
ラボ生に聞いた！思い入れソング
~winter version~

❆冬はどちらを重視して曲を聴きますか。

/vol.2December.2020

歌詞

リズム

特に気にしない
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31
“切ない歌に共感を求めるから。”

“ノリやテンションではなくらじっくりと
歌詞を聴きたいと感じる。”

“冬は恋をしたくなる季節だから、共感できる曲を選んで、
1フレーズ 1フレーズを噛み締めたい。”

“冬曲のような静かな曲は歌詞が頭に入ってきやすく、
共感しやすいため。”

“とにかくクリスマスに向けて、テンションを上げたい。”
“夏冬に限らず聴いていて思わず口ずさみたくなるような心地の良い曲が好きなため。”

“両方重視するから。”
“あまりリズムや歌詞を重視して聴いていなかったため。”

クリスマス、大晦日、お正月、1年間の大イベントで溢れ、大切な人と過ごす時間の多い冬。
寒さも深まり、人肌も恋しくなるこの季節は、切ない曲や心温まる曲を聞きたくなるので
はないでしょうか。今回は夏に引き続きラボ生にとっておきの冬ソングをピックアップし

てもらいました！まずは、ラボ生の音楽意識調査を紹介します。

半数以上のラボ生が歌詞を重視するという結果になりました！
このアンケートでは、6人のラボ生がback number の『クリスマスソング』を冬に聴きたい曲に
選んでいました。例えばこの曲の「こんな日は他の誰かと笑ってるかな　胸の奥の奥が苦しくなる」

というフレーズは、クリスマスの日に感じたことがある人は多いのではないでしょうか。



それでは、ラボ生の選んだ思い入れ冬ソング厳選 28 曲を紹介します！

❆夏と冬でどちらの曲のほうが思い浮かびやすいですか。

63%
37

冬

“クリスマスソングなど代表的な冬の歌が多いから。”
“冬は一人でじっくり曲を聴くため、曲が記憶に残りやすい。”
“夏よりも、冬をテーマにしたと分かる曲が多いから。”

夏

“フェスに行った時に聞いた歌などが耳に残っているから。”
“夏は冬よりもメロディー重視で聴いているので、

曲を思いうかべるときにメロディーが頭に浮かびやすいから。”
“夏はレジャーが多く、そのレジャーに合う曲が多くあるため”

1. 曲名 / 歌手
2. 曲にまつわるエピソードや聴きたくなる理由
3. 聴きたくなるシチュエーション

No.1 No.2
1.スノーグローブ /KANA-BOON
2. 雪に関する歌詞が入っているので聞
いてるだけで冬を感じられる。
3. スキー場に向かう車の中、雪の山に
囲まれながらドライブしてる時。

1. ここにしか咲かない花 / BENI 
2.BENI の優しく、柔らかい歌声で歌う、
この切なくも希望を歌った歌詞が心に響
くから。
3.23 時ごろの、電車での帰り道。

No.3
1.雪の華 / 中島美嘉
2. しんみりした気持ちになって冬が来
たって感じがするから。
3. 一人で、夜道歩きながら聴きたい。
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No.4 No.5
1.Flavor of life / 宇多田ヒカル
2.『花より男子』のイメージソング
3. 外でイルミネーションを見た時。

1.All I Want For Christmas Is You/
Mariah Carey 
2. わくわくする、クリスマスに向けて
テンションが上がる！
3. 帰り道、イルミネーションをみながら。

No.8
1.冬の唄 /SHISHAMO
2. 高校生の時好きな人に SHISHAMO
を勧められて、曲を漁っている時に出
会った一曲。サビの「恋人にもなれてい
ない君とのあれこれを考えるなんて恥ず
かしかって情けないけど」というフレー
ズが、好きって気持ちを伝えられない自
分と合わさって共感できたので、よく聴
いていた。結局その人とはその後、両思
いになることができた！
3. 片想いの相手と話した後、1人になっ
た帰り道でしんみり聴きたい。

No.10
1.クリスマスイブ / 山下達郎
2. 曲のリズム感と雰囲気が好き。また、
この曲が使われていた JR東海のCMも
好き。
3. 誰かを待っている時

No.6
1.雪の音 /GReeeeN
2.MVがとても好きなこと、冬を連想
させる曲だから。
3. ひとり帰り道を歩いてる時。

No.7
1.12/26 日以降の年末ソング／
[Alexandros]
2. 題名からも完全に冬曲。曲の歌詞が年
末に 1年を振り返っているようなもの一
緒に振り返りたくなる。
3. 冬にあると 12/26 日以前から聴きたく
なるが、特に 31 日の 23 時 54 分 31 秒か
ら聴くと歌詞の「あと 50秒で年越しだ
けど」や「a new year」となどが現実の
時間とマッチして年越しが被るように
なってる。

No.9
1.スターナイトスノウ
/n-buna×Orangestar
2. 作曲作詞のn-buna さんもOrangestar
さんも、夏の曲のイメージが強いおふたり
だが、その 2人がコラボすると最強の冬曲
ができたことでボカロ好き界隈では騒がれ
た曲。作詞は 2人で、作曲がOrangestar
さん、編曲がn-buna さんだが、雰囲気は
n-buna さんだけど「うわ！ここの音程絶
対Orangestar さんだ！！」ってなるとこ
もあってお二人の個性が出まくってる、で
も圧倒的に冬だ…！ってなる曲なので寒く
なると聞きたくなる。
3. キンと冷えた冬の夜の帰り道。

No.11
1.冬の朝 / 緑黄色社会
2. 上京した時の気持ちを思い出すから。
3.冬の寒い朝、電車に乗って大学に向かっ
ている時。

No.12
1.スノースマイル /BUMP OF CHICKEN
2. 心が温まる曲だから。
3. スキー場で聞きたい。



1. クリスマスソング /back number 
2. 恋人となかなか会えなくて寂しかっ
たから、電話越しに一緒に聴いた。
3. 寒いクリスマスシーズン、あったか
いココアを飲みながら。

1.Santa Tell Me/Ariana Grande
2. 中学生の時にアリアナが大好きで、12
月に入ってから 25日のクリスマスにな
るまでの期間、よく友達と歌っていた思
い出がある。ＭＶがクリスマス仕様なの
で、気分が上がる。
3. クリスマスが近づいてきているときの
朝、クリスマスツリーを飾っているとき

1. いつか /Saucy Dog
2. 歌詞が冬っぽくて、どこか切ない感
じがするから。
3. 寒い冬の帰り道。

No.13 No.14 No.15

1.LAST CHRISTMAS / WHAM!
2. 中学生の時に授業で歌ったから。
3. クリスマス目前の駅前。

1.No One  guitar&strings quartet 
version/ 木村秀彬
2. 冬に放送していた「ウロボロス～この
愛こそ、正義。」のサウンドトラック。
この曲を聴くとその頃を思い出すし、雰
囲気がもの悲しい感じが好きだから。
3. 家で 1人でいる時。

1.SNOW DOMEの約束 /Kis-My-Ft2
2. 冬は寒くて嫌だけど、雪の降ってい
るような曲調のこの曲を聴くと冬も悪
くないと思わせてくれるから。
3. 雪の夜歩いている時。

No.16 No.17 No.18

1.Sleight Ride / Carpenters
2. よくクリスマス一色の街中で流れて
いるため。
3. クリスマスシーズンの街中。

1. ロッヂで待つクリスマス／松任谷由実
2. よく実家で流れていたため。父曰く、
夏はサザン、冬はユーミンだそう。
3. 冬の寒い夜

1. プラネタリウム / いきものがかり
2. 小学生の時にいきものがかりのMV
集、「とってもええぞう」の中に収録さ
れており、それをよく見ていたから。
3. 夜中の最寄り駅から家までの帰り道。

No.19 No.20 No.21



1. 粉雪 / レミオロメン
2. 中学三年の冬、卒業間近に残り少な
い中思い出として友達と粉雪を歌いな
がら公園ではしゃいだ記憶がある。
3. 雪の日。

1. カプチーノ / 椎名林檎
2. 好きな人と自分の想いの差をコーヒー
と牛乳の割合に例えている曲。カプチー
ノは濃いエスプレッソと泡立てた牛乳を
合わせた飲み物で、半々ではないその割
合に切ない気持ちになる。いじらしくて
可愛らしくて冬に聴きたくなる。
3. 振り向いてもらえない相手に片思いを
しているとき。寒い帰り道に温かい飲み
物を抱えながら。

1. ハイビスカスは冬に咲く / チャットモ
ンチー
2. メロディが明るいから寒くなったら
毎朝これを 1番最初に聴きながら学校
に向かっていた。
3. 冬は朝寒くてなかなか元気が出ない
けど 1日頑張ろうって思う時に聴きた
くなる。

No.22 No.23 No.24

1.memories/man with a mission
2. 好きなバンドが、JRSKISKI のテー
マソングに選ばれたとき。タイアップ
になった時。
3. ゲレンデ、バイト終わり。

1.Winter fell/Earthists.
2. ジェントの激しさとピアノの繊細なメ
ロディが心地いい。
3. バイト終わりとかに聞くと全てが発散
される。

1. メリクリ /boa
2. どこか懐かしさを感じる。ザ・クリ
スマス感がある。
3. イルミネーション見てる時。

No.25 No.26 No.27

No.28
1.もう二度と /ECHOLL
2. クリエイティブラボで映画のイベン
トを開催したのがちょうど冬で、この
曲を聴くとアスタジオに残ってだらだ
ら話してた時のこととかみんなでイベ
ントの準備した時のこととかを思い出
すから。
3. 一人でバスに乗っている時。ボーっ
としている時。何かに悩んでいるとき。

https://music.apple.com/jp/playlist/cl2020-%E5%86%AC%E3%81%A 

E%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%
83%88/pl.u-EdAVv0rtaAV1xBL

みんなの冬の曲を集めたプレイリストはこちら！！

applemusic でダウンロード

https://music.apple.com/jp/playlist/cl2020-%E5%86%AC%E3%81%AE%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88/pl.u-EdAVv0rtaAV1xBL
https://music.apple.com/jp/playlist/cl2020-%E5%86%AC%E3%81%AE%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88/pl.u-EdAVv0rtaAV1xBL

