
レゲエのおじさん 
 
  |G      |C   G   |G     |D   G    | 
 
１   ２ 
  |G      |G      |C      |C      | 
レゲエのおじさん    レゲエのおじさん 
  |D      |D      |G      |G      | 
レゲエのおじさん    アウトロー     [ブレイク] 
 
[Aメロ] 
  |G      |G      |C      |C      | 
 その昔           お袋に          
  |G      |G      |D      |D      | 
 連れられ     て    行った            
  |G      |G      |C      |C      | 
  池袋      の    地下街で          
  |D      |D      |G      |G      | 
 あなたと        出会った 
  
[Aメロ] 
  |G      |G      |C      |C      | 
  お袋は           顔背け 
  |G      |G      |D      |D      | 
  僕の     目を     隠す 
  |G      |G      |C      |C      | 
 でも素晴らしい       貴方の    笑顔 
  |D      |D      |G      |G   F#m  | 
  僕の目に  焼き    付いた        （なが）  
  
[Bメロ] 
  |Em     |Em     |C      |C      | 
  長い     髪を振り   乱し     て 
  |D      |D      |G      |G   F#m  | 
   さっそ   うと     現る        （どこ） 
  |Em     |Em     |C      |C      | 
 どこの     誰か    知らな     いが 
  |D      |D      |D      |D      | 
  誰もが   みんな    知って     いる 
 
[Aメロ] 
  |G      |G      |C      |C      | 
  底の    無い      靴を    履き 
  |G      |G      |D      |D      | 
 ゆらゆら     と     歩く 
  |G      |G      |C      |C      | 
 あても    なく    無い物   を 
  |D      |D      |G      |G   F#m  | 
  探し   求める    ように        （あさ） 
  



[Bメロ] 
  |Em     |Em     |C      |C      | 
  朝焼  け   のホーム   に     立ち 
  |D      |D      |G      |G   F#m  | 
   板橋     を     望む        （ほこ） 
  |Em     |Em     |C      |C      | 
 埃に   まみれた    長い     髪が 

  |D      |D      |D      |D      | 
   燦然と        輝いて 
  
[サビ] 
  |G      |G      |C      |C      | 
レゲエのおじさん      池袋 
  |G      |G      |D      |D      | 
レゲエのおじさん    好きなんだ 
  |G      |G      |C      |C      | 
レゲエのおじさん    レゲエのおじさん 
  |D      |D      | 
レゲエのおじさん    アウトロー 
  
[間奏] 
  |G      |D/F#    |Em      |C      | 
  |G       |C      |G       |G      | 
 
[Bメロ] 
  |Em     |Em     |C      |C      | 
  長い     髪を振り   乱し     て 
  |D      |D      |G      |G   F#m  | 
   さっそ   うと     現る        （どこ） 
  |Em     |Em     |C      |C      | 
 どこの     誰か    知らな     いが 
  |D      |D      |D      |D      | 
  誰もが   みんな    知って     いる 
  
[Aメロ] 
  |G      |G      |C      |C      | 
  今でも  あなたは    池袋     に 
  |G      |G      |D      |D      | 
 住んで    いるの   ですか？ 
  |G      |G      |C      |C      | 
 そこに   行くと     僕は    ふいに 
  |D      |D      |G      |G   F#m  | 
あなたを           想う         (じま) 
  
 
 
 
 
 
 



[Bメロ] 
  |Em     |Em     |C      |C      | 
 自慢の    髪も     今は    無く 
  |D      |D      |G      |G   F#m  | 
   威厳も    無い   けれど         (いけ) 
  |Em     |Em     |C      |C      | 
  池袋           永遠     に 
  |D      |D      |D      |D      | 
  あなたの         もの    だから 
  
[サビ] 
  |G      |G      |C      |C      | 
レゲエのおじさん      池袋 
  |G      |G      |D      |D      | 
レゲエのおじさん    好きなんだ 
  |G      |G      |C      |C      | 
レゲエのおじさん    レゲエのおじさん 
  |D      |D      |G      |D      | 
レゲエのおじさん    アウトロー 
  
[アウトロ] 
  |G      |C   G   |G     |D   G    | 
  |G      |C   G   |G     |D   G    | 


