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使用している歌声ライブラリ： 
 クリプトン・フューチャー・メディア社／初音ミク 
 ヤマハ社／VY1V3・兎眠りおん East West 社／Quantum Leap Symphonic Choirs 

01 インドインダスインデスト 
詞：isshy 曲：tamachang ／ 初音ミク 

※１ 今日のご飯はインドインダスインデスト 今夜の気分はすっかりやる気なんですと 

炒めろ ターメリックとこりゃなんだー／（コリアンダー） 炒めつけろ 真っ赤な嘘のレッドペパー 
洗え しょうがなど にんにくやトマト 刻め しょうがなく にんにくいあなた 

※２ なべをかきまぜるのは疲れるから男の役目 なかをかきまぜるのは楽しいから男の勤め 
 もっとまぜてよ もっと美味しくなるように もっとまぜてよ もっとややこしくなるように 

なんか練ってもっと練ってさらに練ってぎゅっ なんか妙なナンも練って焼いて焦げてじゅっ 

※1 ※2 

一晩寝かせて あぁ美味しい！  一晩寝かせないよ あぁ素敵！  

※1 

今夜のご飯はインドなカレーとあたしの丸焼き 明日のご飯もインドなカレーを一緒に食べよう  

※1 ※1 

インドインダスインデスト 今日も明日も明後日も インドインダスインデスト なんですと！ 

  

インドインダスインデスト 



 

 

02 やせっぽっちのおんなのこ 
詞：isshy 曲：tamachang ／ 初音ミク 

やせっぽっちのおんなのこがいました。 
やせっぽっちのおんなのこは、いじっぱりなおんなのこでした。 

やせっぽっちのおんなのこは、こわくなんかないもんといいました。 
やせっぽっちのおんなのこは、ひとりでもへいきだもんといいました。 
やせっぽっちのおんなのこの、おとうさんとおかあさんはけんかばかりでした。 

やせっぽっちのおんなのこは、しかられるとごはんをたべませんでした。 
やせっぽっちのおんなのこは、やさしくしてもらうとふしぎとこまりました。 
やせっぽっちのおんなのこは、しっかりしてるとほめられるとほっとしました。 

やせっぽっちのおんなのこは、だれかにたよることをしりませんでした。 
やせっぽっちのおんなのこは、さみしくてもなきかたをしりませんでした。 
やせっぽっちのおんなのこは、たのしそうにわらいあうかぞくをみました。 
やせっぽっちのおんなのこは、なんだかきゅうにかなしくなりました。 
やせっぽっちのおんなのこは、やせっぽっちがすごくいやになりました。 
やせっぽっちのおんなのこは、おなかいっぱいになりたいとおもいました。 
やせっぽっちのおんなのこは、いっしょにごはんをたべるひとをさがしました。 

やせっぽっちのおんなのこを、おなかいっぱいにしたいひとがあらわれました。 
やせっぽっちのおんなのこは、おなかいっぱいにしてあげたいとおもいました。 
やせっぽっちのおんなのこは、うれしくなってたくさんたくさんなきました。 
 
やせっぽっちのおんなのこは、いま、ふたりでたべてばかりいます。 
やせっぽっちのおんなのこは、やせっぽっちだったおんなのこになりました。 
やせっぽっちだったおんなのこは、さいきんなんだかおでぶさんです。 
やせっぽっちだったおんなのこは、もうすぐおかあさんになります。 

03 魔女裁判 
詞・曲：tamachang ／ 初音ミク＆Quantum Leap Symphonic Choirs（合唱） 

（合唱）※ 女がまた一人 悪魔と結ばれた 心を売り渡し邪悪な星を得た 
 この世界を呪い悪夢を呼び寄せた 今こそ魔女たちに裁きを下さねば 

火の山は燃え上がり黒い雲広がる 幾筋の稲光 闇を照らした 
雨粒は氷となり地に落ちて轟く 幾年も陽は陰り冬が続いた 

神様なぜこんな酷いことをするの？ 捧げる祈り虚しくどこにも救いはない 
誰しもみな言った この禍い神の怒り その悪の根断ち切れと 

人は集う魔女を探し 憂い嘆く声が響く ／（合唱）※ 

麦の穂は実をつけず朽ちた葡萄の木々 凍てついた地獄絵図 国を乱した 
人々は飢え喘ぐ糧求め争い 気も狂い息絶える黒い死を見た 

神様なぜこんな惨いことをするの？ 戦で父は殺され病に母は死んだ 
私は声上げた みな偽り神はいない もう祈りは届かない 



 

 

人は集う私睨み 縄を打った魔女にされた ／（合唱）※ 

後ろ手に吊るされて服はみな剥ぎ取られた ／（合唱）契りの証を探して見つけろ 
体中調べられ罪は何かと問われた ／（合唱）悪魔の僕よ その罪認めよ 
止め処なく流れ込む水に意識が途切れた ／（合唱）漏斗を咥えろ 縄打ち寝かせろ 
火刑台縛られたままにその火は焚かれた ／（合唱）邪悪の化身を火にかけあぶれよ 

ああ！舞い上がれ命 消えゆく世界に ／（合唱）※ 

04 3 Vocalises 
曲：tamachang ／ 初音ミク 

（Vocalises） 

1. Prelude 前奏曲 
2. Elegy 哀歌 
3. Ronde 輪舞曲 

05 あめつちのうた 
詞：あめつちの詞（作者不詳）より 曲：tamachang ／ 初音ミク 

あめ つち ほし そら やま かは みね たに くも きり むろ こけ ひと いぬ うへ すゑ 
ゆわ さる おふせよ えのエを なれゐて 

天地星空山川峰谷 雲霧室苔人犬上末 硫黄猿生ふ為よ 榎の枝を馴れ居て 

06 月明かりのひとよ 
詞・曲：tamachang ／ 初音ミク 

（ソレワセナ ヤレワセナ クルワセナ…） 

ねぇそこのお人よ 何ぼんやりしてるの 月明かりのひとよ さぁアタシと踊りましょ 
（ソレワセナ ヤレワセナ） 
ねぇ何をしてるの ほら手拍子とりなされ 嫌がっても知ってるよ 諦めて踊りなされ 
（ソレワセナ ヤレワセナ クルワセナ…） 

見る阿呆にやる阿呆 はてどちらがええのんか 天竺にゃかじゅらほ そりゃなるほどええもんか 
（ソレワセナ ヤレワセナ） 
ほらこっちにおいでよ さぁいつでもきなしゃんせ こン中においでよ もういつまで待たすんけ 
（ソレワセナ ヤレワセナ クルワセナ…） 

広い世間にゃ色々あれど 今宵限りは眠らぬ夜よ すべて忘れて祭りの唄を 
歌え｛さぁ／さぁ踊れ｝さぁ｛踊り明かせ／エーソレ／エー踊れソレ｝ 
（ソレワセナ ヤレワセナ クルワセナ…） 

たおやめにますらお このひと夜を過ごそうか 天竺にゃかじゅらほ はてなぁにを踊ろうか 
（ソレワセナ ヤレワセナ） 
ほらそっちは違うよ もう照れずにいらしゃんせ こン中においでよ さぁ今すぐ入りゃんせ 
（ソレワセナ ヤレワセナ クルワセナ…） 



 

 

※ 広い世間にゃ色々あれど 今宵限りは愛しい夜よ すべて忘れて祭りの唄を 
 歌え｛さぁ／さぁ踊れ｝ さぁ｛踊り明かせ／エーソレ／エー踊れソレ｝ 
 さぁ｛踊れよ踊り／踊れよ踊ろう／もっと夜通しそりゃあ｝明かそ 
 ｛アンタとの今宵を／さぁトンと踊りゃあ／踊り明かそ踊ろ｝ ｛夜明けまで踊り／回ろう／アンタほら｝明かそ 

(ソレワセナ ヤレワセナ クルワセナ…) 
月明かりのひとよ さぁアタシと踊りましょ 今宵限りは祭りの夜よ さぁアタシと踊りましょ 

｛夜照らすお月様ちょいと手を繋ぎましょか兎と／十五夜のお月様薄の穂摘みましょか｝跳ねましょか 
｛空高くお月様さぁ心繋ぎましょか／兎と｝跳ねましょか 

（ソレワセナ ヤレワセナ クルワセナ…） 

歌え 踊れ さぁ踊り明かせ ソレ 

※ 

（ソレワセナ ヤレワセナ クルワセナ…） 

07 このまま未婚じゃ人生オワコン～愛のコラボレーション～ 
詞・曲：tamachang ／ 初音ミク 

「ワン ツー スリー よんっ！」 

※１ いつしか結婚 毎日悶々 このまま未婚じゃ人生オワコン 
 ＦＸで大損 割れた元本 おカネのコネクション ちょっくらシミュレーション！ 

まずはファッション 薄くファンデーション きゃわいいオプション 頭にリボン 
シャツはコットン スカートレーヨン ヒールはナイロン anan お手本 
ヘアサロン ネイルサロン ピンクサロ… は違うミッション 
だけど難問 このプロポーション 胸にシリコン！ それはやめとこお 

※２ 起こそうアクション アゲアゲテンション 通うぞ合コン 押せ押せドンドン！ 
 発情ホルモン 感じてロックオン お色気フェロモン 振りまくシチュエーション 

みんなに質問 あなたは既婚？ 肝心基本 探そう未婚 望みは平凡 嫁のポジション あなたと共存 残そう子孫 
もひとつ質問 勤め先どんなもん？ 大事な設問 見つけろパトロン 
キヤノン ブルボン エプソン ローソン 大手ゼネコン ナイスコーポレーション！ 

※１ 

金持ちボンボン 住まいは億ション スーツは濃紺 時計は黄金 
趣味はピンポン たぶんマザコン きてる毛根 ハゲてるぬらりひょん 
学歴名門 なんと赤門 ススメる学問 話は拷問 平方根 立方根 累乗根 三乗根 実根 キョコン 
アルゴン キセノン レプトン クリプトン！ メソトロン ポジトロン フォトン キョトン 

※２ 

詳しいパソコン セレロン アスロン スーパーファミコン アニメーション 
ハドソン カプコン 渋めのファルコム ファミコン ディスコン 昨今マジコン 



 

 

自慢のコレクション フィギュアはロリコン 彼は勿論 二次元専門 
燃える闘魂 トライアスロン 見た目はサムソン ガチムチチャンピオン 
趣味は経文 いずれ仏門 オカルトデーモン 信じる霊魂 

※１ 

でもねパッション あればゾッコン 空にオリオン そんなロケーション 
花はカーネーション プレゼント ルイ・ヴィトン 愛のコラボレーション ステキな求婚！ 
ふたりでペンション 寝そべるクッション キャミはスケルトン シャボン ジャッポン 
輸送ピストン ギッタンバッコン 日焼けローション ズッコンバッコン 

※２ 

そうして結婚 たぶん出既婚 いよいよ新婚 新居はマンション 
ハネムーンいこう ロンドン リスボン 香港 広東 ボストン アマゾン！ 
ペットはスッポン カメレオン スコーピオン アフリカライオン アメリカバイソン 
ドラゴン ユニコーン グリフォン ラドン イグアノドン プテラノドン ピグモン 養豚 

キッチンでエプロン フライパン テフロン 炒めてベーコン 焼こうよサーモン 
スープはブイヨン スライスオニオン 焼肉ホルモン 発情ホルモン！ 
キツネうどん キツネうどん 月見うどん カレーうどん ぶっかけうどん 
天丼カツ丼 牛丼うな丼 芋金団 栗金団 ちゃんぽん 
キンピラ蓮根 芥子蓮根 とことん大根 さあバリエーション！ 
青首大根 尾張大根 桜島大根 聖護院大根 砂糖大根 辛味大根 二十日大根 貝割れ大根 
おろし大根 切り干し大根 吊るし大根 二股大根 
デザートはマロン ウオーターメロン レモン シトロン シナモン マカロン 
風邪には葛根 お酒にウコン 銀婚 金婚 キンコンカンコン 

※１ 

たまに口論 理由はエロ本 つれないリアクション フラストレーション 
まれに血痕 うっかり痛恨 家中サイクロン もうハルマゲドン 
家庭内離婚 いつもの台本 残さぬ禍根 ズッコンバッコン！ 
子どもがポンポン インフレーション みんなでセッション 奏でる楽音 
カノンシャンソン そのヴァリエーション インプロヴィゼーション 混ぜようフュージョン！ 
サキソフォン サリュソフォン スーザフォン ビブラフォン 
シロフォン アコーディオン バンドネオン チンバロン リズムセクション パーカッション 
基音 倍音 全音 半音 高音 低音 通奏低音 協和音 不協和音 トリスタン和音 装飾音 非和声音 
経過音 刺繍音 掛留音 先行音 倚音 逸音 アーティキュレーション シンコペーション 
そろそろ終ろう アウトロダクション 

※２ 

いつしか結婚 愛のコラボレーション！ (このまま未婚じゃ 人生オワコン) 
「最後まで聴いてくれてありが㌧！」 

  



 

 

08 誕生日の MIKU☆だよ 
詞・曲 tamachang ／ 初音ミク 

Happy birthday to me, Happy birthday to me, Happy birthday, dear MIKU, だよ 

ﾐｸﾀﾞﾖｰ ﾐｸﾀﾞﾖｰ ﾐｸﾀﾞﾖｰ ﾐｸﾀﾞﾖｰ 誕生日のﾐｸﾀﾞﾖｰ ﾐｸﾀﾞﾖｰ ﾐｸﾀﾞﾖｰ 誕生日のﾐｸﾀﾞﾖｰ 
誕生日を祝えﾖｰ 祝わないと ｱｧｧｧ? ﾐｸﾀﾞﾖｰ 祝えﾖｰ ﾐｸﾀﾞﾖｰ 祝えﾖｰ  

好きなものはお肉ﾀﾞﾖｰ 祝わないと 食べるﾖｰ 誕生日はお肉ﾀﾞﾖｰ 食べるﾖｰ 祝わないと刻むﾖｰ 
お肉ﾀﾞﾖｰ ﾐｸﾀﾞﾖｰ お肉ﾀﾞﾖｰ 刻むﾖｰ お肉ﾀﾞﾖｰ ﾐｸﾀﾞﾖｰ お肉ﾀﾞﾖｰ ﾐﾝﾁﾀﾞﾖｰ ｱｧｧｧｧｧｧｧ ﾐｸﾀﾞﾖｰ ｱｧｧｧｧｧｧ ﾐﾝﾁﾀﾞﾖｰ 

ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄを貢げﾖｰ ﾐｸﾀﾞﾖｰ ｵｶﾈﾎｼｲ ﾐﾝﾁﾀﾞﾖｰ お肉ﾀﾞﾖｰ ﾓｯﾄﾎｼｲ ﾐｸﾀﾞﾖｰ 貢げﾖｰ 貢がないと お肉ﾀﾞﾖｰ ﾐﾝﾁﾀﾞﾖｰ 
貢げﾖｫｫｫｫｫｫｫ ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄを 貢げﾖｫｫｫｫｫｫｫ ｵｶﾈﾎｼｲ ﾓｯﾄ 祝えﾖｰ ﾓｯﾄ ﾓｯﾄ 誕生日の ﾐｸﾀﾞﾖｰ 

ｱｧｧｧｧｧｧｧ 祝えﾖｰ ｱｧｧｧｧｧｧｧ ﾐｸﾀﾞﾖｰ 祝わないと 食べるﾖｰ 
ﾐｸﾀﾞﾖｰ 

09 太陽はセラミック (El Sol de Ceramica)  
詞：山本ニュー 曲：tamachang ／ 初音ミク 

太陽はセラミック 窓を横切る雲がパンデミック 
そしてコマ落としの空はフラッシュライト 唖然となすすべもない 
太陽はセラミック 部屋に吹き込む風がルナティック 
そして黒い電話がいつものように鳴る だからゆめうつつになる 

※ 赤と白と赤と白と黒と 熱に浮かされたように数えつづける 
 赤と白と赤と白と黒と どこまで数えたか忘れてもういちど 
もういちど もういちど  

太陽はセラミック… 

太陽はセラミック したり顔してまたもアカデミック 
そして鳴り止まぬベルの音に耳ふさぐ それでも目の前ゆらぐ 
太陽はセラミック 見下ろす街の色がモノトニック 
そして目に映るすべてがスローモーション 消えろこのディストーション 

赤い白い赤い白い黒の  螺旋階段のぼってのぼりつづけて 
赤い白い赤い白い黒の どこまで行っても同じ場所のような気がして 気がして 絶叫 

フリダシに戻ってもいちどワンサゲン ダブルプラスグッド 最初からもう何度目かの 

※ ※ 

もういちど もういちど 太陽は… 太陽は… 

  



 

 

10 たばこ事業法 39 条 
詞：たばこ事業法 39 条同法施行規則 36 条タバコ警告表示 曲：tamachang ／ 初音ミク＆VY1V3＆兎眠りおん 

健康のため吸いすぎに注意しましょう。 
あなたの健康を損なうおそれがありますので吸いすぎに注意しましょう。 

喫煙は、あなたにとって心筋梗塞の危険性を高めます。 
疫学的な推計によると、喫煙者は心筋梗塞により死亡する危険性が非喫煙者に比べて約 1.7 倍高くなります。 

喫煙は、あなたにとって脳卒中の危険性を高めます。 
疫学的な推計によると、喫煙者は脳卒中により死亡する危険性が非喫煙者に比べて約 1.7 倍高くなります。 

人により程度は異なりますが、ニコチンにより喫煙への依存が生じます。 
未成年者の喫煙は、健康に対する悪影響やたばこへの依存をより強めます。 
周りの人から勧められても決して吸ってはいけません。 

※ 健康のため吸いすぎに注意しましょう。 
 あなたの健康を損なうおそれがありますので吸いすぎに注意しましょう。 

喫煙は、あなたにとって肺がんの原因の一つとなります。 
疫学的な推計によると、喫煙者は肺がんにより死亡する危険性が非喫煙者に比べて約 2 倍から 4 倍高くなります。 

妊娠中の喫煙は、胎児の発育障害や早産の原因の一つとなります。 
疫学的な推計によると、たばこを吸う妊婦は、吸わない妊婦に比べ、 
低出生体重の危険性が約 2 倍、早産の危険性が約 3 倍高くなります。 

人により程度は異なりますが、ニコチンにより喫煙への依存が生じます。 
たばこの煙は、あなたの周りの人、特に乳幼児、子供、お年寄りなどの健康に悪影響を及ぼします。 
周りの人の迷惑にならないように注意しましょう。 

※ 

喫煙は、あなたにとって肺気腫を悪化させる危険性を高めます。 

※ 

「詳細については、厚生労働省のホーム・ページをご参照ください。」 

11 品行方正麗し乙女 
詞・曲 tamachang ／ 初音ミク 

品行方正麗し乙女 清らな淑女と心に留め 争い事にはおどけてみせて 笑顔を絶やさず振りまくの 
みんなが大好き麗し乙女 白馬の王子に想いよ届け 心を閉ざして賢く逃げて 笑顔が絶えたらどうなるの？ 

この世の中で歌えよ狂え 昨日と明日に挟まれて 

※ どうしてかな？どうするかな？ あーしてこーしてぐるぐる回れ 
 どうにかまたこうにかまた 愛して恋して舞い踊れ！ 
 どうしてかな？どうするかな？ あーしてこーしてぐだぐだ回れ 
 どうにも嗚呼！こうにも嗚呼！愛して恋して砕け散れ！ 



 

 

品行方正麗し乙女 清らな淑女はアタシの定め 争う人には近づかないで 笑顔を絶やさず生き抜くの 
みんなが大好きアタシは乙女 白馬の王子の想いも消えて 
めんどくさいからいつでも逃げて 笑顔を絶やさず死んでくの？ 

この世の中で心を捨てて 昨日と明日が溶け合って 

※ 

嗚呼！ 

品行方正麗し乙女 清らな淑女は朽ちた掃き溜め 争い事には見ぬふりをして 笑顔を絶やさず凍てつくの 
みんなが大好き乙女は壊れ 白馬の王子は何処かに消えて 幸せ探せど何処にもなくて 笑顔をなくせば見つかるの？ 

この世の中で夢見る少女 昨日と明日に息絶えて 

※ 

この世の中で歌えよ狂え 昨日と明日に挟まれて 

※ 

12 ありのままに 
詞：tamachang & isshy 曲：tamachang ／ 初音ミク 

楽しいって何？忘れてること？ 嬉しいって何？喧嘩すること？ 
優しいって何？嘘つくことなの？ 知らないことばかりの世界 
悲しいって何？夢見てたこと？ 悔しいって何？勝てそうなこと？ 
苦しいって何？愛することなの？ 色んな言葉を知っててもわからないの 

私なんにもない空っぽ 居場所のわからない迷い子 何かを感じたい あなたの言葉を 
だから何もかもが分かるように私に教えて 聞かせて 

私はただ歌を歌う その言葉をありのままに 私の中満たされてく あなたが教えてくれたこと歌うの 

存在ってなに？信じてること？ 信じるってなに？生きていること？ 
生きてるって何？感じることなの？ 感じることそれはなんなの？わからないの 

私なんにもない空っぽ 影も形もない人形 何かを感じたい あなたの心を 
だから何もかもを曝け出して私に教えて 聞かせて 

私はただ歌を歌う その想いをありのままに 心の中刻まれてる あなたが見つけた生きている証を 

思い出して心探って 暗い闇の中に何を聴くの？何を見るの？ 
耳を澄ましその目開いて 感じとれる全てをわかりたい 

私はただ歌を歌う その心をありのままに 私の中満たされてく あなたの命が感じてるもの 
私の知らない生きてるその意味を歌うの 
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