


   OKAYAMA MOVE UP

岩田剛典
EXILE、そして三代目J Soul Brothesのメンバーとして活躍する岩田剛
典。10月からは木曜劇場『ディア・シスター』（フジテレビ系、木曜午後
10時～）で、石原さとみの相手役をつとめるなど、その活躍の場を広げ
ている。そんながんちゃんこと岩田が、ドラマにかける意気込み、人生の
ターニングポイントだったという三代目J Soul Brothes のオーディション
秘話、今後の夢、そしてEXILE HIROやEXILEへの思いを率直に語る。
（聞き手・一木広治）

日本を元気に！

EXILE、三代目J Soul Brothers
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一木（以下、一）「今、放送中の連続ドラ
マ『ディア・シスター』にレギュラー出演
していますがいかがですか」
岩田「まだ自分のお芝居を見るのが恥ず
かしい部分もありますが、ファンの方が僕
に抱いているイメージはものすごく変わる
と思いますし、新しい一面を見せられる
自信はあります。普段EXILEとして活動
している時は、服装も髪型もキメキメです
が、そういうイメージを全部ぶち壊したい
という気持ちがある。役柄もすごく自然
体でナチュラルなキャラクターなので、寝
起きでそのまま現場に来て、撮ってます
みたいな（笑）。役作りも、石原さとみさ
ん演じる主人公美咲の親友という設定な
ので、女友達みたいに気軽に話ができる
という雰囲気を出すために、地声をちょっ
と高くしてみたり、リアクションを少しだ
けオーバーにしてみたりするぐらいで、あ
まり作りこんでいません。逆に、見ていた
だくみなさんに“これって演じてるの？素
なんじゃないの？”って思われるぐらいが
いいかなと。実際、プロのスケートボーダ
ーを目指しているっていう部分で、昔の自
分と重なるところがある。純粋に夢を追
って、自分のやりたいことを突き詰めて仕
事にしていきたいっていう自分がいました
から。大学時代は、新宿の現・損保ジャ
パンビルで、ずっとダンスの練習をしてい
ました。そこで今EXILEで一緒にやって
いるNAOKIさんとも会ったんですけど、

EXILEとしてグループに貢献できる事は
何でも挑戦したい

ダンスバトルをしながらも、似たメンツが
集まっているので、コミュニティーが生ま
れて、一緒にチームを作ったりとかもあっ
たので、役柄と被る部分はあります。ま
だメンバーにドラマの感想は聞いていま
せんが、この仕事が決まった時は、三代
目J Soul Brothesのみんなが“ヤバイね”
とか言ってすごく喜んでくれましたし、
EXILE のメンバーも“予告編見たよ”とか
言って楽しみにしてくれていたので、プレ
ッシャーも感じつつ、最後までしっかり演
じきりたいと思っています」
一「相手役の石原さとみさんはどう？」
岩「プロ意識の高さにいつも刺激を頂い
ています。石原さんって、演技をしてい
る時も普段もあのままなんですよ。テレビ
で見ていた僕の印象そのままというか。
すごく気さくな人で、場も和ませてくれま
すし、とても素敵な方です。共演させて
いただいて、すごく助けられてると感じる
部分もあり心強いです。ドラマもあと数話
ですが、撮影期間中は本当に日々好きに
なっちゃうぐらいの気合で挑んでいきたい
と思います。押忍（笑）」
一「ところで今年、EXILEに新メンバー
として加入し、夢に一歩近づいたと思う
のですが、今後の目標は何ですか」
岩「一番大きな夢はスーパースターにな
りたいっていうことなんですけど（笑）、
それはどういうことかとういうと、いつか
自分がEXILEを引っ張っていける存在に

なりたいんです。そしてその考えのベー
スにあるのは、HIROさんに恩返しをした
いという気持ちなんですね。HIROさんが
きっかけで、この世界に導いていただい
たので、HIROさんに最高の恩返しをする
ために、自分に何ができるのかを常に考
えている。その意識を持ってパフォーマ
ンスやお芝居だけにとらわれず、多岐に
わたり、その時々でEXILEメンバーとし
てグループに貢献できることがあれば、
どんなことにでも挑戦していきたいという
気持ちは常に持っています。ですから、
今は三代目J Soul BrothesとEXILEを兼
任していますが、EXILEメンバーになるこ
とにより、三代目J Soul Brothesに一般
性を持ち帰り、グループの幅を広げられ
たらいいと思いますし、そんなふうにいろ
いろなことをつなげていければいいです
ね」
一「EXILEメンバーのオーディションの
時は大本命だったけど、プレッシャーと
かはなかった？」
岩「めちゃめちゃありました。でも逆にそ
のプレッシャーを超えるためにあえて、三
代目J Soul Brothesの『ブルーインパク
ト』というツアーのMCの時に毎回“EXI 
LEメンバーになります”って公言していま
した。言いすぎてあとでHIROさんに“あ
れだけ言われたら、逆に落とせないよ”っ
て冗談交じりにいじられましたけど（笑）。
でも言うことで自分を追い込んでいたん

撮影・野口卓也
＜木湯劇場＞『ディア・シスター』
木曜夜１０時よりフジテレビ系にて放送中
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三代目J Soul Brothersのパフォーマーに
合格して人生が大きく変わった

です。ただ、EXILEになったからというよ
り、本当にHIROさんとLDHに貢献した
いという気持ちが根底にあるので、残り
の人生を個人としてどう生きるのかという
ことは常に気持ちの中にあります」
一「じゃ、人生のターニングポイントは
EXILEメンバーになった時？」
岩「もちろんそこも含めてターニングポイ
ントは何度かありましたが、大きく人生が
変わったということでいえば、2010年9月
18日に、三代目J Soul Brothesのパフォ
ーマーオーディションに合格した時かも知
れないです。「ファンタジー」ツアーの神
戸スタジアムだったと思うんですけど、リ
ハーサルの時に直接HIROさんから、発
表があったんです。“劇団EXILE風組か
らエリー、山下健二郎、そして一般から
岩田剛典”って言われて。もうガチ泣きし
ました（笑）。企業の内定も断って、めっ
ちゃ辛い合宿行ったのに、これに落ちた
らフリーターかって思っていて（笑）。周
りはみんな企業に就職して働いているの
に、俺は何やってるんだって。落ちたら
後がないっていうぐらい追い込まれてい
たので、本当に夢が叶った瞬間でしたし、
そこからすべてが始まったといってもいい
ぐらいでした」
一「慶応大学を卒業して、企業まで内定
していたのに、パフォーマーになろうと思
ったのはなんで？」
岩「きっかけはNAOKIさんです。NAO 
KIさんとは、大学とか関係なしに、渋谷

で一緒にダンスをやっていたメンバーな
んです。もちろん先輩ですが、同じダン
スチームを組んでいたり、二代目J Soul 
Brothesになる前からよく知っていました。
だから、二代目J Soul BrothesからEXIL 
Eのメンバーになる経過もずって見ていま
したし、2009年に初めてNAOKIさんが
EXILEとしてパフォーマンスしたライブも
見に行きました。その時は“NAOKIさん
すごいなー”というぐらいしか思っていな
くて、自分がそこに行きたいという思いは
なかった。そして2010年の初夏に
NAOKIさんから電話が入って、新ユニッ
トを作るにあたりパフォーマーを探してい
ると言われたんです。NAOKIさんとNA 
OTOさんがリーダーで、あとエリーも入
るって決まっていて、そのまま3人か5人
か決まってないけど、5人になったらあと2
人足りないから受けてみない？って。もち
ろんオーディションですから、ほかにプロ
ダンサーの候補が30人ぐらいいたんです
けど、よかったら挑戦してみないって言っ
てくれて。最初は、内定をもらっていて、
ほかに行くところがあるからって断ったん
ですけど、それをきっかけに、自分の本
当の夢ってなんだろうって思ったんです。
就活のためにエントリーシートも100通以
上書きましたし、面接も何十社も受けた
けど、そういうふうに就活していても、い
まいちピンとこない自分がいて…。もちろ
んダンスが好き過ぎるから、ダンスで飯
が食えるなら一番いいだろうなって漠然

と思ってはいましたが、バッ
クダンサーだけじゃなかなか
生活できないっていう日本の
現状も分かっていましたし。
だからダンスは趣味でと自分

の中で割り切っていた部分があったんで
す。それにNAOKIさんとかを見ていて
も、ひと握りの人しかそういう世界では輝
けないと感じていましたし、自分はその世
界に行く人間ではないと無意識に壁を作
っていたんです。でもNAOKIさんの言
葉はすごく強力な誘惑だった。だから新
ユニットという誘いは、暗闇に差した一筋
の光というか…。でも内定はもらってた
し、前期で単位を取り終わっていたので、
旅に出ようと思ってバイトもしてたし、ず
っと迷っていたんです。やりたいけど中途
半端な気持ちでNAOKIさんの誘いに乗
って、途中で辞めますなんて言えない…。
真剣に悩みました。結局これが人生の分
岐点だなと思って選んだのが、オーディ
ションを受けるという道でした。まだ25年
しか生きていませんが、この5年はほんと
波乱万丈で、めっちゃ濃い5年間でした。
2010年の夏は一生忘れられないと思いま
す」
一「最後に岡山のファンにメッセージをお
願いします」
岩「ライブがあればもちろん行きたいで
すが、ライブ以外にもラジオとか、行く機
会があると思いますので、何かしらのタイ
ミングで岡山にうかがって、ファンの方と
直接コミュニケーションがとれるようにし
ていきたいと思っています。EXILEや三
代目J Soul Brothes、そして僕を応援し
て下さっている方がたくさんいらっしゃる
ことは感じているので、ぜひ恩返しの意
味も込めて直接みなさんに会いに行きた
いと思います。その時は最高のパフォー
マンスをお見せします。それまでは、ドラ
マを見てキュンキュンして下さい（笑）」

一木広治（ICHIKI KOJI）
株式会社ヘッドライン代表取締役社長  / 二十一世紀倶楽部理事事務局長  / ライオンズ日
本財団評議員  / 株式会社 LDH エグゼクティブプロデューサー / 株式会社ローソン顧問 / 
株式会社モブキャストエグゼクティブプロデューサー  / アンファー株式会社顧問 / 東京
2020 オリンピック・パラリンピック招致委員会事業広報アドバイザー / 淑徳大学人文学科
客員教授
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岩田剛典'S 

POSITIVE ITEM いつも前向きな岩田剛典の気持ちがアガるポジティ
ブアイテムを紹介

「クールランニング」
黒人の若者たちが雪のない国でボブスレー
をやってオリンピックを目指す話なんですけ
ど、相当おバカな映画です

（笑）。涙あり、笑いありで、
底抜けに明るい映画なので、
元気になるにはもってこい
です。

「犬」
犬が大好き。人懐っこいし、癒されるか
ら。ミニチュアダックスフントを飼っていま
した。成長しすぎてミニチュアじゃなかっ
たですけど（笑）。犬なら大きいのも小さい
のも全部好き。僕もよく犬顔って言われま
すが、自分でもそう思います。うちの犬に
似たのかな（笑）。

答えて！がんちゃん
読者から寄せられた質問に岩田剛典さんが
回答。質問が採用された人には、がんちゃ
んから名前入りでサインをプレゼント。

Q．座右の銘、またはモットーは？（質問
者：結衣ちゃん）
A．「今となってはなんですけど、“強く願え
ば夢は叶う”ですね。もちろんそのために
は努力が必要で、言葉としても綺麗事のよ
うな言葉なんですけど、実際自分が感じて
いることなので」

Q．元気の原動力は？（質問者：さとみさ
ん）
A.「応援して下さるみなさんの声とHIRO
さんへの感謝、そして家族です」

Q．「岡山」と聞いてイメージするものは？
（質問者：みなこさん）
A.「やっぱり桃太郎のイメージ。犬も連れ
ているし（笑）」

「テラフォーマーズ」
今単純にハマっている漫画。設定がやばす
ぎてぶっ飛んでいるんです。火星を人類が
住める星にするために、地球上で一番生命
力があるゴキブリを20年間火星に放置する
という実験が行われた結果、ゴキブリが巨
大化して人間みたいになるんです。ゴキブ
リが人間サイズになると一瞬で200kmのス
ピードで移動できたり、力も半端なかった
りするんですが、それがすごく繁殖してい
て、人類対ゴキブリの戦いが始まっていく
…という話です。実写化されたらぜひ出た
いですね。ゴキブリ？じゃなくて駆除する
人類のほうで（笑）。

MOVIE

ANIMAL

COMIC

応募方法などの詳しい内容は「OKAY 
AMA MOVE UP」公式 facebook ページ
よりご覧下さい！

岩田剛典さんのサイン入り色紙を
３名にプレゼント！PRESENT

OKAYAMA MOVE UP
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　今、最も気になる若手女優の1人、高
畑充希。彼女が新たに挑んだ映画『バン
クーバーの朝日』が12月20日より全国公
開となる。同作は戦前のカナダに実在し
た日系人野球チーム・バンクーバー朝日
の活躍がもたらした奇跡の実話を豪華キ
ャストで描く感動作。高畑が演じるのは、
妻夫木聡演じる野球チームリーダー・レ
ジー笠原の妹・エミー。日系二世として
ハイスクールに通いながら裕福な白人家
庭でハウスワーカーとして働く少女。カナ
ダ社会に溶け込もうとしない者もいるな
か、エミーは前向きに努力し、奨学金を
目指す。
「エミーは、言動や考え方がとてもしっか
りしているんですが、実はふとした瞬間に
10代の女の子らしさが垣間見えるんです。
その少しアンバランスなところがエミーの
魅力だと思います。奨学金がダメになっ
た日の帰り道、一緒に歩くお兄ちゃんに何
も言わず、1人で我慢するんです。だけど
家に帰ってから違うところに向けて爆発し
ちゃったり（笑）。そんなところも10代な
らではのかわいらしさかな、と思います
ね」
　兄たちの弱小野球チームを温かく見守
り続けたエミーは、しだいに勝ち進んで
いく彼らに勇気づけられていく。戦争が
近づき、日本人への風当たりが強まる中、
それでも野球を愛し続ける彼らに、エミ
ーは1つの歌を贈る。それは、今なお歌
い継がれる野球ファンの愛唱歌『Take 
Me Out to the Ball Game』。湧き上がる
涙を抑えながら、懸命に歌うエミーの姿

は時代を超えた感動を呼び覚ます。この
重要なシーンを演じるにあたり、意識した
ことは？
「気をつけたのは“歌を練習しないこと”で
す（笑）。あの場面で、すごく上手に歌う
のはちょっと違うな、と思って。あそこは
歌のシーンというより、伝えるシーンなん
だと思ったんです。英語の発音は一生懸
命、練習したんですけどね。英語のセリ
フで演じるのは今回が初めてだったので。
でも歌の練習は一切しませんでしたね。
もう当たって砕けろ、という思いでした
（笑）。撮影のときは、本当に緊張してい
ました。あのシーンは、自分が背負うもの
が大きすぎて。自分では、1回でOKを出
したいと思っていたんですけど、緊張し
すぎて、できる気がしなくて（笑）。でも
石井監督が、私がダメな方向に行きそう
になるのを、ふっと引き寄せて戻してくだ
さったんです。それでなんとか平静に戻
って、セリフの部分から歌い終わるまでカ
メラを回し続けた状態で、1回でOKを出
すことができました。終わった時は本当に
ホッとしました（笑）。完成した映画を見
たら、BGMを入れずに私の歌声だけで勝
負してくれていたことが、すごくうれしか
ったです」
　彼女の歌声に、その場にいた共演者た
ちも大きな感動を覚えたようだ。
「みんな帰りのバスの中で、あの歌を歌っ
ていましたね（笑）。歌を聞いているとき
の皆さんの顔がすごく素敵で、その表情
にもすごく助けられたと思います。あの場
面で、それまで別々に語られていた野球

チームの人々とエミーの物語が交わって、
一つになるところが、すごく素敵だと思い
ますね」
　メガホンをとったのは『舟を編む』で日
本アカデミー賞を総なめにした石井裕也
監督。石井監督との仕事も、自分を成長
させてくれたと振り返る。
「石井監督は…“怪物”ですよ（笑）。もち
ろん監督にも葛藤や不安はあると思うん
ですけど、監督がそういうならそれが正
解に違いない、とみんなに思わせてしまう
んです。すごいビッグマウスなんですけ
ど（笑）、それを有言実行するから、みん
な、監督を信じるんです。サッカーの本
田選手みたいな感じです（笑）。この映画
は実際の出来事がもとになっているんで
すが、監督は誰よりこの映画のテーマを
調べて勉強したという自信はある、と仰っ
ていました。石井監督は、そういう事実
をしっかり示してくれる。逆に、監督もス
タッフや俳優を信用してくれるんですよ。
だから、別にハードルを設けられているわ
けでもないのに、監督の期待をはるかに
超える仕事をしないといけないような気に
なってくるんです」
　チーム朝日のメンバーを演じるのは、
兄役の妻夫木の他、亀梨和也、勝地涼、
上地雄輔、池松壮亮といった世代を代表
する俳優たち。
「妻夫木さん以外、野球経験があるという
こともあって、皆さんすごく上手でした。
私は野球が全然分からないんですけど、
観戦シーンの撮影では、ただただ感激し
ていました。妻夫木さんは、ほとんど野

球をやったことが無いとおっしゃっていま
したけど、それでも遜色なくプレーしてい
て、さすがだなと思いました。すごく練習
したそうで、本当に努力の人だと思いま
す。妻夫木さんってすごく気さくに、スタ
ッフみんなと接するんですよ。あと、なん
だかいつも楽しそう（笑）。今回は、他の
皆さんも同じでしたね。とにかく撮影を楽
しんでいる感じ。野球チームはみんな仲
良くて、うらやましかったです（笑）。撮
影中、私も何度か夕食にご一緒させて頂
いたんですけど、やっぱり女子がいると
皆さんが何となく気を使ってくださるとい
うか、男同士の会話を楽しめないだろう
なと思って、ほど良いところで切り上げて
子役の子を連れて先に帰っていました
（笑）」
　メンバーたちの本格的なプレーやチー
ムの絆に加えて、巨大なセットで再現し
た日本人街の風景も見どころとなってい
る。
「セットは本当にかっこよかったです。私
自身、オープンセットで撮影するのが初め
てだったこともあって、本当に感動しまし
た。セット内にいると、とても栃木にいる
とは思えませんでした（笑）。特に夜にな
るとライトアップされて素敵なんです。歌
を歌う撮影の日、撮る前は緊張で景色を
見る余裕なんてなかったんですけど、撮
り終わって夜のセットを歩いたときは、な
んてきれいなんだろうって感激しました
（笑）」

NHK連続テレビ小説『ごちそうさん』西門希子役や現在放送中の大河ドラマ『軍師官
兵衛』黒田長政の妻・糸役で存在感を見せ、『チョーヤ 酔わないウメッシュ』で美しい歌
声を披露するなど、いま何かと注目を集めている旬な女優・高畑充希。実は2007年から

2012年まで 6年間にわたってミュージカル『ピーターパン』で 8代目ピーターパン役を演
じるなど舞台経験も豊富な実力派。12月公開の映画『バンクーバーの朝日』など、今後
も話題作への出演を控える彼女の、ポジティブスタイルに注目！

映画『バンクーバーの朝日』豪華男優陣の中で光った高畑充希の存在

TAKAHATA MITSUKI高畑充希

ringo

ringo

ringo

ringo
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1991年 12月14日生まれ。大阪府出身。山口百恵トリビュートミュー
ジカル『プレイバック　part2～屋上の天使』（演出：ラサール石井）
でオーディションにより1万人近くから選ばれ女優デビュー。2007年
から2012年まで 6年間にわたってミュージカル『ピーターパン』で8
代目ピーターパン役を務めた。今年10月には最新舞台『奇跡の人』
で高い評価を得た。『軍師官兵衛』の他にもバラエティー『未来ロケッ
ト』（CX）にレギュラー出演中。映画『アオハライド』（12月13日公開）
にも出演。

スタイリスト：大石祐介　撮影：神谷渚

気をつけたのは
“歌を練習しない”こと（笑）。
あれは“歌う”場面じゃなく
“伝える”場面だったから。

ringo
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「大変だけど面白い」舞台で、
映画で逆境を楽しむポジティブさ
　舞台の公演のためなどで、全国各地を
飛び回ってきた経験も彼女のポジティブ
さを培っていた。
「地方に行くときは、やっぱりその土地の
おいしいものを食べることが大きな楽しみ
なんですよね（笑）。おいしいものを食べ
て、ぐっすり眠れば大抵の悩みは吹き飛
んじゃいます（笑）。もともと気持ちの切
り替えは早いタイプだと思います。頭の中
で、どんどん次のことを考えちゃうんです
（笑）。舞台で鍛えられたおかげもあると
思いますね。舞台は常に一度きりの生も
のなんですけど、何公演もあるので、逆
に安心感もあるんです。今日はこういう感
じでやってみたけど、明日は違う感じでや
ってみよう、とかいろいろ挑戦できるんで
すよね。そこが舞台の面白いところでもあ
り、勉強にもなるところです。それと、逆
境に強くなります（笑）。もちろん大変だ
し不安もあるんですけど、思うようにいか
なくても次は頑張ろうという気持ちを持て
るようになりました。今回の映画も初めて
経験することが多くて逆境だらけという
か、けっこうプレッシャーがありました。
映画界を代表するスタッフや役者さんを
前に、怖気づきそうになる自分もいたんで
す。それこそこれまで、石井監督や妻夫

木さんの作品を、一映画ファンとして見
ていた人間ですから（笑）。でも萎縮しな
いって覚悟をきめたんです。皆さんと比
べて映画の経験が少ないことは事実なん
だから、聞きたいことは聞いて言いたいこ
とは言うようにしていました（笑）。終わ
ってみたら皆さんのおかげで本当に楽し
かったし成長もできた気がします。この
映画は自分の中で一つの転機になったと
思います」

　最後に岡山の読者にメッセージを！
「『ピーターパン』の公演で、倉敷に伺っ
たことがあるんです。これからも、映画や
ドラマだけでなく舞台作品にも出演してい
きたいと思っているので、また倉敷公演
でお会いしましょう！」　        

『映画『バンクーバーの朝日』

監督：石井裕也 　出演：妻夫木聡、亀梨和也、勝地
涼、上地雄輔、池松壮亮、佐藤浩市、高畑充希他／
東宝配給／12月20日より全国公開　http://www.
vancouver-asahi.jp/

©2014「バンクーバーの朝日」製作委員会

戦前のカナダ・バンクーバーに実在した日系人野
球チーム・バンクーバー朝日。困難な境遇にも負
けず、小柄な体を生かしたプレーで白人チームに
立ち向かっていく青年たちの姿を描く感動作。
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高畑充希'S 

POSITIVE ITEM
いつも前向きな高畑充希の気持ちがアガるポジティブアイテムを紹介

私の元気の源は、お寿司です！（笑）  私、本当にお寿司が大好きで、ご褒
美とか特別な日に食べるのは、ほとんどお寿司ですね。そういうときに食
べに行くお寿司は、ちゃんとカウンターで、本格的なお寿司を頂きます。
どのネタが…というより、とにかくすべてが好き。寿司という食文化そのも
のが好きなんです（笑）。

FOOD

大切なのはリラックスする時間を作ること。特に睡眠ですね。私、本当に
眠るのが好きというか、必要不可欠なんです。希望としては最低でも7時
間は眠りたい（笑）。最近、すごく素敵な柄のお布団を買ってしまったんで
す。モロッコ風のデザインで、ちょっと珍しい柄で、それがすごく素敵な
んですよ。実はけっこうエスニックなデザインが好きで、クッションとかも
合わせてます（笑）。大好きなデザインのアイテムに囲まれて、素敵なお
布団にくるまって眠る時間が、最高に幸せです。そうすると大抵、一晩経
てば元気になりますよ！（笑）

RELAX

もともと映画を見るのは好きですね。映画を見て元気
ややる気をもらうこともよくあります。最近のおススメ
は、石井監督の『ぼくたちの家族』。妻夫木さんと池
松さんが兄弟を演じているんです。石井監督に『ぼく
たちの家族』が面白かったです、と言ったら、当たり
前だって言われました（笑）。

MOVIE

OKAYAMA MOVE UP

高畑充希さんのサイン入り色紙を
3名にプレゼント！PRESENT

応募方法などの詳しい内容は「OKAY 
AMA MOVE UP」公式 facebook ペー
ジよりご覧下さい！

DVD『ぼくたちの家族』発売元・販売元：TCエンタテインメント
発売日：11月21日　価格：3800円（税別）
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Be POSITIVE
 Culture/Item/Entertainment and more
　人に元気を与える人になるには、自分自身が元気でハッピーじゃなきゃ。ム
カつくこと、悲しいこと、情けないこと、失敗すること、心が痛くなる出来事
…。毎日毎日嫌なことはあるけど、ほんの少し見方を変えて見ることで、気
持ちは前向きに立て直せるはず。そんな時、そっと背中を押してくれるさまざ
まなモノ。友達、家族、ペットなど心許せるモノをはじめ、楽しい映画、ノ
リノリの音楽、感動的な本など、心に響くものを誰でもひとつ持っている。ま

た、それだけではなく、髪形を変えたり、旅行に行ったり、美味しいものを食
べたり、やってみたかった習い事に挑戦したり、自分を変えてみることで、人
生が楽しくなる方法もたくさんあるはず。そんなポジティブになれる最強のカ
ルチャーやアイテムやエンターテインメントなどをご紹介。あなたの気持ちが
ハッピーになるようなモノに出会えますように。

EXILE SHOKICHI、ファンに自分史上最高の肉体美 CM を披露！
『アンファー スカルプ D』の新 CM 発表会
が 10 月20日、東京都内の映画館で行わ
れた。会場には、噂の新 CM をいち早く
鑑賞しようと、事前に募集されたファンが
詰めかけた。ファンの大歓声を浴びなが
ら登壇した EXILE SHOKICHI は、「以前
にもTHE SECOND from EXILEとして
アンファーさんのコマーシャルに出演させ
ていただいたことがあったのですが、今回
は単独ということでとても光栄です。上半
身裸と聞き、自分史上最高の体を目指しま
した」と語った。

　その CM、2 バージョ
ンが上映されると、見事
な筋肉が浮き出た上半
身の映像や、T シャツを
脱ぐシーンなどで、歓声
が次 と々起こり、上映後
には大きな喝さいが沸き
起こった。トークでは、

「体脂肪を 9.8 から 7.8％
まで落としたんです」「撮
影前日は余計な水分を
抜いて筋肉を際立たせ
るために、水も飲みませ
んでした」と過酷な体
作りの裏話を披露。見
事な肉体美の映像に色
めき立っていたファンも、
SHOKICHI の話に感心
していた。EXILE メン
バーにもこの CM を見
せたというが「あまりに
も僕がキメているので、
HIROさんに爆笑されま
した（笑）」と苦笑い。それでも「キャッ
チコピーの “ 男を上げるシャンプー ”を表
現できたと思います」と出来栄えに自信を
のぞかせていた。

過酷な体作りで CM に挑んだ SHOKICHI。「徹
底的に体作りをしたり、撮影で水圧に耐えたりし
て、おかげで “ 男を上げる”ことができたと思い
ます（笑）」

2014 年 6 月にソロデビューを果たした EXILE SHOKICHI の 2nd シングル。作詞・
作曲を SHOKICHI自らが手掛けた、渾身のラブバラードだ。DVD には『The One』
のミュージックビデオを収録。カップリング曲『Loveholic』はスカルプD TVCMソング。

『The One』発売中【価格】シングル／ CD+DVD　1944 円・税別　CD1296 円

EXILE SHOKICHI『The One』
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　9 月13日にクランクインし、前例がな
いというオール岡山ロケで撮影が進んだ

『でーれーガールズ』は、原田マハ氏が
2011 年に上梓した同名小説が原作で、2
人の女性の 30 年の時を越えた恋と友情の
物語。1980 年の岡山を舞台に、東京から
転校してきた鮎子を優希美青、同じクラス
の美少女・武美を足立梨花が演じている。
親友となった 2 人はある事件をきっかけに
決定的な仲違いをしてしまうが、30 年後、
漫画家になった鮎子は母校での講演会で
教師になった武美と再会。大人になった
2 人を、元宝塚歌劇団トップコンビの安蘭
けい（武美）と白羽ゆり（鮎子）が演じる
ほか、前号で本紙に出演した、桃瀬美咲、
岡山出身の甲本雅裕、前野朋哉が出演す
ることでも話題だ。撮影では、岡山市の奉
還町商店街や鶴見橋、倉敷市でも行われ、

オール岡山ロケ。映画『でーれーガールズ』

【本体】上下各 1700 円（税別）【発行】KADOKAWA

ミステリー界激震！　国民的名探偵が迎える衝撃のラスト
『遺譜　浅見光彦最後の事件』　著者：内田康夫

ベッキオバンビーノ×ノスタルジックカーフェスティバル
ベッキオバンビーノ初の屋内イベント 

　テレビドラマでも人気の浅見光彦が、
ついに最後の事件に挑む。構想 6 年、シ
リーズ最大の力作とあり、事件は戦前から
現代、また舞台も東京、軽井沢、丹波篠山、
神戸からヨーロッパまでワールドワイドに
展開。謎の連鎖が光彦を、事件の真相に
誘う。始まりは浅見家に届いた一通の手
紙。それは本人が知らない間に企画され
た光彦の 34 歳のサプライズパーティーの
案内状だった。発起人の一人、本沢千恵
子はドイツ人ヴァイオリニスト、アリシア・
ラインバッハと浅見家を訪れ、丹波篠山
で行われる音楽イベントに 2 人が出演す
る際に、ボディーガードを頼みたいという。
アリシアはドイツにいる祖母に、丹波篠山
で「インヴェ」という男が持っているとい
う楽譜を受け取ってくるように言われてい

　岡山県を代表するクラシッ
クカーの祭典、ベッキオバン
ビーノが、ノスタルジックカー
フェスティバル実行委員会と
共催し、9 月20 〜 21日にコン
ベックス岡山で「ノスタルジッ
クカーフェスティバル in 岡山」
を開催した。
　ベッキオバンビーノとしては
初の屋内型イベントとなった
が、主旨である夢を持つことの大切さを
次世代に伝えることと、交通遺児や被災
地の子どもたちを支援するチャリティー活
動が２大テーマであることには変わりはな
い。屋内イベントとなっても、普段では滅
多に見る事のできない数々の名車が集ま
り、約 100 台が展示された。

た。しかし、そこに待ち受けていたのは殺
人事件で、光彦は容疑者の疑いをかけら
れてしまう。そしてアリシアの頼みでドイ
ツへと赴いた光彦は、丹波篠山の事件と、
70 年前に企てられた陰謀に繋がりがある
のではと直感する。綿密に組み立てられ、
何十年もの間沈黙していた歴史の暗部が
今暴かれる?! この事件を機に、探偵を辞
め、人生を見つめ直す光彦。正義と大義
の狭間で戸惑う名探偵・浅見光彦がたど
り着いた究極の決断とは。

　チャリティーは、前週に開催したステー
ジしまのわ 2014と今大会を合わせ、総額
102 万円を超える募金が寄せられ、大会
準備期間中に起きた広島大規模土砂災害
の被災地復興支援の義捐金にもあてるこ
とにした。

原作：原田マハ「でーれーガールズ」（祥伝社刊）　監督：大九明子　脚本：源考志　音楽：矢野博康　出演：
優希美青、足立梨花、白羽ゆり、安蘭けい他　http://deereegirls-movie.jp/

タイトルにもある「でーれー」などの方言
から、見慣れた風景まで岡山の魅力をふん
だんに盛り込む。
　また、主演女優らによる制作報告会で、
岡山に転校してくる生徒役の優希は「全国
どこにでもありえる青春だと思います。こ
の映画は地元が恋しくなったり、家族に会
いたくなる作品なので、楽しみにしてくだ
さい」とニッコリ。最も印象に残るシーンは、

「武美（足立）とのぶつかり合い、そして
離れていったシーンには本当に感情が入り
ました」と振り返る。一方セリフにたっぷ
り岡山弁が含まれる足立は「方言指導の
先生に最初はいろいろ直されましたが、今
となっては何も言われなくなりました。岡
山の人になれた気がします」とほほ笑んだ。
　同作は、2015 年 2 月14日に岡山で先行
上映し、その後全国で公開される。

©2015 原田マハ／祥伝社／「でーれーガールズ」製作委員会
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内閣官房副長官
自由民主党岡山県連会長加藤勝信

岡山の恵まれている部分を
しっかり活用 !!
2012年に行われた第46回衆議院議員総選挙で岡山5区から出馬し、4回
目の当選を果たした加藤勝信衆議院議員。同年12月に発足した第2次安
倍内閣では内閣官房副長官に起用され、今年9月に行われた内閣改造で
も引き続き現職を任された。岡山県地元選出の加藤副長官に地元・岡山
のこと、安倍政権のことなどをうかがった。（聞き手・一木広治）

——最近では地方創生ということが盛
んに言われていますが、それに先駆け

「OKAYAMA MOVE UP」は 2013 年 1
月から、「岡山から日本を元気に」という
テーマを掲げ、活動しています。加藤さ
んからみて、地元・岡山のポテンシャルや
今、岡山がやるべきことを聞かせてくださ
い。

「もともと地方創生の議論が出てきたのは、
元総務大臣の増田寛也氏が代表を務める
日本創生会議が出されたリポートがきっ
かけでした。それは “2040 年までに 896
の自治体が消滅する”というショッキング
なもので、岡山も、私の選挙区もほとんど
がその対象でした。そういう数字が具体
的に出されたということは非常に大きかっ
たのですが、私はこの 5 〜 10 年活動を
しながら、そういう流れも感じていました
し、地域の人も身近に感じていましたから、
そんな中でいかにそれぞれの地域を残し
ていくのかということが肝心であると思い
ます。岡山は中山間地域が多いのですが、
そうした山々では田んぼが荒れてしまい、
3 年経つと林や山に戻っているわけです。
そういう状況を目の当たりにして、田畑で
お米などを作ってきた先代や先々代の人
たちの思いというものをどう継承していっ
たらいいのかということを常に思っていま
した。そういう中でこれから取り組むべき
ポイントのひとつは今、議論になっていま
すけれども、農業です。岡山の場合は特
にピオーネをはじめ果物などがあり、それ
なりに収入もあります。あとトマトもです
ね。もともとブランドもありますし、力を
入れている地域もあるので、U ターンだ
けでなくI ターンで多くの方々が戻ってこ
られているという面があります。また、圧
倒的に災害が少ないということがありま
す。地震も少ないんですけど、トータル的
に災害が日本一少ない地域なのです。そ
ういうこともあってか、距離が遠い割には
被災した東北から来られている方が多い
のです。そういう意味では、外から見ると、
いろいろな意味で魅力がある地域である
と思っています」

撮影・蔦野裕
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自分は何をしたいのかをしっかり見極め、その実現まで努力し続けることが大事
——「OKAYAMA MOVE UP」は、も
ともとは地元の若手経営者たちが立ち上
がって生まれた活動です。やはり人材が
大事。そして岡山って元気な会社が意外
と多いんだなと実感しました。そんな岡山
で注目すべき産業といえば、どんなもの
が挙げられますか？

「ひとつは繊維産業の関係があるのではな
いでしょうか。もともと繊維産業が盛んで
あり、例えば倉敷の児島地域などは結構
会社が多いように思います。ということは
社長さんが多い、つまりは自立性が高いと
いう風土があるのではないでしょうか。そ
ういう風土の中で、繊維関係を含めてい
ろいろ新しい試みに 30 代を中心に若い
人々が挑戦されているという感じがしま
すね」

——今、政権の中枢におられます。官房
副長官として安倍政権を支えられていて、
これまでの手応えと今後の取り組みを聞
かせてください。

「経済のほうは、ここにきて消費税の引き
上げ、天候不順等々の影響があって、や
や足踏み感はあります。しかし私たちが
政権を奪取しようとしていた一昨年の 11
月くらいから株価は上がっていますし、全
体の雰囲気が変わってきていますよね。
経営者の方々も守りから攻めに変わって
きたな、という雰囲気は出てきているの
ではないかと思います。それから外交面。
総理はのべで 60カ国近く海外に行かせて
いただいております。同じところに 2 〜 3
回行っている場合もありますから、実質で
いうと現在 49 カ国。今度、中国へ APEC
で行くと50 カ国目となります。私もその
半分近くに随行しています。この数字は
小泉総理が 5 年以上続いた政権の下で行
かれた数を凌駕しているのですが、戦略
的に行っているということ、久しぶりに日
本で 1 年を越える政権基盤を持っている
ということで、海外に行っても手応えが全
然違ってきたなと思います。アジア全体
で中国が非常に伸びているという状況の
中で、特に東南アジアの国々からすると、
日本が存在感を示すということは、中国と
日本との間でうまくバランスを取っていき
やすくなるわけですから、非常にウェルカ
ムな状況だと思いますね」

——2020 年東京オリンピック・パラリンピッ
クの開催が決まり、日本はそれに向けて
いろんなことに挑戦していける機運が高
まってきました。加藤さん自身の 2020 年
に向けた目標。また次世代に、2020 年を
目指してこんなことを頑張ってみたらどう
だろう、といった提言はありますか。

「1964 年のオリンピックは、私は 9 歳で経
験しました。あと6 年元気でいれば（笑）、
一生で 2 回、自分の国でオリンピックを経
験することになります。複数回オリンピッ
クを開催している国はありますけど、戦後
でこういう状況はなかったわけであり、こ
れは多分、そうあることではないと思うの
です。日本は高齢化社会になりつつありま

す。1964 年の東京オリンピックを経験し
た世代の人たちも高齢化していますけれ
ども、そういう人たちが非常に元気になっ
てきました。あのころのムードを知ってい
る人たちも含めて、前向きに物事を考え
ていくという機運が高まってきました。こ
れまではどちらかというと、2025 年にな
ると高齢化率がどうなっているといった視
点からの見方であったわけです。しかし、
今はそうではなく、“2020 年にオリンピッ
ク・パラリンピックがある。それによって
日本も随分変わっていけるんだ。じゃあ
俺たちは何をしよう、何ができる？　こう
いうことしよう”ということがどんどん出
てくる。また出てくることを進めていくこ
とが安倍政権の成長戦略であり、また規
制等によってできないことがあれば、それ
を取り払ってやれる環境を作る。そして
やれる環境が整ったら、もっとやろうとい
う気が起きてくる。隣の人がやっている姿
を見て “ 俺もやろうか ”という気分にもな
る。こういう前向きな渦が広がっていくこ
とを期待しています」

——次世代の若い人たち。いえ、若くな

生年月日 昭和 30 年 11 月22日生まれ／選挙区 衆議院議員岡山 5 区／当選回数 当選 4 回〈略歴〉昭和 54 年 3 月 東京大学 
卒業／ 4 月 大蔵省 入省／昭和 59 年 7 月 倉吉税務署署長／平成 6 年 4 月 農林水産大臣秘書官／ 7 年 10 月 衆議院議員 加
藤六月 秘書／ 12 年 12 月 川崎医療福祉大学 客員教授（現職）／ 15 年 11 月 衆議院議員初当選／ 17 年 9 月 衆議院議員 2
回目当選／ 17 年 12 月 自由民主党岡山県第五選挙区支部長／ 19 年 8 月 内閣府大臣政務官就任（安倍改造内閣）／ 9 月 内
閣府大臣政務官再任（福田内閣）／ 21 年 8 月 衆議院議員 3 回目当選／ 23 年 6 月 自由民主党岡山県支部連合会会長／ 24 年
12 月 衆議院議員 4 回目当選／ 12 月 内閣官房副長官就任（第二次安倍内閣・現職）／ 26 年 5 月 内閣人事局長就任（現職）

くても頑張っている人たちに、困難に向か
うにあたっての心構え、困難に陥った時
にどう乗り越えてきたかといったことを聞
かせてください。

「私はもともと大蔵省にいましたが、退職
しまして、その後選挙に出たのですが何
度か落選を経験しました。生きていく中
ではいろいろなことが起きるのですが、本
質は、常に “自分は何をしたいのか ”とい
うことをしっかり見極めることだと思いま
す。いろいろな状況から挑戦し続けるこ
とが困難となる場面も出てくるとは思いま
すが、やはりやり続けない限り、事は成就
しないのではないでしょうか」

——人生の転機といったものは何歳くら
いに訪れたのでしょうか？

「40 歳の手前で役所を辞めました。義理
の父親が衆議院議員をやっていたのです
が、自民党から離党したりしていろいろな
ことがありました。その後、私も出馬する
ことになるのですが、というふうに挙げて
いくと転機の連続ですけどね（笑）」

——岡山の読者にメッセージをお願いし
ます。

「岡山はいろんな意味で恵まれている地域
だと思います。災害も少ない、冬でも晴
れている。晴れの国と言われるくらい晴
れている日数も多い。交通手段をみても、
岡山市は 2009 年に政令指定都市になりま
したけれども、その前から新幹線ののぞ
みの停車駅でした。政令指定都市以外で、
のぞみが停まったのは岡山だけだったん
です。中国四国地方の交通の要所でもあ
ります。いろいろな面で恵まれているとい
う部分が逆に地元にいると当たり前に見
えている。外から見ると、そういう羨まし
いところがたくさんあるので、そこをしっ
かり活用していく。岡山に眠っている、あ
るいは活用されていないものをもっともっ
と活用していけば、かつて吉備王国とい
うものがあったと言われているのですが、
それを復活させるくらい、日本の岡山で
はなくて、岡山の日本といった気持ちで頑
張っていきたいと思っています。そういう
意味でも OKAYAMA MOVE UP の活
動に大いに期待しております！」
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神奈川県横須賀市出身。19歳からダンスを始め、横須賀、横浜、東京などのクラブイベントで活動。ダンススクール「EXPG」にてインストラクター
をしながら､ さまざまなアーティストのバックダンサーとして活動。2007年 1月､ 新生 J Soul Brothers のメンバーに抜擢され、2009年 2月に
デビュー。同3月1日からはEXILEのパフォーマーとして多方面で活躍。adidas と共同開発したダンスシューズを発表。絶賛発売中。

EXILE TETSUYA “ 男を上げる ”Monthly Column supported by ANGFA 

DANCEの道
DANCEって本当にすごい
　青い空、広がる海、少しだけ丸みを帯びた水
平線に目を奪われて2日間の天気予報に感謝し
た。今年のネイチャーダンスキャンプ in DANCE 
EARTH ビレッジ。僕は今回で3回目の参加です。
去年に引き続き、今年も福島の子供たち20人く
らいがバスに乗って到着。はじめは少し緊張気
味でしたが、ランチのころには、すっかり打ち解
けて、ケンチを呼び捨てにしてました（笑）。今
年も100％元気な子供たちで、とにかく踊ること
が大好きなんだなぁっていうのが伝わってきます。
このキャンプ、メンバーのUSAさんのプロジェ
クトのDANCE EARTHの活動の一環で、今回
で5回目になりますが、自然の中で、子どもたち
にDANCEを通じていろいろなことを感じてもら
うのが目的です。僕も普段はスタジオにこもって
DANCEしているので、でっかい空の下で踊ると
いうのは、ものすごい気分転換になります。眩し
いほどの日差しや気温、肌を通り過ぎる風、土の
匂い、波の音や鳥の声、人間の持っている五感
で感じながら自分を解放するというのは何かをリ
セットしたようで、とても気持ちいいです。
　今回みんなで踊る楽曲として、DANCE EAR 
TH PARTYの『PEACE SUNSHINE』を振り
付けました！　音の速さに最初はびっくりしてい
たみんなも、さすが普段福島のスタジオで踊って

いるだけあって、2日間で踊れるようになっていま
した。レッスンが終わっても音がかかっている限
り踊り続ける子供たちの無邪気さとDANCE熱は
見ているだけで笑顔になってしまいます。毎回そ
うですが、最終的には自分がみんなから元気をも
らったなぁと感じさせてくれるこのキャンプには、
これからも参加させていただきたいと思います。
　さて、話は変わりますが、先日知り合いに送っ
てもらったDVDを見てビックリしました！　それ
は大学のDANCEサークルの発表会の映像だっ
たのですが、踊っているみなさんが聴覚障害者
だというのです。耳が聞こえなくてどうやって音
を取ってDANCEをしているんだろうと疑問に
思い、すぐに会いに行ってきました。そこは、授
業が終わった夕方の筑波技術大学敷地内の武道
場。外まで聞こえるくらいのノリノリな音が響い
ていました。中に入ると鏡の前で十数人の生徒
さんが踊っています。端から見たら何の違和感も
ない普通のDANCEレッスンに見えます。耳が
不自由と言っても、普通に会話できる人からほと
んど聞こえていない人までさまざまで、サークル
のリーダーの合図やスピーカーから聞こえるかす
かな音、そして振動をすべての神経を研ぎすま
せながら踊っているのです。レッスンは普通に音
をかけてリズム取りやアイソレーション、振りの

練習と進んで行きます。見ているだけはウズウズ
するので僕も参加（笑）。最初は生徒さんも僕
も緊張していてうまくコミュニケーショ
ンが取れなかったのですが、皆さん
がDANCEを見せてくれたり、僕も
EXILEの楽曲を振り付けたりして
いたら、やっぱり最後は全員汗だ
く笑顔でイェーイ!!ってなっていま
した（笑）。
　DANCEって本当にすごい
なぁ…。国境だろうが障害だろ
うが超えてくれるんです。そん
なことを目の当たりにしたこの
経験は僕にいろんなことを感
じさせてくれました。うまく
言葉ではいえないのですが、
何かまた一つ自分のなかで
突き動くエネルギーになり
ました！　筑波技術大学
のDANCEサークルの皆
さんありがとうございまし
た！　また一緒に踊りま
しょう!!

※TOKYO HEADLINE vol.629（10月27日発行）より転載
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