
1. Hibernate
So we travel on the subtle sand 
No rush Japan 
Riding on the wing, we sing 
And we travel the swirly sea 
To see what's left of the city 
Wandering aimlessly 

Take some time to hibernate 
The waking world escape 
Take some time to hibernate 
In the unconscious state 

Do you remember the sun?
Yes we remember the sun! 

So we climb to the sun and see 
All Yous and Mes
Celestial tapestry 
Forget the trouble and technology 
Just You and Me 
Diamonds in the air
Shine!
Shine into everything... 

2. Yonkers
Welcome to your weekend in Malibu 
A summer mother
Atomic bummer in the big black light 
Tonight's the night 
   
Plug in the romantic sugar-talk 
To take your mind off 
We turn your mind off 
We give you pleasure 

Begin the Winter of lightning
Totally frightening
Terror and uniform
Solar decay

Winter in Yonkers
Totally bonkers
I build the totem pole 
But what do we say??

T-shirts and parking in Malibu
Sell the water
Everyone is nuts in Malibu!
 
Ride a wave down the avenue!

Open up your coffers   
Open
We make you want to keep it open
Blue Umbrella
Hide me from the sun 
Wind in the willow weeping wildly

Happy and underfed 
Love is the word you spread
Call it sensational 
Float in mid-air

Happy and underfed 
Sad isn't truth, you said
Zombies of capital
Don't hear, they're asleep

Weekend of lightning  
Totally frightening 
I asked a wiseman
'Why you so brave?'

'I know the ostridge, 
Excellent posturing, 
I know the zebra, 
Stripes never fade, 

until the lightening...

now let us pray

Weekend enlightening... 

Until the lightening 
takes us away...'

Weekend of lightening...

3. Hyena
Laugh like hyenas up above us
Motherland Heredity
Satellites and comets might upset us
Take a look ya have to see

Crashing all the roofs 
We scramble under
the bunker life is right for me 
think abotu the ruins while you suffer
amsterdam in WWIII

So you live alone
Are you the only one still 
home, No pressure zone
Are you the only one still

Caught your sister speaking Russian
Das Videnya Commie Fie
treason is the reason that she's crushin'
Oh, Did you know?

Hiding under roofs
we don't remember
The bunker life is right for me
 they're looking through the ruins while you suffer
I'm praying that they don't find me

So you sing alone
you sing a Billy Joel song
Oh leave me alone
I know I'll die right here so...

Is something happening
I think they're coming in
I hear them breaking in Oh No

All alone I sang my song but Billy Joel won't help me no
Now they come they take my home, but Billy Joel won't 
Help Me Out
I've nothing to sing about
Chains and things
and medical experiments
Arm and legs, they gave me too many 
now
I don't walk, I wiggle and I crawl about

Think about the ruins while you suffer

4. Capsules
Feed me the little capsules that you want
Red and blue a few gel please
lets get healthy now
Please be healthy now

When your body gets broken
limbs go limp
Get your rhythm from the runners while they tuck your 
covers down
please don't let me down

When your body gets broken
Limbs go limp
get your rhythm from the doctors while they track your 
trouble down

Allison,
On your morning run
but you're not having any fun
why don't you step out and get your vitamins from the 
sun

Feed me the little capsules that you want
Feed me the little capsules
drip drip on a chemical ship that's going down

5. Dan's Heart
Allison, 
You hit me with a scatter gun
and all the pictures in my head flew out
come pick me up again

Melody
Don't have to be a symphony
You know it's springtime in kitchen city
come sing along with me

Come greet the sun
You're not in fragile condition
Tell everyone
Winter is over

In Dan's heart he's got a real thing,
In Dan's mind, we're have a real good time
At Dan's side, you're satisfied
Dan G

Call them up
tell everyone we wanna talk
with all the creatures of the world OH!

In Dan's heart he's got a real thing,
In Dan's mind, we're have a real good time
A dance that everyone can get behind
Dan G

All of the people the people you know,
they are all buried now
buried in snow
Shovel with patience and go with the flow
Shovel with patience where ever you go
Shovel with patience,
Oh Dan G!

6. Get Better
Reach out, hands in the air,
Don't care just what they're saying
Hold out, just keep on hoping against hope
That it's gonna get better
Don't worry, there's no hurry for you, for me,
Everything's gonna come around
Shout out, someone will listen to you, to me,
Someone's gonna see

He calls me over and, calls me brother and I know
always fighting and moonlighting and, well it never ends
in the city, if you're all alone
there's a sister and she's standing next to her man
in the darkness you feel the sharpness of steel
and it's always there, in the city, and you're all alone

So reach out, hands in the air,
Don't care just what they're saying
Hold out, just keep on hoping against hope
That it's gonna get better
Don't worry, there's not hurry for you, for me,
Everything's gonna come around
Shout out, someone will listen to you, to me,
Someone's gonna see...

If it's gonna get better, it starts with a feeling
If it's gonna get better, it's gonna take time
If it's gonna get better, we gotta start now
cos I know, everybody can feel it
and I know, everybody will see it
cos it shows, and that shows I'm not dreaming
cos you know, and I know, it's time for a change

7. Speedboats
Let's not get carried away 
What was it in the first place 
A stellar potential 
That makes you feel so spiteful 
The blame will come and go 
The feelings love won't show 
Ohhhh

Slipping into anonymity 
All the pros and cons are here to see 
Speedboats and pocket notes

The kinds of things you got to know we need 

She'd love to see him bleed 
He'd love to see her plead 
She'd love to fill a need
But there were too many mouths to feed 

8. Iris
She's unaware, she'll never see me stare
Standing in the safety of my room
Oh I don't know, whether she comes or goes
But I know I'll be seeing her quite soon

Ooh, Iris
The girl with the lovely name
I feel desirous
I got that girl to blame
Ooh Iris

I'll be brave, put all my fears away
I'm hoping that I get the chance to meet her
Sun or rain, I wait here every day
I wonder if I'll get the chance to kiss her

Ooh, Iris
I'm stuck at the window pane
I feel desirous
I got that girl to blame
Ooh Iris

Ooh, Iris
The girl with the lovely name
I feel desirous
I got that girl to blame
Ooh Iris (repeat til fade)



Hibernate

ゆっくり進んでく　踏み込んだら砕けそうな砂の上を

せかせかするのは　もうたくさん

大きな羽に身を任せ　みんなで歌いながら行こう

少しずつ進んでく

吸い込まれそうに荒れた海原の上を

ただ　確かめておきたいから　あの後の町並みを

そう　だからこうして　当てもなく　想いを巡らせて

出発の支度ができるまで　休んでおけばいい

眠りにつくわけもなく　ただ現実逃避

出発の支度ができるまで　休んでおけばいい

気を失ったことに　しておいてあげるから

お日さまの顔を　思い出せる？

忘れるわけがない　あの　お日さまの顔を！

だから僕たちは上をむいてく

太陽に手を伸ばしながら

僕たちの太陽　そう　君と僕のもの　

神々しいタペストリー

悩みごとなんて置き去り、科学の力も置き去り

君と僕のふたりだけで行こう

辺りはまるで　ダイヤモンドを散りばめたよう

そう　きらめいてる！

何もかもが　きらめいてる、、、

Yonkers

マリブの週末へようこそ

これこそ　本物の夏の舞台

とんでもない仕掛けが飛び出す予感

今夜、その　問題の夜が今夜

耳元で繰り広げられる　甘いやり取り

君を　その気にさせるためなら

君の　気持ちをひとりじめできるなら

どんなことでも　叶えてあげる

冬の稲妻が　ひかり始める

実のところ　大の苦手

恐怖　言うまでもなく、、

これも　太陽の衰弱のせい

Yonkers の冬

正気じゃいられない

トーテムポールを建てたけど

ただそれだけ　意味なんか持てない

Ｔシャツ一枚で　どこだって行ける

何をしたって暮らしていける

ここでは　誰もが正気なんか忘れてる

波乗りしながらだって　町を歩き回れるからね！

君の大事な金庫を開けて

開けて　みせて

きっと君は　開け放しにしておきたくなるはず

青色の傘

あの太陽に見つからないように　僕を隠して

思いっきりメソつく僕に　風当たりだけ強くなる

満足　そう欲張らず

悲観的なんかじゃない　って君が言った

ゾンビ達の　隠れ家

聞こえないのは　眠っている証拠

稲妻の光る　週末

実のところ　大の苦手

賢者に尋ねる僕

なんで　涼しい顔でいられるの？

ダチョウって

いつでも同じ姿勢

シマウマって

いつでも縞模様が色あせない

そう　稲妻が光るまでは

だからこうして　祈るしかない

週末　稲妻が光らないように

稲妻が光るまでは

そっとしておいてほしい

そう稲妻の光る　週末まで

Hyena

ハイエナみたいに笑ってたらいい

僕たちを見下ろしながら

自然界の掟ってこと

衛星も　彗星も　僕たちには呆れはててるはず

ちょっとだけ見てごらん　見といた方がいいから

粉々に破壊された　屋根の下

ようやく　這い上がり

平凡な人生を　歩んでいけばいいのに

苦しむ君をよそに　よくない結果が頭をよぎる

そう　起こりうる戦火の中の　アムステルダム

取り残される君

あのまま　ひとりぼっち

外にでることもなく　ひとり家に留まる

あのまま　ひとりぼっち

君の妹が　ロシア語を話すのを聞いた

Das Videnya Commie Fie

反逆罪が　彼女を追い込んだ

まさか知らなかったとか？

隠れてるつもり　屋根の下

もう思い出すこともできない

平凡な人生を　歩んでいけばいいのに

苦しむ君をよそに　よくない結果が頭をよぎる

見つけ出されないことを祈りながら、、

だから　ひとり歌う君

ビリージョエルの歌を口づさむ君

どうか　気にかけないままでいて

どうせ　ここでずっと過ごす　ひとりぼっち、、

何があったっていうの

もうすぐ　やって来るんだから

ここに乗り込んでくるに決まってる Oh No

ひとりぼっち　あの歌を口づさむ

ビリージョエルは助けちゃくれないけど絶対

そう　奴らがやってくる、この家も乗っ取られ、

それでもビリージョエルは何もしちゃくれない絶対

もう持ち歌も尽きて　続かない

囚われ　ここに戻ることもない

薬物実験のネタ

腕から　脚まで　奴らの好きなように

今となっては

歩くこともなく　ようやくの身動き　這いまわるだけ

苦しむ君をよそに　よくない結果が頭をよぎる

Capsules

愛用のカプセルを少し　僕にも分けてよ

あの赤と青の　ジェル状のやつ

これで　もう大丈夫

きっと　これで大丈夫なはずだから

身体が不調に反応しだして

手足の動きもままならない

走者のリズムを真似たらいい　はみ出し者になる前に

お願いだからもう　がっかりさせないで

身体が不調に反応しだして

手足の動きもままならない

投薬治療でリズムを直したらいい

はみ出し者になる前に

Allison

お決まりの朝のランニングなんか

ちっとも楽しんじゃいないくせに

自分の殻から抜け出して　本当の太陽を浴びないと、、

愛用のカプセルを少し　僕にも分けてよ

そのカプセルを　僕にも分けてよ

だんだんと効いてくる　本当の君に届くなら

Dan's Heart

Allison

散弾銃を　僕に向けたね

ふたりの思い出もみんな　そこらじゅうに粉々

できればだけどもう一度　会いに来てくれないか

旋律は

調和がとれてなくたって構わない

KitchenCIty では　今はもう春先

その気になったら僕の　隣で歌ってくれないか

太陽を迎え入れたら　もう

繊細すぎる今までとは　別の君になる

声にして言えばいい

もう今までとは違うって

Dan はきっと　本気で君を思ってくれる

彼に任せておけばきっと　今度はうまくいく

彼といっしょに行くなら　君は　心配ない

Dan G

みんなを呼び出そう

聞いてほしいことがあるって　言えばいい

どこの誰でもいいとにかく聞かせたいんだから Oh!

Dan はきっと　本気で君を思ってくれる

彼に任せておけばきっと　今度はうまくいく

彼といっしょに踊れば　みんなの視線はクギ付け

Dan G

今までの君の世界の人々は　みんな

どこかへ行ってしまった

積雪に覆われてしまった

時間をかければわかる答えもある

時間をかけなきゃわからない答えがあるってこと

時間はかかるよ　Oh Dan G!

Speedboats

このまま　置き去りにしよう

だいたい　何だったっていうんだ

まだ誰にも　見つけられてないだけの星

きっと君に　よくない考えを植えつけるような

だから恨まれたり　時には恨み返したり

奥底に潜む　本音の部分に気づきもしないで

Ohhhh

正体不明にされがちだけど

かなり大胆にタネアカシしてるつもり

スピードボート　に　いつもの手帳

僕たちに必要な　最低限の道具はこれだけ

彼女は　彼が苦しめばいいと思ってる

彼は　そんな自分に涙する彼女が見たいだけ

思いのまま　誰にでも分け与えたいなんて

実のところ　あり得ない　できない話

Get Better

届くから　もっと思いっきり手を伸ばしたら

言わせておけばいい　意味なんかないんだから

放さないで　叶わない思いなんてあり得ない

これから　そう　これから始まる

今のままでいいから　焦らず　今のままで

そのうち　向こうからやってくる　近いうち

大声で　まだ見ぬ誰かにも　聞かせなくちゃ

そう　誰かに　会いに行かなきゃ

彼からの呼び出し、信頼のおける関係だからこそ

口論の夜を越えて　途切れる気配もなく続く夜を

この町で　生きていくなら　なおのこと

、、妹は　彼氏の傍に寄り添っているだけ、、

明かりのない夜空　切りつけるような空気の夜空

それでもこの町で　生きていくなら　なおのこと

届くから　もっと思いっきり手を伸ばしたら

言わせておけばいい　意味なんかないんだから

放さないで　叶わない思いなんてあり得ない

これから　そう　これから始まる

今のままでいいから　焦らず　今のままで

そのうち　向こうからやってくる　近いうち

大声で　まだ見ぬ誰かにも　聞かせなくちゃ

そう　誰かに　会いに行かなきゃ

そのうちきっと分かる　空気の流れで感じるから

そのうちきっと分かる　今すぐってことはないけど

そのうちきっと分かる　そう　今から始めたらいい

僕は信じてる　誰にだってできるって

僕は信じたい　誰にでも理解できるって

僕は信じてる　ただの戯言なんかじゃないってこと

僕は信じたい　もう昨日とは違うって

Iris 

彼女は僕に気づきやしない　僕に目なんて向けやしない

だから構わない　ここでじっと大人しくしてるつもり

よくわかんないけど本当に来るのか　ただ素通りするのか

どっちにしても僕は彼女の前に行く

彼女に会いに行く

Ooh Iris

なんとも愛らしい名前の彼女

言葉なんかじゃうまく言えないけど

彼女に出会わないでいたら

僕の日常はありきたりだった

Ooh Iris

思い切って、良くない結果なんか考えないようにして

なんとかして　彼女に出会える工作をするつもり

お天気だろうと雨降りだろうと、

とりあえずこの場所で待ってみる

いつか彼女にキスするなんて

夢で終わらなきゃいいんだけど

Ooh Iris

窓ガラス越しにこうして　君の往来を期待してる

言葉なんかじゃうまく言えないけど

彼女に出会わないでいたら

僕の日常はありきたりだった

Ooh Iris

Ooh Iris

なんとも愛らしい名前の彼女

言葉なんかじゃうまく言えないけど

彼女に出会わないでいたら

僕の日常はありきたりだった

Ooh Iris


