心で 素敵な明日を切り拓く

とうとい職に今日も就く

とおい先にあるかすかな輝きを見失わずに

とおい未来で輝く自分

とおい未来の輝きだけを見つめて

とおい未来の輝きを見失わず

とおい未来の見果てぬ夢を 胸張って明日の予定に書き記す

とおい未来の見果てぬ夢を 明日の予定に書き記す

とおい未来の扉を開く

とおい未来の夢が明日の予定に変わる日が きっと来るから

とおい未来の夢が明日の予定に変わる日がきっと来るから

とおくに輝くあの夢が いつの日かきっと明日の予定になる日を信じ

とおくに輝くあの夢を いつの日か明日の予定にするために

とおくに輝くあの夢を 明日の予定に書き記す

とおくに輝く大きな夢を いつの日かきっと 明日の予定にするために

とおくに見えていた大きな夢が

とおくに見えるあの光は 未来の私が放つ輝きだから

とおくに見えるあの夢を 胸張って明日の予定に書き記す

とおくに見える輝きは 未来のあなたが放つ光

とおくに見える輝きは 未来の自分が放つ光

とおくに飛ぶためには傷つくことも必要で、
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傷だと思うことが将来の飛躍につながる

とおくの夢を引き寄せる

とおく離れた人々をつなぐ心の架け橋となるこの

とおく離れた人々をつなぐ心の架け橋となるために

ときには急ぎすぎて見失うこともあるけれど

ときめきとほほえみをたたえ

ときめきとほほえみをたたえ うつくしい輝きで世界を満たし

幸せをあまねく届ける人になる

ときを超え 想いを超えて

ときを超え 想いを超えて うみ出す光を次代に託す

ときを超え 想いを超えて 永遠に

ときを超え 想いを超えて永遠に

ときを超えて大切な人へ届けるために

ときを超え想いを超えて うみ出す光を次代に託し

ときを超え想いを超えて うみ出す光を次代に託す

ときを超え想いを超えて 人の心に感動と生きる希望の火を灯す

とくか損かなんて一切考えずに

とくべつな才能も能力も必要ない

とコトンまで打ち込んでゆく先にこそ 輝く明日が待っている

とっておきの

とっておきの宝物が いつの日かきっと

とどけたい大きな夢がある

とにかく人のためになることなら何でも喜んで引き受けて
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ともに恵まれ出会えた奇跡に感謝して

ともに恵まれ出会えた奇跡を胸に刻み 今日を生きる

ともに手を取り合って

ともに生きるときに 輝きあう命の光がすべての人をあたたかく照らし出す

ともに創り上げるために

ともに拓き築いてゆく明日への道が 輝く未来の扉を開く

ともに築いてゆく明日への道

ともに築いてゆく明日への道が

ともに築いてゆく明日への道が 輝く未来の扉を開く

ともに築く未来への道

ともに築く明日への道こそが 輝く未来の扉を開く

ともに築く明日への道は

ともに力を合わせるときに 輝きあう命の光が

すべての人をあたたかく照らし出す

ど
どうどうと胸張って 自分の命を輝かせ

どうどうと胸張って 自分の命を輝かせるのも人生だから

どうどうと胸張って 生きてゆくことができる世界を

どうやってもできないのなら 遠慮なく人を頼ればいい

どこにもたどり着けないまま終わってしまう

どこまでも 楽しんでいける 自分の道ならば
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どりょくを積み重ねるために 今日がある

どんなに遠く離れていても いつも心から応援しています

どんな土砂降りの中だって、

どんな道を選んだっていい

な
ながされて生きるのではなく

ながく険しいみちなき道も 一歩を踏み出すことからすべてが始まる

ながく険しい道のりも 一歩を踏み出すことからすべてが始まる

ながく険しい道のりを 力を合わせて切り拓く

ながした涙が美しい虹へと変わる日が

ながした涙が美しい虹へと変わる日が

明日の扉の向こう側で私の来るのを待っている

ながした涙を希望の虹へと変えてゆく

ながした涙を生きる希望の虹に変え

ながした涙を美しい虹へと変えてゆく

なかまたちに恵まれて

なかまと共に困難に立ち向かい 明日への道を切り拓く

なかよく一緒に

ながれる涙を虹に変え

なぜに自分はいまここにいるのか いつも心に問いかけながら

なぜに自分はいまここにいるのか いつも心に問いかける
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なにがあっても

なにがあっても最後まで あなたの味方でいるからね

なにがイチバン大切なのか

なにげなくやらない、世の中のためにやる！

なにごとにも

なにごとにも前向きに

なにものにも揺るがない信念を持ち

なによりも大切に生きてゆく

なにをなすべきか 自分の信念に従って この道を生きてゆく

なにを目指して何を伝えてゆくのか

なにを目指して何を伝えてゆくのか 揺るがない信念を持ち

なみだの代わりに 生きる希望をあげられる人になる

なみだの頬をそっと拭ってあげられる人になる

なみだの頬を優しく拭い 生きる希望の火を灯す人になる

なみだを希望の虹へと変えてゆく

なみだを笑顔に変えていく

なみだを笑顔に変えていく 希望の虹として 美しく生きてゆく

なみだを笑顔に変えていく 希望の虹となる日まで

なんにでもチャレンジしてね

に
にげずに困難に立ち向かう強い心で
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にげずに困難に立ち向かう強い心と揺るぎない信念で

にげだしたくなる弱い心に

にげ出したりは決してしない

にげ出すのに力を使うくらいなら

にこやかに朗らかに 心に決めた道をゆく

にこやかに朗らかに 心に決めた道を今日もすすむ

にこやかに朗らかに 心をこめて汗を流せる人になる

にじがあんなにも美しいのは

お互いの色が美しく引き立て合って輝いているから

にじが雨上がりにしか現れないのは

にしへ東へと駆け回り

にちじょうの何気ない暮らしの中に

にちじょうの何気ない暮らしの中に あふれるほどに蒔かれている

にているところに共感し 違うところを認め合い

にているところに共感し 違うところを認め合い 助け合い支え合いながら

にんげんらしく生きる とは

ぬ
ぬい合わせてゆく

ぬぐいきれない悲しみは

ぬらす涙に心が凍えそうになったとき

ぬりかえてゆく未来の景色を
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ね
ねがいと想いを込めて大切に慈しみ

ねがいや夢がいっぱいに 駆けめぐっているのが見えるから

ねがいを叶えるために 今日を生きる

ねがいを叶えるための道標

ねがうのではなく 今からここから自分から みちなき道を切り拓く

ねがうのではなく 今からここから自分から

遠くにある輝きを見つめ この道を進む

ねがうのではなく動き出すこと

ねつを持ち 熱いほのおを内に秘め

ねを伸ばし枝を広げ 向き合う今に心を込める

ねを伸ばし枝を広げ 優しさや温かさを 一身に受け止める私の心に

の
のうりょくにも可能性にも 限界なんて存在しない

のうりょくにも可能性にも 限界なんて存在しないのだから

のうりょくに限界なんてない

のうりょくに限界なんてないのだから

のうりょくや才能を まわりの幸せに活かすとき

のうりょくを磨き高めてゆく

のぞみは願うものではなく この手で切り拓くものだから
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のぞみは願うものではなく この手で拓いてゆくものだから

のぞみは願うものではなく この手で拓き創るもの

のぞみは想い願うものではなく

のの花を優しく揺らすように

のりこえてゆく苦難の先に

のりこえてゆく苦難の先に みんなの笑顔が待っている

のりこえてゆく苦難の先に みんなの笑顔が待っているから

のりこえてゆく先に輝く明日が待っているから

のりこえ切り拓いてゆく この道の先に

のりこえ切り拓いてゆくこの道が

のりこえ切り拓いてゆくこの道の先に

のりこえ切り拓いてゆくこの道の先に 輝く明日が待っている

のり越えて 希望の虹に変えたいま

のり越えてゆくその背中で

のり越えてゆくその背中で 勇気と希望に心響かせ

のり越えてゆくように

のり越えるために苦難はあるのだから

のり越えるべき苦難などない だた抱きしめるためにそこにある

は
はじける笑顔と明るさで

はじける笑顔と明るさで 大空を見つめながら今日もゆく
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はじける笑顔と明るさで 遙かな道を今日もゆく

はじける笑顔と明日への想いを 奏でる音に託して すべての人に届けたい

はてしない道のりを今日も笑顔ですすむ

はるかな世界の扉が開く

はるかな世界の扉を開く

はるかな先に輝く希望の光を追い続け

はるかな道のりだとしても

はるかな道のりに迷い悩む時があったとしても

はるかな道を今日もゆく

はるかな道を今日も行く

はるかな道を切り拓きたい

はるかな未来の扉を開く

はるか遠くにかすかに輝く 希望の光を見つめて進む

はるか遠くにかすかに輝く 希望の光を見つめて生きる

はるか遠くにかすかに輝く 希望の光を追い続け

はるか遠くにかすかに輝く 希望の光を追い続けたあの日

はるか遠くに見えないものを

はるか遠くに見える光は 未来の自分が放つ輝き

はるか遠くに見える光は 未来の自分が放つ輝きだから

はるの強い風も 夏の暑さも 秋の寂しさも 冬の寒さも 歩いてゆける

はるの風になって

はるの風のように たくさんの笑顔と幸せを運んでゆく人になる

はるの風のように 聴く人の心を優しく包み
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はるの風のように 聴く人の心を優しく癒やし

はるの風のようにあたたかく

はるの風のようにやわらかくあたたかな心で

はるの風のように優しくあたたかく包みこみ

はれの日には生きる勇気を与え 雨の日には緑の恵みに感謝して

はれの日には生きる勇気を与え 雨の日には緑の恵みに感謝する

ば
ばねにして大きく飛躍するために

ばを明るく和ませるあたたかい光になるために

人はキツい経験を積み重ねてゆく

ひ
ひがのぼり優しい光に包まれて 新たな朝を迎えるように

ひかりとなって明るく照らす

ひたすらに種を蒔く

ひととの出会いが 人生をこんなにも素晴らしいものにする

ひととの出会いが人生を素晴らしいものにします。

ひとに喜ばれたときの大きさは、自分がひとり喜ぶそれとは

比べ物にならないほどの大きさだから

ひとに言えない苦しみや悲しみを抱えながらも

一生懸命頑張っている人に、神さまは大きなプレゼントをくれる。



65

ひとのために力を尽くすその先に

ひとのために力を尽くすその先に 輝く未来が待っているから

ひとの幸せを何よりの自分の喜びとして

ひとの笑顔と幸せを何よりの自分の喜びとして

ひとの笑顔を 何よりの自分の喜びとして

ひとの心に感動と 生きる希望の火を灯す

ひとの心に感動と生きる希望の火を灯す

ひとは自分のことを考えるよりも、人のことを考えて動いた方が心地いい

ひとは自分の力だけでは絶対に生きていくことができません。

ひとは人のためになら最後まで頑張れる

ひとは人生の中で、出会うべき人に必ず出会わされる。

ひとびとの笑顔を照らす あたたかな光へと変わる日を信じて

ひとり一人が輝き合い

ひとり一人が輝き合い支え合うことの 素晴らしさを世に広め

ひとり一人が輝き合い支え合うことの 素晴らしさを伝えるために

ひとり一人が輝き合うことの素晴らしさを

ひとり一人が手を取り合って

ひとり一人に温かく

ひとを好きになるということは、

世界平和のために活動するのと同じくらい、大切で、尊いこと

ひらきたい未来の扉の向こうに待っている

ひらきたい未来の扉の向こうに待っている みんなの笑顔に会うために

ひらきたい未来の扉を目指す
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ひろい心を持ち

ひろい大空いっぱいに 理想と志を掲げ

ひろい大空いっぱいに 理想と志を掲げ 気高く潔く生きてゆく

ひろい大空いっぱいに 理想と志を高く掲げ

ひろい大空いっぱいに 理想と志を高く掲げ まっすぐに生きてゆく

ひろい大空いっぱいに志を掲げ

ひろく世の中を照らすために 願いを託されて生まれた

ひろく世の中を照らすために 願いを託されて生まれたことを

ひろく世の中を照らすために 願いを託されて生まれた自分の命

ひろく世界の人々に喜ばれる存在を目指し

び
びルの谷間から仰ぎ見た大空が

びを追究し

びんかんに察知しすぐに動く

ふ
ふたりといない

ふところ広く優しい笑顔で

ふところ広く優しい笑顔で いま目の前の人に心を込める

ふところ広く優しい笑顔で 目の前にいる心友を大切にするために

ふみしめる両脚に力を込めて
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ふみしめる両脚に力を込める

ふりかえるために使うのではなく

ふり返ればいつも

ふり返ればいつもそこには

ぶ
ぶれることのない信念で 輝く子どもの明日を創る

ぶれることのない信念で 輝く明日の扉を開く

ぶれることのない芯の強さが 輝く未来の道標となる

へ
へいわで穏やかな優しさにあふれ

へいわを見守るともしびとして

べ
べストな自分を空いっぱいに描き出し

べストの自分を空いっぱいに輝かせ

べんきょうとは 支えてくれるすべての人に

幸せを届けるために 自分の力を高めてゆくことだから

べんきょうよりももっと大事なことを 背中で語り継いでゆくために

べんきょうよりも大事なことを自分の背中で教えたい
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ぺ
ぺダルをこいでゆくその先に

ペンを持ち 想いを綴る

ほ
ほかの人の幸せのために力を尽くすことが 仕事の本当の意味だから

ほこりと志を空高く掲げ 奏でる音色に想いを込めて

ほこりと志を高く掲げ 一歩ずつ踏みしめてゆく

ほこりと志を高く掲げて 一歩ずつ踏みしめていこうね

ほこりと志を高く掲げて 一歩ずつ踏みしめてゆく

ほっと安らぎを与える春の陽差しのように

ほんきで燃えることの

ほんきで燃えることの 素晴らしさを伝えるために

ほんきの想いが世界を大きく変えてゆく

ほんとうに自分がやりたいことはなんなのか

ほんとうに大切なことにまっすぐに 心を込めて 信じた道を今日もゆく

ぼ
ぼうはていとして 揺るぎない芯を持つ

ぼんやりしてると夢がゆめのままで終わってしまうから

ぼんやり眺めているだけじゃ 夢はゆめのままで終わってしまうから
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ま
まえだけを見つめながら

まえだけを見つめ みずからを熱く燃やして今日を生きる

まえだけを見つめ みずからを熱く燃やして生きてゆく

まえだけを見つめながら みずからを熱く燃やして生きてゆく

まえむきにチャレンジしていく

まけたことがあるというのが、いつか大きな財産になる

まごころで

まごころとあたたかい笑顔で

まごころとあたたかい笑顔で 目の前の人を優しくつつむ

まごころとあたたかい笑顔でつつみこむ

まごころとあたたかい笑顔で優しく包み

まごころとあたたかい笑顔で優しく包み 感動と 生きる希望の火を灯す

まごころとありがとうの種に

まごころと優しい笑顔で

まごころと優しい笑顔で 目の前の人をあたたかくつつむ

まごころと優しい笑顔で 目の前の人をあたたかく包み

まごころと優しい笑顔で 目の前の人をあたたかく包む

まごころと優しい笑顔で周りを包む人になる

まずは私がやる！先頭に立って行動する！

まずは私がやる、先頭に立って行動する

まだまだやれるよ だっていつでも輝いてる
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まだ見ぬ未来の輝きに思いを馳せて

まだ見ぬ未来の輝きを

まだ見ぬ未来の自分が放つ輝きだから

まだ見ぬ未来の扉を開く

まだ見ぬ命の輝きに想いを馳せて

まちおこしとは町の人を起こすこと

まちがいも失敗も挫折も 自分を光らせてくれる磨き石だから

まちがいも失敗も挫折もすべて 自分を光らせてくれる磨き石だから

まちがいや失敗は

まちがいや失敗を恐れることなく

まちがうことを恐れずに

まち望んで待ち焦がれて あなたとの出会いを心から楽しみにしていたんだよ

まっすぐに見つめ続けて生きてゆく

まっすぐに故郷の思いを

まっすぐに伸ばしてゆく

まっすぐに生きてゆく

まっすぐに追い続けるために

まっすぐに未来だけを見つめて

まっすぐに未来だけを指し示しているから

まっすぐに未来だけを指し示す光に向かって

まっすぐに力強く前へと進む

まつだけの人生ほど

まもられ包まれて
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まよいなく大空へ翔る今日がある

まよいも悩みも苦しみも みんな私の味方だから

まよいも悩みも苦しみも みんな私を

まよい悩み苦しむからこそ 人の痛みに心から共感できる人になれるから

まよい悩み苦しむからこそ 人の痛みに心から

まよい悩み苦しむからこそ 人の痛みに心から共感できる

まよい悩み苦しむからこそ 人の痛みに心から共感できる人になる

まよい悩み苦しむからこそ 人の痛みに心から共感できる人間に成長できる

まようことなく大空へ飛び立とう

まよわない

まるい心であたたかく包むお日様のような人になる

まるで幼い頃からの親友のように

まわりで支えてくれるすべての人の幸せのために

まわりで支えてくれるすべての人を

まわりで支えてくれるすべての人をあたたかく包みたい

まわりで支えて励ましてくれる

まわりで支えて励ましてくれる かけがえのない仲間と共に

まわりで支え励ましてくれる仲間と共に

まわりにいる仲間たちは自分を支えてくれる応援団だから

まわりの喜びのために

まわりの人すべてが 私を支えてくれる応援団だから

まわりの人すべてが私を支えてくれる応援団だから

まわりの人にどんどん広めて
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まわりの人に笑顔と幸せを届けたい

まわりの人に笑顔と幸せを届けるために

まわりの人の幸せのために力を尽くす

まわりの人の笑顔のために喜んで使いたい

まわりの人をやわらかく包み 心のともしびをほのかに照らす

まわりの人を温かく包む人になるために

まわりの人を笑顔で包む人になる

まわりの人を大切に想い

まわりの人を明るく照らすともしびとして

み
みずからを熱く燃やして生きてゆく

みずからを奮い立たせて前へと進む

みちなき道を切り拓く

みつけたい

みはてぬ大きな願いや夢を 明日の予定に記すその日が

私のもとへきっと来る

みはてぬ夢が送るエールを受けとめて

みはてぬ夢でいっぱいに輝く みんなの笑顔につながってゆく

みらいで必ず待っている 輝く私に会いにゆく

みらいとは 待つものではなく創るもの

みらいとは待つものではなく この手で拓き創るもの
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みらいとは待つものではなく この手で拓くものだから

みらいとは待つものではなく 創るものだから

みらいとは待つものではなく創るもの

みらいのあなたが放つ光で輝く大空に

みらいの輝きが待っている

みらいの輝きだけを ただまっすぐに見つめて生きてゆく

みらいの輝きだけを まっすぐに見つめて生きてゆく

みらいの輝きだけを見つめて今日も行く

みらいの輝きをまっすぐに指し示す光こそが 私の命そのものだから

みらいの輝きをまっすぐに指し示す光こそが 私の命の輝きだから

みらいの景色を塗り替えていく

みらいの私が放つ光に向かって

みらいの自分へ大きなエールを送る

みらいの自分へ大きな大きなエールを送る

みらいの扉のむこうに待っている 輝く世界を拓くために

みらいの扉のむこうに待っている 輝く世界を拓くために 私の命が

みらいの扉のむこうに待っている 輝く世界を拓くために

私の命がここにある

みらいの扉のむこうに待っている 輝く世界を拓くために

私の命はあるのだから

みらいの扉の向こうに待っている

輝く自分に向かって一歩ずつ踏みしめてゆく

みらいの扉の向こうに待っている 輝く自分に向かって今ここから旅立つ
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みらいの扉の向こう側で 私の来るのを待っている

みらいの扉へ向かって進む 勇気と希望の火を灯す

みらいの扉をまっすぐに見つめて

みらいの扉を開く人になる

みらいは必ず心に描いた通りに

みらいは必ず心に描いた通りに創られていくから

輝く光だけを見つめて今日を生きてゆく

みらいへと続くこの道の

みらいへの架け橋として

みらいへの架け橋として まっすぐに生きる

みらいへの架け橋となって

みらいへの架け橋となることを信じて

みらいへの架け橋となることを信じて 共に生きる

みらいへの架け橋となることを信じて 生きてゆく

みらいへの架け橋へと変わる

みらいへの架け橋を今日も創る

みらいへの道を 朗らかにすずやかに生きてゆく

みらいへの道を切り拓く

みらいへの扉をまっすぐに 指し示す光だけを見つめて

みらいへの扉を開くために

みらいへ向かって いま飛び立つ

みらいを照らすともしびとして 自分の命を輝かせ

みらいを照らす光として 美しく生きてゆく
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みらいを託すふたつの命の輝きを

みらいを美しく彩る 希望の虹へと変わる日を信じて

みらいを美しく照らし出す

みらいを明るく照らし出す

みらいを明るく照らすともしびとして

みんなが笑顔いっぱいに 美しく輝く世界を創るために

私の命がここにある

みんなが笑顔と幸せに 美しく輝く世界を創るために

みんなが笑顔と幸せに 美しく輝く世界を創るために

あなたの命がここにある

みんなが笑顔と幸せに輝く世界を創るために 私の命がここにある

みんなが笑顔と幸せに輝く世界を創るためにこそ 私の命がここにある

みんなが笑顔と幸せに美しく輝く世界を

みんなが笑顔と幸せに美しく輝く世界を創るために

みんなに出会えて心から理解できたよ

みんなの喜びと幸せがついている

みんなの喜びと幸せに彩られた 美しい世界を創るためにこそ

私の命がここにある

みんなの輝く未来が待っているから

みんなの幸せな明日のために

みんなの幸せにつながる その日に向かって

みんなの幸せにつながる 希望の虹へと変わる日を信じて

みんなの幸せにつながる美しい虹へと変わる その日を信じ
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みんなの幸せを心から願い

みんなの幸せを心から願い 夢を支える人になる

みんなの幸せを心から願う

みんなの笑顔が待っている

みんなの笑顔でいっぱいに輝いている

みんなの笑顔と幸せが待っている

みんなの笑顔と幸せが待っているから

みんなの笑顔と幸せが待つ未来に向かって

みんなの笑顔と幸せにつながってゆく その日を思い描き

みんなの笑顔と幸せにつながってゆくから

みんなの笑顔と幸せのために

みんなの笑顔と幸せのためにある

みんなの笑顔と幸せを心から願い

みんなの笑顔に出会うために

みんなの未来をこの手で切り拓くために自分の命を使うことが

みんなを幸せにするために

む
むきあう今に心をこめる

むきあう今に心を込めて まっすぐに生きてゆく

むきあう今に心を込める

むきあう今に心を込める
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むきあう今に真心をこめる

むげんに広がる命の輝きを

むげんに広がる命の輝きを 大切にしたいから

むげんに広がる命の輝きを 大切に使いたい

むだなことじゃなく

むだな経験などこの世には存在しない

むだな経験など一つもないから

むちゅうになって 一つのことに打ち込んだ日々を胸に

むちゅうになって一つのことに打ち込んだ 日々の想いを胸に刻み今日もゆく

むちゅうになって一つのことに打ち込んだ日々

むりだと思い諦めるのは

むりだと思っているのは いつも自分の心だけだから

むりだと諦めてしまうのは いつも自分の心だけだから

め
めぐりあいの奇跡に包まれて 希望と勇気の光を放つ

めぐりあいの奇跡に包まれる日々

めの前にある明日への扉が 音を立てて開いてゆくから

めの前にいる人をまっすぐに見つめ 心を込める

めの前の一人をどうやって自分の大ファンにしていくか

めの前の人を喜ばせて生み出した笑顔の数だけ

世の中もあなたも幸せになっていく
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も
もえ上がる情熱を

もちまえの根性と強い心で

もち続け

もっとも輝かせる方法はただ一つ

もっとも大切に想う価値に向かって

もっとも大切に想う価値や信念を胸に刻み

もつべき友と力を合わせて

もてる力を最大限に発揮する

もてる力を発揮させ

もとめ続ける心を

もとめられるままに あたたかなみどりの風に姿を変えて

人の心に勇気の種を芽吹かせる

もとめるだけでは得られない

もとめるのではなく 与えるためにこそ 私の命は今ここにある

もとめるのではなく 与えるためにこそ 私の命を使いたい

もとめるのではなく 与えるために命を使う

もとめるのではなく与えるためにこそ 私の命はあるのだから

もとめるのではなく与えるためにこそ 私の命はここにある

もとめるのではなく与えるためにこそ 私の命は今ここにある

もとめるのではなく与えるためにこそ 私の命を使いたい
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もとめるのではなく与えるためにこそ 命の輝きを使いたい

もとめる先にあるものは

もとめる先に見える光は

もんだいとはすべて自分の心が作り出した幻想に過ぎないから

もんだいは解くために 壁は打ち破るためにこそあるのだから

もんだいは解決するために 壁は打ち破るためにこそあるのだから

や
やがては明日の予定に変わる

やがては世界を優しく照らす

やがて見えてくる 希望の光に満ちた新しい未来を 空いっぱいに思い描く

やがて見えてくる希望の光に満ちた新しい未来を

やがて見えてくる輝きに満ちた新しい未来を 空いっぱいに思い描き

やがて見えてくる輝きに満ちた新しい未来を 空いっぱいに思い描く

やがて見えてくる輝きに満ちた未来を 思い描きながら今日もゆく

やくだつ人財になるために

やさしい笑顔と

やさしい笑顔とあたたかい心で

やさしい笑顔とあたたかい心で 周りの人をやわらかく包み

やさしい笑顔とあたたかい心で 周りの人をやわらかく包み

心のともしびをほのかに照らす

やさしい笑顔とまごころで
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やさしい笑顔と真心で

やさしい笑顔と真心で 周りの人を温かく包む光として生きてゆく

やさしい笑顔と真心で周りの人をあたたかく包みたい

やさしい心で

やさしくあたたかい風に

やさしくあたたかくつつむ

やっつけ仕事なんてやってたらいつかリベンジされちゃうよ

やってやれないことはない やらずにできるわけがない

やっとめぐりあえたこの幸せが

あまりにも大きすぎてうまく言葉にできないけれど

やっとめぐりあえたこの幸せを胸に

やらなければいけない を やりたい！へと変えていく力

やりきれない悲しみに涙を流し

やりたいことがあるのなら

やりたいことや叶えたい夢を 空いっぱいに輝かせたい

やり遂げたい大きな夢を

やり遂げた向こう側にある輝きで 世の中を明るく照らす人になる

やり遂げた向こう側にある輝きで 世の中を明るく照らす人に育つあなたを

やり遂げるその日を信じて生きてゆく

やり遂げるその日を信じて全力を尽くす

やり遂げるその日を信じて力を尽くす

やり抜くと決意した自分の使命だから

やると決めたら
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やると決めたらまっすぐに

やると決めた自分の信念を大切に

やると決めた自分の信念を大切に 力強く前へと進む

やると決めた自分を信じて

やれないことなど何ひとつない

やれないことなど何ひとつないから

やれないことなど何一つないのだから

やれないことなど何一つないのだから 信じた道をまっすぐに生きてゆく

やれないことなど何一つないのだから 信じた道を生きてゆく

やれることから一歩ずつ ワクワクながら進んで行けばいいんだよ

やわらかくあたたかなお日さまの光を一身にまとった

やわらかくあたたかな春の風のように

やわらかなお日さまの光を身にまとい

ゆ
ゆうきと愛の心で 輝く子どもの未来を拓く

ゆうきと愛の心で 輝く子どもの明日を拓き

ゆうきと愛の心でみんなの明日を

ゆうきと希望と生きる力を与えてくれる 大切な家族の支えがあるから

ゆうきと希望に心響かせ

ゆうきと希望のともしびを絶やすことなく

ゆうきと希望のともしびを絶やすことなく 信じた道を生きてゆく
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ゆうきと希望の火を灯し

ゆうきと希望の火を灯し 愛の心で

ゆうきと希望の火を灯し 愛の心で生み出した

ゆうきと希望の光であたたかく包み 笑顔と喜びの雫をやさしくそそぐ

ゆうきと希望の光を注ぎ 大きく育むその先に

ゆうきと希望の翼を広げ

ゆうきと希望を

ゆうきと希望をうしなわず

ゆくてを阻む困難に立ち向かう

ゆめいっぱいに輝かせ

ゆめしか叶わない

ゆめそのものだから

ゆめと希望でいっぱいに輝く世界を創るために

ゆめと笑顔が輝く明日を

ゆめと笑顔が待っているから

ゆめのままで終わらせず

ゆめの方から近づいてきてくれるから

ゆめは叶えるためにこそあるのだから

ゆめは願うものではなく この手で拓き叶えるもの

ゆめは願うものではなく この手で拓き叶えるものだから

ゆめは大きく果てしなく

ゆめや希望で笑顔いっぱいに

ゆめをつかもうと必死に追いかけていた あの日の輝きを忘れずに
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ゆめを叶えることが 必ず人の幸せにつながることを信じて

ゆめを叶える実を結び

ゆめを語り合える未来を

ゆめを受け継ぎ

ゆめ叶えたい

ゆるぎない信念に従うこと

ゆるす心がすべてをひらくから

ゆるやかに流れてゆく

よ
よが明ければ必ず朝日が昇るから

よごれた衣服を洗濯するように

よそうをはるかに超えるとき

よに生み出してゆく人になる

よのすべての人に 勇気を与える人になる

よのすべての人々に

よのすべての涙を虹に変え 希望と勇気を与えるために

よのためひとのために

よのため人のために流した汗が虹へと変わる

よの中のすべての人に 笑顔と幸せを届ける架け橋として

よの中のすべての人に 勇気と生きる希望を与えるためにこそ

私の命はここにある
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よの中のすべての人に幸せを届ける架け橋として

よの中のすべての人に笑顔と幸せを届ける架け橋として

よの中のすべての人に勇気を与える

よの中のすべての人の涙を 希望に輝く虹に変えて

よの中の全ての人に

よの中の全ての人に伝えたい

よの中を美しく照らす光として生きてゆく

よの中を美しく照らす日が 明日の扉の向こうで待っている

よの中を明るく照らす光として生きてゆく

よの中を明るく照らす光になるために

よの中を明るく照らす光に変わるあなたたちと共に

よの中を明るく照らす光に変わることを信じ

より合わせて太い絆へと紡いでゆく

よれよれのままじゃ運もツキも逃げちゃうよ

よろこびと希望を胸に

よろこびと幸せいっぱいの笑顔を

よろこびと幸せを次代へつなぐためにある

よろこびの花が咲き誇り 感謝の実を分かち合う

よろこびも笑顔も

よろこびも笑顔も もらうものではなく与えるものだから

よろこびも笑顔も 人からもらうものではなく

よろこびも笑顔も幸せも もらうものではなく与えるものだから

よろこびも笑顔も幸せも 人からもらうものではなく
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よろこびも笑顔も幸せもすべては

よろこびも笑顔も明日への希望も 私の命が

よろこびや幸せの虹へと姿を変えて

よろこびや幸せは 自分から世界に広がる

よろこびや幸せは 世界へと広がってゆくものだから

よろこびや幸せはもらうものではなく

よろこびや幸せはもらうものではなく 自分から世界に広げてゆくもの

よろこびを伝えるために

よろこんで人のために流した汗が

よろこんで人のために流した汗が うみだす光で世界を照らす

よろこんで人のために流した汗が やがて希望の虹となり

よろこんで人のために流した汗が やがて輝く虹へと変わり

よろこんで流した汗が やがて希望の虹になる

ら
らいねんも再来年も

らイバルはいつも 昨日までの自分自身だけだから

らイバルはいつも昨日までの自分自身

らインの先には輝く未来が

らくな気持ちで

らくな気持ちに解きほぐし 希望の種を芽生えさせる

らくな心に解きほぐし 希望の種を芽生えさせる
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らくな心に甘えずに

らくな心に甘えることなく

らくな心に甘えることなく ただまっすぐに生きてゆく

らくな道など選ばずに

らくな道など選ばない

らくな道に逃げることなく

らくな道に迷い込むことなく

らくな道はお断り

らくにやさしく 心をほぐし

らくをしようなんて考えもしないで

らしんばんが指し示す道のりに 勇気と希望の種が芽生えてゆくから

らしんばんが指し示す道のりに 勇気と希望の種を芽吹かせながら生きてゆく

らしんばんが指し示す道のりを歩く

らしんばんはいつも 進むべき光を指し示しているから

らしんばんはいつも 進むべき道を指し示しているから

らストスパートではなくスタートダッシュで

り
りこのために動くのではなく

りそうと志を空高く掲げて

りそうと志を空高く掲げて まっすぐにこの道をすすみたい

りそうと志を空高く掲げて まっすぐに生きてゆく
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りそうと志を高く掲げ 輝く虹へと変えてゆく

りそうと志を高く掲げて

りそうと志を高く掲げて まっすぐに生きてゆく

りそうと志を高く掲げて まっすぐに美しく生きてゆく

りそうの輝きで満ちている

りそうの輝きで満ちている 明日の自分に会うために

りそうの自分を思い描く

りそうの自分を目指して この道を進む

りそうの自分を目指して進むこの道を

りそうの世界は待つものではなく この手で拓いてゆくものだから

りそうの未来が待っている

りそうの未来の輝きだけを追いかけて

りそうの未来の輝きを自らの手で創り出す

りそうの未来は この手で拓いてゆくからこそ価値がある

りそうの未来は願うものではなく この手で叶えるものだから

りそうの未来は願うものではなく この手で拓いてゆくものだから

りそうの未来は願うものではなく この手で拓き創るもの

りそうの未来は待つものではなく拓いてゆくものだから

りそうの未来を創るため 自分の命を輝かせて生きる

りそうの未来を創る夢を

りそうの未来を拓くため 自分の命を輝かせて生きる

りそうの明日に向かって吹く

りそうの明日を 仲間と共に切り拓く
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りそうの明日をこの手で拓く

りそうの明日を創り上げるために

りそうの明日を創り上げるために 自分の命の輝きを使うことが

りそうの明日を創り上げるために力を尽くす

りそうの明日を創るため 自分の命を輝かせたい

りそうの明日を拓くため 自分の命を輝かせて生きる

りそうの明日を紡ぐ歌

りそうを胸に 自分の決めた道をゆく

りそうを胸に努力する

りそうを胸に力を尽くし

りそうを忘れず

りふじんで辛く苦しい出来事にこぼれた涙を

りんとして 美しく生きる

りんとして 美しく命を輝かせながら生きる

りんとして美しく まっすぐに生きるその背中で

る
るールに決めた あの日の誓いを胸に刻み

るールに決めた あの日の熱い想いを胸に刻み

るールに決めた自分の信念と 忘れないあの日の熱い想いを胸に

るールに決めた自分の信念と熱い想いを胸に

るールに決めた自分の信念と熱い想いを胸に まっすぐに生きてゆく
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るールはいつも 自分の心だけが決めるもの

るールはいつも 揺るぎない信念とあふれる情熱が決めてゆく

るールはいつも 揺るぎない信念とあふれる情熱が決めるもの

るールはただひとつ

るールは一つ 揺るがない自分の信念を持ち 一心に守り抜くこと

るールもただ一つ 自分の信念が決めたことには

どんな時にも必ず従うこと

れ
れいせつを重んじ

れきしとは振り返るものではなく 創り上げてゆくものだから

れきしとは振り返るものではなく創り上げていくもの

れんしゅうを積み重ね限界に挑戦し

れんめんと受け継ぐ命を 人の笑顔と幸せのために

いっぱいに輝かせて生きてゆく

ろ
ろうそくの炎のように

ろうそくの炎のように炎が暗闇を照らす希望の光となるように

ろうって、もともとは「いたわる」って読むんだよ。

ろうを惜しまず力を尽くし

ろうを惜しまず力を尽くし 信じた想いにまっすぐに
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ろうを惜しまず力を尽くし 信じた道をまっすぐに

ろうを惜しまず力を尽くし 信じた道をまっすぐに生きてゆく

ろうを惜しまず力を尽くし 伝え続ける教師になる

ろうを惜しまず力を尽くす

ろくに努力もせずに思いが叶うはずもないことを肝に銘じ

ろくに努力もしないで 想いが叶わないと嘆くのも人生ならば

ろマンと夢を大きく広げ

わ
わかれがあるからこそ出会えた奇跡に感謝できる

わきあがる熱い想いと 揺るぎない信念で明日を拓く

わきあがる熱い想いと揺るがない信念で輝く明日を切り拓いてゆく

わきあがる熱い想いと揺るぎない信念で めぐりあう人の明日を拓く

わき上がる熱い想いと大きな夢を

わくわくしながら

わすれないあの日の熱い想い

わすれないあの日の熱い想いと あなたの支えがあったから

わすれないあの日の熱い想いと かけがえのない仲間たち

わすれないあの日の熱い想いを胸に

わたしがずっとえがき続けた

わたしが歩むべき道はただ一つ

わたしたちの夢と希望そのものだから
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わたしたちの命の輝きを 世を照らすともしびとして次代に託し

わたしとあなたの心をつなぐ

わたしの心を強く優しくしてくれるから

わたしの心を強く優しく育ててくれた応援団だから

わたしの心を磨き

わたしの心を磨き輝かせるためにこそあるのだから

わたしの足跡から やがて勇気と希望の種が芽吹き出す

わたしの命がここにある

わたしの命が放つ輝きで

わたしの命の輝きで

わたしの命の輝きは そんなにやわなものじゃない

わたしの命の輝きはいまここから始まる

わたしの命の輝きを

わたしの命の輝きを 周りの人の笑顔と幸せのために活かしたい

わたしの命の輝きを 世を照らすともしびとして

わたしの命はあるのだから

わたしの命はここにある

わたしの命を輝かせるために

わたしをやさしくあたたかく照らしてくれているから

わたしを応援してくれるたくさんの仲間たちが

わたしを支えてくれるすべての人の幸せにつながることを信じ

わたしを支え応援してくれる

わたしを支え輝かせてくれる美しい花が咲き
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わたしを支え励ましてくれる仲間が あたたかく包んでくれているから

わたしを大きく伸ばし 支えてくれる力になるから

わたしを大きく伸ばし 励ましてくれる仲間の支えがあったから

わたしを大きく伸ばしてくれる応援団だから

を

ん
んなコトあるか！って言ってやれ！

んなワケねーだろ！
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