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03 オノマトペのロンド 
04 みゅぅみゅぅみゅう！ 
05 楽劇「聖戦コックローチ」全一幕 
06 天使と悪魔のランデブー 
07 記憶の温度 
08 脳内ヘアピンカーブ 
09 トロイカ 
10 麗しき大八洲 
11 糸のカノン 
12 effanineffable -語るに語れぬ- 

使用している歌声ライブラリ： ヤマハ社／Mew・兎眠りおん AHS 社／猫村いろは・結月ゆかり・東北ずん子 

01 言葉を繋げて 
詞・曲：tamachang ／ 東北ずん子 

言葉を繋げて 音符を並べて 楽器を束ねて 歌声作るの 
気持ちは足し算 迷いは引き算 不思議な空間 形を作るの 

お日さま燃えて闇を照らす宇宙は 世界を抱いて夢を映す青空 
光も音も重なり弾む 嗚呼 震える声も時間の中 

気分で掛け算 リズムで割り算 解けない計算 時空を曲げるの 

無数の言葉 生まれ消える宇宙は 泉の泡が揺れて泳ぐ星空 
水と油が混ざって溶ける 嗚呼 漂う声も時間の中 

言葉を繋げて 音符を並べて 楽器を束ねて 歌声作るの 
時空を曲げるの 

02 Extra-virgin 
詞・曲：tamachang ／ 猫村いろは＆結月ゆかり（コーラス） 

Extra-virgin Extra-virgin (Wow! Wow!) 
※１ あう あう あう (Wow!) Extra-virgin なう なう なう (Wow!) Extra-virgin 
 あう あう あう (Wow!) Extra-virgin なう なう なう (Crazy!) Extra-virgin 

輝く太陽照らされ熟して色づく果実 (Ah!) 正しき光に晒され純真無垢の真実 (Ah!) 
乾いた大気に囲まれ潤い求める不実 (Ah!) 邪悪と秘密のエキスをかき集め (Ah!) 寄せ集め (Ah!) 

 
effanineffable 
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広がる青空見つめて熟して色づく果実 (Ah!) 清しき風土に身を寄せ従うだけの戒律 (Ah!) 
動かぬ大地に繋がれ自由を求める不実 (Ah!) 邪悪と秘密のエキスは満ち満ちて (Ah!) はち切れて (Ah!) 

※２ 混じりのない (Wow! Girl has a green soul!) 交われない (Wow! Girl has a green soul!) 
 穢れのない (Wow! Girl has a green soul!) 
 雑味もない 香り高い 質の高い 価値の高い 傷んでない お安くない どうしょもない 嗚呼！ 

※１ 
※３ あう あう あう (Fall in love!) なう なう なう (Fall in love!) 
 あう あう あう (Fall in love!) なう なう なう (Crazy!) Extra-virgin 

輝く素肌は艶やか熟して色づく果実 (Ah!) 甘美で清らな香りは純真無垢の口実 (Ah!) 
太古の数多の奇跡は神話と巫女との呪術 (Ah!) 魔性と神秘のエキスをかき集め (Ah!) 寄せ集め (Ah!) 

広がる世界に解かれた熟して色づく果実 (Ah!) 小さく可憐な姿は天の創りし芸術 (Ah!) 
無邪気な小悪魔みたいな果実の不実は魔術 (Ah!) 魔性と神秘のエキスは満ち満ちて (Ah!) はち切れて (Ah!) 

※２ ※１ ※３ 

(Wow!) Extra-virgin (Wow!) Extra-virgin (Wow!) Extra-virgin (Wow!) 
※３ 
Extra-virgin 

03 オノマトペのロンド 
詞・曲：tamachang ／ 兎眠りおん＆結月ゆかり 

こいぬさんはわんわん こねこさんはにゃんにゃん ねずみさんはちゅうちゅう あなたにはちゅうっ 
うしさんはもうもう おうまさんはひひーん やぎさんはめえめえ あなたにはめろめろん 

すたすたてくてく のそのそのこのこ すたこらさっさの るんるんずんずん 
ぐうぐうぺこぺこ とぼとぼうろうろ ぱくぱくもりもり がぶりぱくりごっくん 

あひるさんはがあがあ からすさんはかあかあ すずめさんはちゅんちゅん あなたにもちゅうっ 
ひよこさんはぴよぴよ にわとりさんはこけこっこー とんびさんはぴーひょろろ あなたとはぴーひゃらら 

もくもくぽつぽつ ぴゅうぴゅうぴゅう ごろごろざあざあ あなたにぎゅうっ 
かたかたがたがた がくがくぶるぶる ふらふらくらくら もっともっとぎゅうっ 

おひさまがちょろり くもさんがびっくり ちょうちょさんがひらひら あなたにもひらひら 
あおいそらがちょろり そらににじがくっきり あめのしずくきらきら あなたとはらららら 

すたすたてくてく のそのそのこのこ すたこらさっさの るんるんずんずん 
あはははえへへへ くすくすうふふふ にこにこぺちゃくちゃ にこりにやりぎゅうっ 

こいぬさんはわんわん こねこさんはにゃんにゃん ねずみさんはちゅうちゅう あなたにはちゅうっ 
うしさんはもうもう おうまさんはひひーん やぎさんはめえめえ ひつじさんもめえめえ 

ねえ ねえ ねえ あなたにはめろめろん 
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04 みゅぅみゅぅみゅう！ 
詞：isshy 曲：tamachang ／ Mew 

にくきゅうぷにぷに ペルシャ チンチラ アビシニアン おめめくりくり アメショー マンクス ヒマラヤン 
※ なんなんなーぉみゅぅみゅぅみゅう なんなんなーぉみゅぅみゅぅみゅう 
 なうなうなーうぐるるるるーう なうなうなーうぐるるるるるるーう 

アタマなでたらごーろごろ しっぽにぎにぎそれはいやーん あごの下はちと弱点 お腹をみせたらもう降参 
猫は猫のおきてを生きる 楽しいことしかやっちゃダメ 昼間は日向で寝なきゃダメ 美味しいものしか食べちゃダメ 

今日こそは ショーケースから 君をつれてかえろう 
ねぇどうしよう どの君を？ そんな目でみないで わからなくなっちゃうよ 

おひげひくひく バーマン ベンガル バリニーズ おはなぴくぴく コラート ボンベイ ロシアンブルー 
※ 

かごのなかではとぐろ巻き ソファーの上では裏がえし たたんだ洋服ぐっちゃぐちゃ 出しても出してもハコの中 
猫は猫のおきてを生きる へいの上では尻尾立て 嫌いな人にはシカトして 月の夜には屋根で踊れ 

今日こそは ショーケースから 君をつれてかえろう 
ねぇどうしよう どの君を？ そんな声で鳴かないで わからなくなっちゃうよ 

にくきゅうぷにぷに 三毛猫 キジ猫 茶トラ猫 おくちガブガブ 縞猫 黒猫 まだら猫 
ゆむゆむゆーむむにゃむにゃむーにゃ ゆむゆむゆーむむにゃむにゃむーにゃ 
やむやむやーむにゃわにゃわにゃーわ やむやむやーむにゃわにゃわにゃわにゃー 

猫のおきてはシンプルで 狩って食べて遊んで眠る 生まれ変われるものならば 月の夜には屋根で踊ろう 

にくきゅうぷにぷに ペルシャ チンチラ アビシニアン おめめくりくり アメショー マンクス ヒマラヤン 
※ 

（にくきゅうぷにぷに 三毛猫 キジ猫 茶トラ猫） ぐるるるるるるるるーう 
（おくちガブガブ 縞猫 黒猫 まだら猫） るるるーう 
なんなんなーぉみゅぅみゅぅみゅう なんなんなーぉみゅぅみゅぅみゅう 
なうなうなーうぐるるるるーう なうなうなーうぐるるるるるるるるるるるるーう 
ぐるるるるーう るるるーう 

（にくきゅうぷにぷに ペルシャ チンチラ アビシニアン） ぐるるるるるるるるーう 
（おめめくりくり アメショー マンクス ヒマラヤン） るるるーるーるるるー 
なんなんなーぉぐるるるるぅ みゅぅ！ みゅう！ 
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05 楽劇「聖戦コックローチ」全一幕 
台本：isshy 音楽：tamachang ／ 猫村いろは 

静かなる夜の帳（とばり）がおりた 安らぎのひととき 今日のつとめを無事に終え 今日の糧を神より賜わる 

なに？ なに？今の音は？ いやぁーっ！ （カサカサカサカサ カサカサカサカサ） 

その名を呼ぶのもおぞましい！（カサカサ） 姿を見るのもけがらわしい！（カサカサ） 
憎き悪魔の手先よ（カサカサ） 黒き悪の化身よ（カサカサ） おぉ神よ 我に力を 我に勇気を 

ここで逃さば貴奴の天下 卵を産み 卵はかえり それわこの世が終るとき 
（１ぴきが１０ぴき １０ぴきが１００ぴき） 
この機を逃さば貴奴の天下 天がおちて地が裂ける それは正義が滅ぶとき 
（１００ぴきが１０００びき １０００びきが１００００びき） 

神より賜いし このスプレー 息の根を止めようぞ くらえ！（しゅーっ） 
逃げるか悪魔よ そこか？（しゅーっ） 逃げるな悪魔よ きゃあー！！ 

これは序の口 まだ今は宵の口 貴様を仕留めずして 我が館に朝は来るまじ 
（１ぴきが１０ぴき １０ぴきが１００ぴき） 
使いたくはなかった 最後の手を… 百均の安物にあらず 千円もしたお気に入り…なのに 
（１００ぴきが１０００びき １０００びきが１００００びき） 

神より賜いし このすりっぱ わが剣を受けてみよ くらえ！（すぱーん） 
逃げるか悪魔よ そこか？（すぱーん） 逃げるな悪魔よ キャー！！ 

飛ぶな！ 飛ぶな！ 飛ぶまいぞ！ もう飛ぶまいぞ！！ コックローチ 
飛ぶな！ 飛ぶな！ 飛ぶまいぞ！ もう飛ぶまいぞ！！ コックローチ 
いやぁーっ！（どかどかどかどか） あぁ？（ふんじゃった…） あー！ 

足のうらに広がるこの感触 一生忘れることはなかろう 

我が純潔はここで破られ 誰にも言えぬケガレを背負って 生きる我身の哀しさよ 
おぁ神よ！ なぜ私なのですか？ このくつしたをどうすればいいのですか？ 
戦いには勝ったが 勝負にはまけた 

06 天使と悪魔のランデブー 
詞・曲 tamachang ／ 猫村いろは 

※１ うわ！ うわ！ うわ！ きゃー！ 
 わー きゃー うぃー かもん！ わー きゃー おー まいがー！ 
 わー きゃー うぃー おーらい！  わー きゃー のんのーさんきゅー！ 

何をしてるの？アタシは ／ はにゃ？ ほにゃ？ これはなんだ？ 
こんなところでウダウダ ／ はにゃ？ ほにゃ？ とぐろまいて 
息も切れ切れ鼓動は ／ はにゃ？ ほにゃ？ シャバドゥビドゥバ 
刻むビートもズタズタ ／ はにゃ？ ほにゃ？ 恋の予感 

つつがない世界は消え 狂った炎が渦巻く ／ わ！ わ！ 
愚かしいその戯れ 心を惑わす悪魔よ！ ／ 悪魔よ 
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※２ 嗚呼！ どうしよう どこにも逃げ場はないの？ ／ おー まいがー！ おろおろ 
 嗚呼！ 舞い踊る クピドのあやつり人形 ／ わー のんのー！ 人形 
 嗚呼！ どうしよう どっちに進めばいいの？ ／ おー まいがー！ どっちだ？ 
 嗚呼！ 溶け落ちる 天使と悪魔のランデブー！ ／ わー のんのー！ ランデブー 

※１ 

何も知らないアタシは ／ はにゃ？ ほにゃ？ シャバドゥビドゥバ 
同じところでジタバタ ／ はにゃ？ ほにゃ？ 恋の予感 

何見てもハラハラする ココロもカラダもちぎれる ／ わ！ わ！ 
何してもフワフワする 浮かんで沈んで張り裂け ／ 張り裂け 

嗚呼！ どうしよう このまま生きていけるの？ ／ おー まいがー おろおろ 
嗚呼！ 突き刺さる クピドの放った弓矢が ／ わー のんのー 弓矢が 
嗚呼！ どうしよう どっちに戻ればいいの？ ／ おー まいがー！ どっちだ？ 
嗚呼！ 目が回る まやかしマダラの曼荼羅！ ／ わー のんのー！ マンダラ 

※１ 

（スキャット） 

何なの一体 しょうもない！ ／  わー かもん！ 
どうにもできない 止まらない！ ／  わー まいがー！ 
カミさまお願い 届かない！ ／ わー おーらい！ 
嗚呼！ ／ わー わーぉ きゃー！ 

※２ 

うわ！ うわ！ うわ！ きゃー！ わーぉ 

07 記憶の温度 
詞：isshy 曲：tamachang ／ 猫村いろは 

憶えておきたいことだけ憶えておいて 憶えておきたくないことを憶えないでいられたら 
どんなに軽々と どんなに楽々と どんなに薄っぺらになるだろうか 

記憶はいつだって同じ温度では置いとけなくて あなたを思い出すと冷たくなるか熱くなるかのどちらかで 
昨日のことのように思えるのに 明日のことには無関係だから 

記憶はいつだって同じ形では置いとけなくて あなたへの思いは凝り固まるか崩れさるかのどちらかで 
昨日のことのように思えるのに 明日のことには無関係だから 

記憶はいつだって同じ温度では置いとけなくて… 

08 脳内ヘアピンカーブ 
詞：isshy 曲：tamachang ／ 猫村いろは 

通るたびにクラッシュする脳内ヘアピンカーブ どうしてもハンドルが利かない特異点 

冷静そうなときに冷静かというと 煮えたぎる怒りを押し殺してるだけだったり 
わかってそうな奴がわかってるかというと わかってないのを許せなくて わかったふりをしてるだけだったり 
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通るたびにクラッシュする 脳内ヘアピンカーブ どうしてもハンドルが利かない特異点 

怒っているときに怒っているかというと どうしょもない不安をぶちまけているだけだったり 
死ぬほどの絶望が死ぬほどのものかというと 遠い昔に囚われて 今が見えていないだけだったり 

通るたびにクラッシュする 脳内ヘアピンカーブ 空間も時間さえ歪んだ特異点 

言いたくない 傷つけたくない だけど言いたい 傷つけたい 
見せたくない 見られたくない だけど見せたい 見せつけたい 
きっと誰にもわからない だって私にもわからない 
なぜ？ なぜ？ なぜ？ どうしてこんなにも好きと嫌いは混ざり合って絡み合って 

通るたびにクラッシュする 脳内ヘアピンカーブ どうしてもハンドルが利かない特異点 
通るたびにクラッシュする 脳内ヘアピンカーブ 空間も時間さえ歪んだ特異点 

もうダメでお終いだから世界は滅ぶのかというと 空は青いのだからどうでもいいはずだったり 

09 トロイカ 
詞：isshy 曲：ロシア民謡 編曲：tamachang ／ 兎眠りおん 

寿司の出前の途中 じゃり道とおる はしるトロイカ えび、かんぱち あなごがゆれる 
（はしるトロイカ えび、かんぱち あなごがゆれる） 
寿司の出前の途中 坂道で転ぶ はしるトロイカ しゃこ、なっとう いくらが続く 
（はしるトロイカ しゃこ、なっとう いくらが続く） 
出前持ち立ちつくす なすすべもなく はしるトロイカ あとには しょうががのこる 
（はしるトロイカ あとには しょうががのこる） 

10 麗しき大八洲 
詞・曲：tamachang ／ 東北ずん子 

エイヤー 
罷り出ました仰せのままに 唄コ唄えと檜の舞台 お気に召すかと戸惑うばかり 初心な小娘なれど 
エイヤー 
聴いて下されちょいと暫く 唄う鶯 巧くは鳴けず 国の訛りが混ざるか知らぬ どうかお許しなされ 

若葉萌ゆる芳しき山と川 花も咲き乱れて踊る 森の繁る麗しき大八洲 蒼い波間にそよぐ 
唄コ唄えば上手も下手もあるわさ ここサ来てみて唄えばわかるさ そんな事ァどうでもええ 唄は心で唄え！ 

エイヤー 
一つ山超え も一つ越えて 唄よ響けよ天まで届け 大和撫子可憐に咲いて 巡る命を繋げ 

人の集う里山の麓には笹に黄金が成り下がる 稲穂揺れる中つ国大八洲 蒼い波間に浮かぶ 

嗚呼! 
唄コ唄えば溜めた憂さも晴れるさ 踊り踊らば鬼コも逃げるさ ちっさな事ァどうでもええ 回る浮世の渦へ！ 

エイヤー 
募る想いは色々あれど うまく言葉にゃできねえけれど あれもこれもそれもどれも 唄う心 声を伝えて 
夢と現に架け橋渡せ 消えたお月さんまァるくなあれ 西に東に南に北へ 潮の流れも引いては満ちてゆく 

若葉萌ゆる芳しき山と川 花も咲き乱れて踊る 森の繁る麗しき大八洲 蒼い波間にそよぐ 
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11 糸のカノン 
詞・曲：tamachang ／ 結月ゆかり 

空の弓は虚無の海に浮かび 虚無の海は青い海を包み 
青い海は空の弓に引かれ 波の欠片 生まれては消え 消えては生まれる 

糸は紡ぐ 小さな糸を 糸は絡まり互いに溶け合う 
糸は編む 微かな糸を 糸は重なり互いに触れ合う 
糸は結ぶ 震える糸を 糸は広がりすべては繋がる 
糸は織る 見えない糸を 糸は行き交いすべてを束ねる 

その糸の網の中で私は何を探すのだろう その糸の繭の中で私は何を語るのだろう 

糸は包む 虚ろなものも 糸の調べは静寂(しじま)をかき消す 
糸は歌う 束ねたものを 糸のカノンは世界を奏でる 

その糸の紐を抱いてあなたはきっと見つけるだろう その糸の音を聴いてあなたはきっと味わうだろう 

満ちて欠けて回り続ける 糸の奏でる音に誘われ 
時を超えてつかず離れず 糸の織り成す音に結ばれ 

糸は紡ぐ 私の糸を 糸の調べは互いに溶け合う 
糸は結ぶ あなたの糸を 糸のカノンは互いに響き合う 

誰にも聴けない 誰もが聴いてる 糸のカノン 

12 effanineffable
エ ッ フ ァ ニ ネ ッ フ ァ ブ ル

 -語るに語れぬ- 

詞：isshy 曲：tamachang ／ Mew 

（lumen de lumine, effable, ineffable lumen de lumine. effanineffable...） 

いわしの群れが波間におどる（誰も知らないさんごが広がる） 
シャチの群れが横からいどむ（誰も知らない砂が静まる） 
かもめの群れが上からねらう（何も言わない潮が流れる） 
くじらの群れが下からさらう 

水平線が染まる 海がひかる 夜が明ける（lumen de lumine...） 
めぐる季節のはざまに（lumen de lumine） 短い命は歌う（lumen de lumine...） 

いろめくゆらめく（effable） めくるめく命（ineffable） 
言うにいわれぬ（effanineffable） 語るに語れぬ（effanineffable） 
ざわめくきらめく（effable） さんざめく命（ineffable） 
ただ歌え（effanineffable） ただ歌え（effanineffable） 
ただ歌え（effable, ineffable, effanineffable） 

（lumen de lumine, effable, ineffable lumen de lumine. effanineffable...） 
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インパラの仔が草原をかける（誰も知らないつるが巻く） 
ジャッカルの群れが忍び寄る（誰も知らない花が咲く） 
チーターの親子が襲い掛かる（何も言わない森が広がる） 
ライオンが奪って仔に与える 

地平線が染まる 空がひかる 夜が明ける（lumen de lumine...） 
めぐる季節のはざまに（lumen de lumine） 短い命は歌う（lumen de lumine...） 

いろめくゆらめく（effable） めくるめく命（ineffable）  
言うにいわれぬ（effanineffable） 語るに語れぬ（effanineffable） 
ざわめくきらめく（effable） さんざめく命（ineffable） 
ただ歌え（effanineffable） ただ歌え（effanineffable） 
ただ歌え 

（lumen de lumine, effable, ineffable, lumen de lumine. effanineffable...） 

ただ歌え！ 

 

＊（ラテン語）lumen de lumine：光の中の光 

（英語）effable：語れる ineffable：語れない effanineffable：語るに語れない（詩人 T.S.Eliot による造語） 
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