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退室

ZARD研究所BBS
promised you をこよなく愛する ZARD FREAK 憩いの場 ♪with you ♡♥

重要なお知らせ
 この掲⽰板は１０⽉１０⽇（⽉）に閉鎖し、

 https://zard-lab.net/bbs/joyful.cgi
 に引っ越しました。

返信を投稿する 新しい話題を投稿する

『少しづつ 少しづつ』直筆歌詞
24766 選択 N 2020-02-04 04:26:23 返信 報告

2⽉10⽇リリース、SARD UNDERGROUNDのオリジナル曲『少しづつ 少しづつ』のCDには...坂井泉⽔さ
んの直筆の詞が封⼊されるみたいです!!

写真はツイッターのSARD UNDERGROUND STAFFさんのアカウントにて公開されたもの。(ぼかしが...)

Re:『少しづつ 少しづつ』直筆歌詞
24768 選択 stray 2020-02-04 20:10:05 返信 報告

管理画⾯利⽤案内スライドアルバム記事⼀覧記事閲覧

https://bbsee.info/
https://bbsee.info/info.php
javascript://
javascript://
https://bbsee.info/newbbs/rss_messages.rdf
https://bbsee.info/roomlock.php?leaving=newbbs
https://zard-lab.net/
https://zard-lab.net/bbs/joyful.cgi
javascript://%E6%8A%95%E7%A8%BF%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%82%92%E9%96%8B%E3%81%8F
https://bbsee.info/newbbs/?edt=on
https://bbsee.info/newbbs/id/24766.html
https://bbsee.info/newbbs/id/24766.html?edt=on&rid=24766
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=24766
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/4527d8d0b1692f0bfd2480464bb20457.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/24766.html?edt=on&rid=24768
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=24768
https://bbsee.info/newbbs/manage/
https://bbsee.info/newbbs/rules/
https://bbsee.info/newbbs/slideshow/
https://bbsee.info/newbbs/album/
https://bbsee.info/newbbs/list/
https://bbsee.info/newbbs/


Nさん、こんばんは。

[24529]のスレのほうがよかったのですが・・・
 ぼかしが⼊っているので、メモの繋ぎ合わせかどうか、まだわかりませんね。

 ただ、タイトルの⽂字数は４⽂字っぽくありません︖
 「少しづつ」というタイトルだったのかも。

 

Re:『少しづつ 少しづつ』直筆歌詞
24770 選択 YO 2020-02-04 21:07:45 返信 報告

皆さん、こんばんは。

こちらから失礼します。
 銀座⼭野楽器のZARD展に⾏ってきました。

 会場にこの歌詞が額装にしておいてありました。
 もちろん印刷物でしょうけど。

 あとの展⽰物は⾒慣れたものでした。
 ⾒たい⽅は明⽇までですよ。

 

Re:『少しづつ 少しづつ』直筆歌詞
24771 選択 N 2020-02-04 21:15:02 返信 報告

[24768]strayさん:
 >  

> [24529]のスレのほうがよかったのですが・・・

申し訳ありませんでした...そのスレに気づきませんでした。
 そのスレに移動って、できますでしょうか︖

> ぼかしが⼊っているので、メモの繋ぎ合わせなかどうか、まだわかりませんね。 
 > ただ、タイトルの⽂字数は４⽂字っぽくありません︖ 

 > 「少しづつ」というタイトルだったのかも。
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それについては明⽇の夜にでも...

Re:『少しづつ 少しづつ』直筆歌詞
24774 選択 N 2020-02-05 22:29:06 返信 報告

昨⽇、⼭野楽器に⾏ってたんですが...ネタバレになるかなと思ったので今⽇書きます。

『少しづつ 少しづつ』の直筆歌詞が展⽰されていたことは嬉しかったです。
 直筆歌詞を⾒た限りでは...特に繋ぎ合わせではない感じでした。

 タイトルはちゃんと「少しづつ 少しづつ」でしたよ。(笑)
 修正された跡もなくて、ほぼ完成形というものでしたね。

個⼈的には修正された跡があった⽅が良かったかなと...「ここをこう変えたんだ〜」とかいうのがわかるのがいいんです
よね。(笑)

 

Re:『少しづつ 少しづつ』直筆歌詞
24780 選択 stray 2020-02-06 20:08:23 返信 報告

Nさん、こんばんは。

> そのスレに移動って、できますでしょうか︖ 
 このままで⼤丈夫です、あとで向こうにリンクを貼りますので。

> 『少しづつ 少しづつ』の直筆歌詞が展⽰されていたことは嬉しかったです。 
 そうだったんですか︕

> 直筆歌詞を⾒た限りでは...特に繋ぎ合わせではない感じでした。 
 > タイトルはちゃんと「少しづつ 少しづつ」でしたよ。(笑) 

 > 修正された跡もなくて、ほぼ完成形というものでしたね。 
 情報ありがとうございます。

 この⽬で確かめたいのでCD買います（笑）。

Re:『少しづつ 少しづつ』直筆歌詞
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24841 選択 N 2020-02-10 17:25:46 返信 報告

『少しづつ 少しづつ』のCDが届きました。

今、六本⽊に向かう電⾞のなかでじっくりと直筆歌詞を⾒ています。
 泣きそうになりますね...涙。

『少しづつ 少しづつ』直筆歌詞 検証
24843 選択 stray 2020-02-10 20:43:06 返信 報告

CDが届きました。
 ブックレットとは別に、A4⽤紙に直筆歌詞が印刷されています。

結論から⾔うと、『少しづつ 少しづつ』という曲名の歌詞ではなく、
 複数のメモを寄せ集めて作られた歌詞と思われます。

 

Re:『少しづつ 少しづつ』直筆歌詞 検証
24844 選択 stray 2020-02-10 20:46:38 返信 報告

全体を眺めて気づくのが、
 ・⾏が右下がり

 ・タイトルが⼩さい
 ところです。

泉⽔さんは曲タイトルを少し⼤きめに書きます。
 タイトルは１番のサビをコピーして貼り付けたものでした。

つまり、もとはタイトルを付けた詞ではない、ということです。
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Re:『少しづつ 少しづつ』直筆歌詞 検証
24845 選択 stray 2020-02-10 20:51:59 返信 報告

１番の「why」と２番の「why」がまったく同じ筆跡です。まずあり得ないことです。

別メモの「why」を貼り付けたものと思われます。

Re:『少しづつ 少しづつ』直筆歌詞 検証
24846 選択 stray 2020-02-10 20:59:48 返信 報告

右下がりの⾏の中に、ところどころ、ほぼ⽔平な部分があります。

例えばこの部分。
 ⻘枠部分は、⾚枠より字が⼩さく、少し丁寧な字体です。

 これは別メモから貼り付けたものと思われます。
 

Re:『少しづつ 少しづつ』直筆歌詞 検証
24848 選択 stray 2020-02-10 21:15:25 返信 報告

１番と２番のサビは４⾏に分けて書いてあるのに、
 サビの繰り返し部分は２⾏で書かれています。

泉⽔さんがサビ繰り返しを意識して書いたのだとしたら、
 ほぼ完成した詞と⾔ってよいかと思います。

 が、メロディ的にも「あなたが好き」のところがキモなので、
 もともと４⾏だったものを２⾏に直した可能性も捨てきれません。
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よって、右下がりの⾏で書かれた、ある程度まとまったメモがあって、
それに少し単語・⾏を付け⾜し、タイトルを『少しづつ 少しづつ』とした。

 私はこう推測します。
 

Re:『少しづつ 少しづつ』直筆歌詞 検証
24891 選択 ⽉浮 2020-02-13 01:31:35 返信 報告

はじめまして︕
 気づいたので書き込みさせてもらいました。

最初と⼤サビの「⼤事な⼈なのに」もコピペですね。
 曲の構成を考えたものでしょうから、個⼈的にこの箇所は気になりませんが、「あなたの⼒〜」の部分は確かに不⾃然な

のが気になります(笑)
「ちょっと距離を〜」の箇所の字体がいきなり濃くなっているのも気になりますが…

いじられていたとしても、世界観を⼤事にしている内容だとは感じますね(^^)

Re:『少しづつ 少しづつ』直筆歌詞 検証
24894 選択 stray 2020-02-13 20:11:29 返信 報告

⽉浮さん、はじめまして、こんばんは。

> 最初と⼤サビの「⼤事な⼈なのに」もコピペですね。

ご指摘ありがとうございます。
 並べてみると⼀⽬瞭然、コピペです。

 サビを繰り返すために、このフレーズが必要になったのでしょう。
 つまり、泉⽔さんはサビの繰り返しを意識して書いていないということ。

Re:『少しづつ 少しづつ』直筆歌詞 検証
24895 選択 stray 2020-02-13 20:34:15 返信 報告

> 「ちょっと距離を〜」の箇所の字体がいきなり濃くなっているのも気になりますが…
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元は４⾏なのだと思います。
⾏の最初の⽂字は濃くなりがちで、それが⾏の途中にあるから違和感を感じるのか
と。

> いじられていたとしても、世界観を⼤事にしている内容だとは感じますね(^^)

私もそう思いますが、メモを継ぎ接ぎして坂井泉⽔作詞作品として世に出すことを
 ZARDファンとして許してよいものか・・・悩みますね。

 これを許せば、今後無限に坂井泉⽔作詞作品が⽣まれる可能性があるわけで・・・
 ZARD・坂井泉⽔の世界観のようで、そうでない というか。

♪好きなのに 嫌いなんだ
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