
Paprika – パプリカ  
HIRAGANA＋KATAKANA 
Lyrics  
  
まがりくねり   はしゃいだ みち 

あおば の もり で かけまわる 

あそびまわり   ひざし の まち 

だれ か が よんで いる 

なつ が くる   かげ が たつ   あなた に あいたい 

みつけた の は いちばん ぼし 

あした も はれる か な 

パプリカ   はな が さいたら 

はれた そら に たね を まこう 

ハレルヤ   ゆめ を えがいたなら 

こころ あそばせ あなた に とどけ 



あめ に くゆり   つき は かげり 

こかげ で ないてた の は だれ 

ひとりひとり   なぐさめる よう に 

だれ か が よんで いる 

よろこび を かぞえたら   あなた で いっぱい 

かえりみち を てらした の は 

おもいで の かげ ぼうし 

パプリカ   はな が さいたら 

はれた そら に たね を まこう 

ハレルヤ   ゆめ を えがいたなら 

こころ あそばせ あなた に とどけ 

あい に ゆくよ   なみき を ぬけて 

うた を うたって 

て に は いっぱい の   はな を かかえて 

らる らりら 



あい に ゆくよ   なみき を ぬけて 

うた を うたって 

て に は いっぱい の   はな を かかえて 

らる らりら 

パプリカ   はな が さいたら 

はれた そら に たね を まこう 

ハレルヤ   ゆめ を えがいたなら 

こころ あそばせ あなた に とどけ 

かか と はずませ この ゆび とまれ 

  



Paprika – パプリカ  
Romaji Lyrics 
magarikuneri hashaida michi 

aoba no mori de kakemawaru 

asobimawari hizashi no machi 

dare ka ga yonde iru 

  

natsu ga kuru kage ga tatsu anata ni aitai 

mitsuketa no wa ichiban boshi 

ashita mo hareru ka na 

  

papurika hana ga saitara 

hareta sora ni tane o makou 

hareruya yume o egaitanara 

kokoro asobase anata ni todoke 

  

ame ni kuyuri tsuki wa kageri 



kokage de naiteta no wa dare 

hitorihitori nagusameru yō ni 

dare ka ga yonde iru 

  

yorokobi o kazoetara anata de ippai 

kaerimichi o terashita no wa 

omoide no kage boushi 

  

papurika hana ga saitara 

hareta sora ni tane o makou 

hareruya yume o egaitanara 

kokoro asobase anata ni todoke 

  

ai ni yuku yo namiki o nukete 

uta o utatte 

te ni wa ippai no hana o kakaete 

raru rarira 

  



ai ni yuku yo namiki o nukete 

uta o utatte 

te ni wa ippai no hana o kakaete 

raru rarira 

  

papurika hana ga saitara 

hareta sora ni tane o makou 

hareruya yume o egaitanara 

kokoro asobase anata ni todoke 

kaka to hazumase kono yubi tomare 

 

 

  



 

パプリカ  
HIRAGANA＋KATAKANA
＋KANJI Lyrics  
 
曲がりくねり はしゃいだ道 

青葉の意森で駆け回る 

遊びまわり 日差しの街 

誰かが呼んでいる 

 

夏が来る 影が立つ あなたに会いたい 

見つけたのはいちばん星 

明日も晴れるかな 

 

パプリカ 花が咲いたら 

晴れた空に種を蒔こう 



ハレルヤ 夢を描いたなら 

心遊ばせあなたにとどけ 

 

雨に燻り 月は陰り 

木陰で泣いてたのは誰 

一人一人 慰めるよに 

誰かが呼んでいる 

喜びを数えたら あなたでいっぱい 

帰り道を照らしたのは 

思い出のかげぼうし 

 

パプリカ 花が咲いたら 

晴れた空に種を蒔こう 

ハレルヤ夢を描いたなら 

心遊ばせあなたにとどけ 

 

会いに行くよ 並木を抜けて 

歌を歌って 



手にはいっぱいの 花を抱えて 

らるらりら 

 

会いに行くよ 並木を抜けて 

歌を歌って 

手にはいっぱいの 花を抱えて 

らるらりら 

 

パプリカ 花が咲いたら 

晴れた空に種を蒔こう 

ハレルヤ夢を描いたなら 

心遊ばせあなたにとどけ 

 

かかと弾ませ この指とまれ 

 

 


