CampSongs2014 BS H15th

「もえろよもえろ」
もえろよ もえろよ
炎よ もえろ
火のこを 巻き上げ
天まで こがせ

「遠き山に日は落ちて」
とおき山にひはおちて
ほしは空を ちりばめぬ
今日のわざを なし終えて
こころかろく やすらえば
風はすずし このゆうべ
いざや たのしき まどいせん

照らせよ 照らせよ
真昼の ごとく
炎よ うずまき
やみ夜を 照らせ

やみに燃えし かがり火は
ほのお 今は しずまりて
ねむれやすく いこえよと
さそうごとく 消えゆけば
風はすずし このゆうべ
いざや たのしき ゆめをみる

もえろよ 照らせよ
明るく あつく
光と 熱との
もとなる 炎

「キャンプだホイ」
※キャンプだホイ キャンプだホイ
キャンプだホイホイ ホーイ
キャンプだホイ キャンプだホイ
キャンプだホイホイ ホーイ※
はじめて見る山 はじめて見る川
はじめて泳(およ)ぐ海
今日から友だち 明日(あした)も友だち
ずっと友だちさ
※キャンプだホイ繰り返し※
はじめて見る鳥 はじめて見る虫
はじめて遊(あそ)ぶ森(もり)
今日から友だち 明日も友だち
ずっと友だちさ

「マルマルマル」
マルマル マル. ダンゲナワ マル.
スランゲニッテ マルゲナ ワ～～
マルマル マル. ダンゲナワ マル.
スランゲニッテ マルゲナ ワ～～
スラン～ゲ ニ～ スラン～ゲ ニ～
スランゲニッテ マルゲナ ワ～～
スラン～ゲ ニ～ スラン～ゲ ニ～
スランゲニッテ マルゲナ ワ～～

「あの青い空のように」
よろこび（喜び） ひろげよう（広げよう）
※ ちいさな（小さな） ぼくたちだけど
あの青い空のようにすみきった 心になるように※
さみしさ（淋しさ）
※くりかえし
明るさ（明るさ）
※くりかえし

わすれまい（忘れまい）

いつまでも（いつまでも）

「ユポイヤイヤ」
オ ユポーイヤイヤイ
エーヤ
オ ユポーイヤイヤイ
エーヤ
オ ユポーイヤイヤイ
ユポーイ トゥキトゥキ
ユポーイ トゥキトゥキ
エーヤ.
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「むこうのお山」
むこうのお山に くろくもかかれば
今日はきそうだ おお夕立
そなえよつねにだ ほし物かたづけ
テントに雨水 入らぬように
ひときわ吹き来る 涼しい風に
パラ パラ パラッ とおおつぶ雨
パラ パラ パラ パラ
パラ パラ パラ パラ
ザザザザ ザザザザ
ザザザザザーザー
テントの中は 金城鉄壁
雨でも槍でも 苦にゃならぬ
サアサア 歌いましょ
ララララ ララララ
ララララ ララララ
ラララララーラー

「鬼のパンツ」
鬼のパンツは いいパンツ
つよいぞ つよいぞ
トラの毛皮で できている
つよいぞ つよいぞ
５年はいても やぶれない
つよいぞ つよいぞ
10 年はいても やぶれない
つよいぞ つよいぞ
はこう はこう 鬼のパンツ
はこう はこう 鬼のパンツ
あなたも あなたも
あなたも あなたも
みんなではこう 鬼のパンツ

「サラスポンダ」
Sarasponda, sarasponda, sarasponda ret set set
Sarasponda, sarasponda, sarasponda ret set set
サラスポンダ x3 レッセッセ！
サラスポンダ x3 レッセッセ！
Ah door ray oh, ah door ray boom day oh
Ah door ray boom day ret set set Ah say pa say oh.
オードーレオ！ オドーレ ブ デーオ！
オドーレ ブンデー レッセッセー オセパセオー

「おおブレネリ」
おおブレネリ あなたのおうちはどこ
わたしのおうちは スイッツァランドよ
きれいな湖水(こすい)の ほとりなのよ
※ヤッホ ホトゥラララ ヤッホ ホトゥラララ
ヤッホ ホトゥラララ ヤッホ ホトゥラララ
ヤッホ ホトゥラララ ヤッホ ホトゥラララ
ヤッホ ホトゥラララ ヤッホホ※
おおブレネリ あなたの仕事はなに
わたしの仕事は 羊飼(か)いよ
おおかみ出るので こわいのよ
※繰り返し※

「T.I.R.O.」
ﾃｨｰｱｲｱｰﾙｵｰ
T.I.R. T.I.R. T.I.R.O-.
T.I.R. T.I.R. T.I.R.O-.
T.I.R. T.I.R. T.I.R.O-.
T.I.R. T.I.R.O-. O.O.O.O.
T.I.R. T.I.R. T.I.R.O. O.O.O.O.
T.I.R. T.I.R.O-.

「ローゼンフラフン」
ローゼンフラフン
ローゼンフラフン
ローゼンフラ
フーウーウーン
ローゼンフラフン
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「クイカイ マニマニ」
クイカイ マニマニ ダスキー
クイカイコー クイカイカム
クイカイ マニマニ ダスキー
クイカイコー クイカイカム
オニコディモ
オーチャリアリ ウンパ
オニコディモ
オーチャリアリ ウンパ
ウンパ ウンパ ウンパ ウンパ
（繰り返し）

「大きな歌」
おおきな うただよ
あのやまの むこうから
きこえて くるだろ
おおきな うただよ.
おおきな そらだよ
おひさまが わらってる
ぼくらを みつめる
おおきな そらだよ.

「谷間の白いキャンプ」
森の深く谷あい すばらしいキャンプ
こんな良いところは無い 谷間の白いキャンプ
キャンプ キャンプ キャンプ キャンプ
キャンプに行こうよ 谷間のキャンプに
こんな良いところは無い 谷間の白いキャンプ
(こんな良いところは無い 谷間の白いキャンプ)
今日も青くふけゆく 谷間の星空
キャンプのたき火 あかあか みんなの顔を照らす
キャンプ キャンプ キャンプ キャンプ
キャンプに行こうよ 谷間のキャンプに
こんな良いところは無い 谷間の白いキャンプ
(こんな良いところは無い 谷間の白いキャンプ)
「永遠のスカウト」
ひとたびスカウトに
ちかいをたててなりしみは
いつもいつもすかうとだ
ひとたびすかうとに
ちかいをたててなりしみは
めさるるときまですかうとだ
このよのすかうとに
いのちささげてつかえなば
ししてのちもすかうとだ

「そなえよつねに」
三つのちかい 名誉かけて
ボーイスカウト
おきて守り 人のために
そなえよ常に
強き体 かたき心
ボーイスカウト
築きたてて この世のため
そなえよ常に

