


   OKAYAMA MOVE UP

日本を元気に！
SPECIAL
INTERVIEW

DANCE EARTH PARTY 本格始動！
ÜSA、TETSUYA ＆ Shizuka インタビュー
2006年からEXILE ÜSA が中心となり活動を始めた「DANCE EARTH」から、今年 4月、同プロジェ
クトの音楽グループとして新生「DANCE EARTH PARTY（ダンス・アース・パーティー）」が誕生。
メンバーの EXILE ÜSA、EXILE TETSUYA、Dream Shizuka がこの新しいグループについて語る。

DANCE は世界共通言語

撮影：神谷渚
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ダンスで　世界とつながりたい（ÜSA）
　書籍、映像、舞台、絵本などさまざま
な表現方法で、ダンスがつなぐ人と人の
絆について伝えてきた「DANCE EART 
H」。自身のライフワークと語るEXILE 
ÜSAが、その発足の経緯を説明。
Ü「DANCE EARTHは、EXILEと並行して、
2006年からスタートしたプロジェクトで
す。自分自身がダンスを通じて世界中の
人とつながりたい、世界のリズムを乗りこ
なしたいということで、“ダンスは世界共
通言語 ”をテーマに地球を冒険し、その
冒険をいろいろな表現に変えていこうとい
うのが始まりです」
　これまで舞台やCDなど、企画ごとに
メンバーを変えて行われてきた同プロジェ
クトが、EXILE ÜSA、EXILE TETSUYA、
そしてDream Shizukaを正式メンバーと
して、本格始動を開始した。
Ü「さまざまな表現で、DANCE EARTH
プロジェクトの活動を伝えてきましたが、
世界中を旅している時に、いつかこの思
いや吸収してきたものを、音楽で表現した
いと思っていました。DANCE EARTH 
PARTYのパーティーっていうのは、例
えば山登りをする時に、パーティーを
組むって言いますよね、そのように
その都度組むという意味で名づけま
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ダンスで　世界とつながりたい（ÜSA）

OKAYAMA MOVE UP 総合プロデューサー　一木広治（ICHIKI KOJI）
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した。音楽のパーティーを組むという感じ
ですね。そんな感じでこれまでは、舞台の
テーマソングを作るときに、その時に舞台
に出演してくれるキャストでパーティーを
組んできたのですが、より本格的に音楽
の旅をしていこうということで、旅の友を
どうしようかなって探していた時に、パッ
と横を見たらTETSUYAがいた（笑）。“俺、
いますよ。どうですか”っていう感じで前
のめりできたので（笑）」
T「それ偶然だと思ってます？　違います。
仕組みました（笑）。何年もかけて、僕の
思いを伝え続けて…。そしてパッと見てく
れるのはいつかなと常に視界に入るように
して、見てくれた瞬間“キターーー”って
（笑）」
Ü「またまた（笑）。でも本当にTETSU 
YAはDANCE EARTHプロジェクトに関
わってくれて、一緒に旅もしているし、と
ても共感できるパフォーマーですし、何よ
り踊りを愛する心は僕と同じぐらい持って
いるので、まずはTETSUYAって決めま
した。そして次は素敵なボーカルがいない
かなってパッと見たら、Shizukaちゃんが
いた（笑）。前回の『Changes』という舞
台の時にDream全員が参加してくれたん
だけど、一緒に作品を作っていたときに、
Shizukaちゃんの歌声は透明感があって、
本当にすごく素晴らしいなと思った。だか
ら、これからDANCE EARTHの活動に
世界の音楽を加えたいと思った時に、い
ろいろな色に染まっていく最高のDANCE 
EARTHの声になってくれそうだなと思っ
て、ぜひお願いしますと頼みました」
　中心となりプロジェクトをスタート
し、自身のライフワークと語るÜSAを
TETSUYAとShizukaがバックアップし
ていく。

T「とにかくÜSAさんは直感な方で、自
分の心の向くほうに真っ直ぐに動く人なん
ですよ（笑）。だからそうなった時に、変
な意味じゃなくて、ÜSAさんができない
ことや、ÜSAさんの角度からは見えない
ものをフォローしたい。リーダーにはもっ
と大きな視点からプロジェクトを見て突き
進んで行ってほしいので、後方支援じゃ
ないですけど、細かい事を形にするとか、
僕がバックアップできるような体制をとっ
て行ければと思っています。今、それがで
きているかは分かりませんが、そういう面
で信頼してもらえればいいなというのはい
つも思っています。DANCE EARTHでも
そうですし、例えばEダンスアカデミーの
レッスンなどでも、レッスンを進めている
と、ちょっとずつついてこられない子ども
たちもいる。そこに気づくところに自分の
役割があるんだろうなと。ここ数年、そん
なことをすごく感じる機会があったので、
そういうところを自分が埋めていけたらな
と。頑張ります（笑）」
S「私はお二人が、特にÜSAさんが見て
きた景色や、DANCE EARTHのプロジェ
クトで伝えたいものを、ボーカルとして、
歌で届けていくのが私の役割かなと思っ
ています。ÜSAさんとTETSUYAさんが
ダンスで表現している分、それを言葉にし
て、より分かりやすく世の中の皆さんに伝
えるのが自分の役目なのかなと。私自身ま
だまだお二人にないものだらけなので、お
二人からたくさん学ばせてもらいつつ、自
分ができる、まだまだ知らない自分のいろ
いろな表現などを使って、お二人に“ああ、
それが伝えたかったんだ”っていうものを
ちゃんと伝えられるようなボーカルになっ
ていければいいなと思います。また、これ
からいろいろな方とパーティーを組んでい

く上で、その方たちとの架橋になるという
か、そんな役割もできたらいいなと思いま
すね」
　8月には1979年にゴダイゴがリリース
した『ビューティフル・ネーム』をカバー
したニューシングルの発売も決定。
Ü「ゴダイゴさんの『ビューティフル・ネー
ム』という曲は、本当に曲自体がとてもピー
スフルで、世界中の子どもたちに向けてと
ても愛のあるメッセージが詰まった曲なん
です。それはDANCE EARTHの活動と
もすごくリンクするところがあって、いつ
かこれをカバーできたらいいなとずっと温
めていました。そしてそれを思いっきり踊
れちゃう『BEAUTIFUL NAME』にできた
ら最高なんじゃないかということで、今回
リリースが決定しました」
T「踊りは今回、スカに挑戦しています。
これまでスカというジャンルで踊ったこと
がなかったので、まずはそこの勉強から始
めました。いろいろな映像を見たりとか、
音楽を聞いたりとか、あとは実際にスカの
ライブにÜSAさんと足を運んで、お客さ
んがどうやって乗っているのか、楽しんで
いるのかっていうのを、僕らも一緒に踊っ
て、こういうノリなんだなっていうのを体
験しました。そして、今までの旅の経験や

いろいろなものを掛け合わせて、みんなが
真似できて、そして楽しめる振りを提案で
きたと思います。なんというか…すごくハッ
ピーな踊りになりました」
　ニューシングル『BEAUTIFUL NAME』
には、ゲストミュージシャンとして、The 
Skatalites、今市隆二 from 三代目 J Soul 
Brothersも参加する。
S「フューチャリングゲストとして、今市
さんとレコーディングをやらせてもらった
んですけど、男性ボーカルの方と歌わせ
ていただくこと自体初めてだったので、す
ごく刺激的でした。もともと男性の楽曲
を女性域と男性域の間をとって歌ってい
るので、それぞれが歌っているというより
は、お互いが歩み寄って歌っているよう
な感じになりました。原曲とは違う新しい
『BEAUTIFUL NAME』になったと思いま
す。また、生演奏していただいているオケ
の上に歌わせていただいたので、実際に
レコーディングしている時も、早くライブ
がしたいなとずっと思っていました」
Ü「男女のボーカルだったので、大丈夫か
なって最初は緊張していたけど、いざ歌っ
たらすごくいいなと思いましたね」
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二人の思いを歌で届けていくのが私の役目（Shizuka）
　DANCE EARTH PARTYの今後の展
開、そして夢。
Ü「DANCE EARTH PARTYのテーマは
ずばりラブ&ピースなので、いろいろな
世界の音楽を反映しながら、聞いた時に、
音色でも歌詞でもメロディーでもなんでも
いいんですけど、何か心がホワっと暖かく
なったり、それが広がっていったりするよ
うな曲をたくさん作っていきたいなと思っ
ています。そしてそれを立体的に見せて行
きたいので、来年以降ファンのみなさん
があっと驚くような、すごいステージをお
見せしたいなと考えています」

T「僕は夢は大きいんですけど、このDAN 
CE EARTH PARTYでいつか旅をしてみ
たいなというのはすごく思っています。世
界のどこかに行ったりとか、そこでいろい
ろな音楽を聞いたりだとか、またその国の
ダンスを見たりだとか、そういう時間を共
有できることが、音楽に還元する手段とし
ては一番いい手段だと思うんですね。今
までもそうでしたし。ですから、DANCE 
EARTH PARTYもそういうグループであ
りたいなっていうのは、常に考えています」
S「自分もこの地球にはまだまだ見たこ
とがない世界がたくさん広がっていると

思いますし、その世界を見せてくれるの
が、DANCE EARTH PARTYだったり、
DANCE EARTH のプロジェクトだったり
すると思いますので、できる限りいろいろ
な旅をしつつ、さまざまな音楽を知りたい
ですね。そして日本だけではなく、世界中
の人たちと音楽やダンスを通して、たくさ
んつながって行けたらいいなと思っていま
す」
T「とは言っていますが、男女混合グルー
プっていうのは全員初めての経験だから、
まだ慣れていないっていうのはありますけ
ど（笑）」

Ü「これまでのEXILE TRIBEの中でも男
女混合はありそうでなかったので、戸惑
いはありつつもそれが逆に新鮮で楽しい
部分でもあるので、これからのDANCE 
EARTH PARTYにすごく期待しています」
　ところで、それぞれのプライベートでの
マイブームは？
Ü「最近ナチュラルフードにはまっていま
す。鞄には常にアーモンドとかナッツが
入っている。動物化しているのかも（笑）」
T「ÜSAさんの鞄から密封袋に入ったナッ
ツが出てきてびっくりした（笑）」
Ü「最近、おやつはもっぱらそれですね。
すごく栄養が詰まっているんですよ。自然
のものってすごいなと。ドリンクは100％
のココナッツウオーター。あの実をパカっ
と割っただけのものですが、天然のスポー
ツドリンクといわれ、スポーツドリンク以
上の電解質なんかが入っている。つくづく
自然って素晴らしい（笑）。あとは野菜を
コールドプレスでゆっくり傷つけないよう
に絞ったクレンズジュースも酵素たっぷり
で愛飲しています」
T「でもÜSAさん、テキーラソムリエで、
お酒も結構飲みますよね（笑）」
Ü「そう。夜はテキーラ飲んでバランスを
とっている（笑）。プラマイが結局０とい
うことで（笑）」
T「僕はシルクのパジャマ。メンバー内で
流行っているんです。ÜSAさんが始めに
購入されて、それを見て真似した（笑）。
寝てみると分かるんですけど、気持ちいい。
100％シルク素材だから、通気性もいいし、
保湿性もある。寝る時には最適。シルク
100％のパジャマは生まれて初めて着まし
たが、パジャマに着替えるということが大
事だと分かったし、なおかつつその素材
が素晴らしいと気持ちのいい良い眠りが
得られることも体感しました」
S「私はトレーニングでストレス発散して
います。筋肉痛が好き（笑）。筋肉痛にな
らないとやった実感がしないですね。30
キロのバーベルを上げたり、全身の筋トレ
をしたりしているので、その日に速攻筋肉
痛になりますが、翌日にはなくなる。もう、
トレーニングは楽しいですね」

ringo

ringo

ringo

ringo



   OKAYAMA MOVE UP

気持ち次第で叶う事はたくさんある（TETSUYA）
　7月14日には岡山のAEONでラジオ
の公開収録を行う。
Ü「岡山は何度か足を運んだことはあるん
ですけど、直接ファンの方と近くで触れ合
うのが初めてなので、今からすごく楽しみ
です。DANCE EARTH PARTYがこれか
ら本格的に始動しますが、ガッツリ始動し
ていくのでDANCE EARTH PARTYの
良さを少しでも伝えられたらなと思ってい
ます」
T「岡山に行くのは、前回のムーブアップ
の公開収録以来なので、すごく楽しみに
しています。あの時味わいきれなかった岡
山を今回味わいたいなと思っているのと、
なかなか行けない場所ですが、本当に応
援してくれるファンの皆さんと直に会える
機会なので、なるべく多くの方とお会いし

たいと思っています」
S「私はDreamとして、リリースイベン
トなどで行ったり、あとはメンバーのErie
が岡山出身だったりして、本当にすごく岡
山の皆さんの人柄が好きなので、また岡
山に行けることがすごくうれしいです。今
回岡山にDANCE EARTH PARTYとし
て、旅をすることができることに、すごく
ワクワクしています」
　地方でダンスを頑張っている若者に
メッセージを。また好きなダンスで夢を叶
えるためにアドバイスなどあれば。
T「僕もダンスを始めたのは、19歳だっ
たので、決して早いほうではなかった。で
も、いくつになっても夢を持つことは素敵
だなって今でも思いますし、いくつから夢
を見てもきっと自分の気持ち次第で叶う事

はたくさんあると思うので、自分を信じて
やり通してほしい。自分がやりたいと思っ
たことに一生懸命打ち込んでみたら、きっ
と夢は叶うので、頑張って欲しいですね」
Ü「僕も最近また再確認したんですけ
ど、音楽は大きな音で聞くのがいいなって
思ったんです。ヘッドホンや携帯で聞くの
ももちろんいいんですが、音楽って多分
耳だけで聞いているんじゃなくて、体にも
ぶつかっているし、全身聞いているんです。
それを体現するのがダンスだと思うので、
音楽を爆音で聞いて踊ると、きっと、その
素晴らしさを全身で感じることができます
し、ダンスもよりいい位置、より高いとこ
ろまでいけると思うので、たまには爆音で
音楽を聞いてみてほしいですね」
S「私はダンスは全然得意なほうではない

のですが、でも何かひとつ楽しいことや
できる事を見つけてほしい。例えばこの
ステップができたっていう、いい事ばっか
りを見つけて楽しむことで、続けていくこ
とができると思う。嫌だなって思った事は
本当に続けるのが辛くなっていくと思うの
で、とにかく下手でもなんでもいいので楽
しむことが大事かなって思います」
　EXILEのパフォーマーを今年いっぱいで
卒業することを発表したÜSAはオフィシャ
ルHPでファンへこう記した。「EXILEの
テーマである、Love, Dream, Happiness
をもっと伝えるために、ダンスが持つ可能
性をDANCE EARTHの活動を通じて世
界中の人たちに発信していきたい」。その
一歩を踏み出したDANCE EARTH PAR 
TYの今後の活動に注目！
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　EXILE ÜSA率いる「DANCE EARTH 
PARTY」が8日5日（水）ニューシングル『B 
EAUTIFUL NAME』をリリース。ゲスト
アーティストにはThe Skatalites、今市隆
二 from 三代目 J Soul Brothersが参加。
　EXILE ÜSAが 2006年にスタートさ
せたプロジェクト「DANCE EARTH」。
ダンスという世界共通言語をもって地
球を旅し、さまざまな国のダンスを踊
り、世界中の人々とダンスでつながっ
てきた。その経験がいまや「ダンスで
アースをハッピーに！」したいという想
いに高まり、DANCE EARTHはEXILE 
ÜSA自身のライフワークとなった。そ
のDANCE EARTHの想いを伝え、感じ
てもらう一つの表現のカタチが「DANC 
E EARTH PARTY」。2015年、EXILE ÜS 
A、EXILE TETSUYA、Dream Shizuka
の３人が正式メンバーとして新たに始動。
　1979年にリリースされた名曲『ビュー
ティフル・ネーム』の想いを現代に伝える
…。この楽曲を選んだ理由としてEXILE 
ÜSAは「この楽曲はものすごくピースフ
ルで愛が溢れていて、DANCE EARTH
の活動も世界中の子どもたちと一緒に
ハッピーを共感することがテーマで、その
コンセプトがバッチリ重なりいつか絶対
にカバーしたいと思っていて遂に実現す
ることができた」と語っている。DANCE 
EARTH PARTYは毎作、さまざまなアー
ティストとのコラボレーションで話題を呼
んでいるが、今回は世界と日本からビッグ
なゲストアーティストの参加が決定。
　EXILE ÜSAがDANCE EARTHでジャ
マイカを旅してからずっといつか共演し
てみたいと思っていたジャマイカのバン
ド「The Skatalites」との共演がついに実
現した。The Skatalitesは「スカを流行
らせた」ともいわれる活動歴約50年を超
える世代を超えた伝説のスカバンド、ま
さに世界が羨む大御所。その彼らが今回
のBEAUTIFUL NAMEのアレンジで参加
している。メンバーでマネジャーでもある
Ken Stewartは「ÜSAの世界で旅をして
子どもたちにダンスを広めるワールドな活
動に共感し、今回プロジェクトに参加でき

てとても光栄ですし、楽しみです。」と語
りDANCE EARTHへの共感を示した。
　さらに、ヴォーカルには、昨年「R.Y.U 
.S.E.I.」で日本レコード大賞を受賞し、今、
最も注目されるアーティストと称される三
代目J Soul Brothersの今市隆二が参加。
参加にあたり今市隆二は「以前からÜSA
さんにはDANCE EARTHの思想を聞か
せて頂いていて、ダンスを通して人と人を
つなぐ活動を素晴らしく思っていました。
自分もヴォーカリストとして誰かのために、
人のために何かできればとの思いが根底
にあるので同じ想いが通ずる部分が凄く
あり、お話を頂いた時にはぜひやらせて
下さい！との返事をしました」とDANCE 
EARTH PARTYへの参加の想いを語って
いる。
　The Skatalites による本場ジャマイ
カのスカサウンドと今市隆二の三代目J 
Soul Brothersとはまた違った魅力を感じ
られる歌声により、新たに生まれ変わった

DANCE EARTH PARTY feat. The Skatalites + 今市隆二 from 三代目J Soul Brothers が
ニューシングル『BEAUTIFUL NAME』をリリース！

名曲『BEAUTIFUL NAME』。日本はもち
ろん、世界中に「ダンスでアースをハッピー
に！」という思いを届けるのにぴったりな
楽曲が完成。その素晴らしい歌詞のメッ

セージを感じ、気持ちのいいスカサウンド
を感じ、この夏みんなで踊ってハッピーを
感じよう！

2015年8月5日発売『BEAUTIFUL NAME』
【CD+DVD 】RZCD-59946/B ￥1,944（税込）<初回仕様>紙ジャケット
【CD 】RZCD-59948 ￥1,080（税込）<初回仕様>紙ジャケット

DANCE EARTH OFFICIAL HP　http://www.dance-earth.com 

　OKAYAMA MOVE UP Vol.15の発行
を記念し、今回巻頭インタビューで登場い
ただいた「DANCE EARTH PARTY」の
ÜSA、TETSUYA、Shizuka のサイン色
紙をプレゼント。ご希望の方はOKAYAM 
A MOVE UPのフェイスブックページを
チェック！

OKAYAMA MOVE UP

ÜSA、TETSUYA＆Shizukaの
サイン色紙をプレゼント！
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　子供たちのヒーローから、等身大の若
者まで、幅広い役どころを演じてきた。そ
んな彼の最新作が、現在公開中の映画
『ストレイヤーズ・クロニクル』。ある極秘
機関の実験によって生み出された2組の
“進化した”子供たちが、その能力に苦悩
しながらも、それぞれの目的を果たすため
戦いに身を置く姿を描くアクションエンタ
ーテインメントだ。
「ストーリーも面白そうだと思ったんです
が、出演したいと思った一番の理由は
瀬々敬久監督と仕事をしてみたかったか
らなんです。以前から瀬々監督の作品は
拝見していて、今回出演することが決まっ
て、改めて監督のこれまでの作品をいろ
いろ見ました。ピンク映画時代の作品も
含め（笑）。やっぱり面白い作品を作る方
だなと思いましたね。今回、一緒に仕事
をさせていただいて驚いたんですけど、監
督は普段はフレンドリーなのに、現場に入
ると役者たちに敬語を使うんです。普段
は“白石！”なのに、現場だと“白石さん、
ここはこういう感じでお願いします”って。
僕たちを俳優として尊重してくださってい
るんだなと、監督の気持ちに応えたいと
思いました」
　5月には、繊細な演技で、自分の夢を
見つめ直す青年美容師を好演した映画
『鏡の中の笑顔たち』が公開。本作では、
実験により究極のパワーと痛みを感じない
肉体を持って生まれた青年・亘という、ま
ったく違う役どころを演じている。
「特殊能力者という設定自体もそうなんで

白石隼也
SY U N Y A  S H I R A I S H I

話題の映画で圧巻のアクションと演技力を発揮！

『仮面ライダー ウィザード』の主演で一躍全国的な人気を博した俳優・白石隼也。特
殊能力を持って生まれ、その悲しき宿命に翻弄される若者たちを描いた、現在公開中
の映画『ストレイヤーズ・クロニクル』では、本格アクションと確かな演技力を発揮。
今後は『彼岸島2』などの話題作も控える注目の存在、白石隼也の魅力に迫る！

すけど、能力の暴走が引き起こす“破綻”
状態のように、SFならではというか、現代
劇にはあまり無い感情表現の芝居ができ
るというのも、やってみたいと思った理由
の一つです」
　劇中、特殊能力者がそれぞれの能力を
生かし、し烈な戦いを繰り広げる。白石
の本格アクションも大きな見どころ。
「本作を撮影したのが去年なんですけど、
ちょうどそのころ他の作品でも殺陣をやっ
ていたので本当にアクション漬けの日々だ
ったんです（笑）。ただ、アクション部に
本作にも参加している人がいて稽古をつ
けてくれたり、『GANTZ』でもお世話に
なった下村勇二さんが本作のアクション
監督を務めていたりと、信頼する方 と々ア
クションを作ることができたので、そうい
う意味ではとてもやりやすかったです。確
かに大変でしたけど、去年1年は僕の体
がこれまでで一番“アクションづいて”い
たので体もよくほぐれて、いい動きができ
たんじゃないかな、と（笑）」
　もともとアクション映画ファンというわ
けではなかったと白石。
「ジャッキー・チェンの映画のマニアで…
みたいなことも特に無くて。でも『仮面ラ
イダー ウィザード』で、アクションのプロ
の方たちからいろいろなことを教わったり
自分なりに勉強もするうちにアクションの
奥深さを知り、興味を持つようになったん
です。特に本作で、よりアクションが好き
になりましたね。自分なりに手ごたえも感
じましたし、すごくかっこよく撮ってもら
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   OKAYAMA MOVE UP

“人”が好きです。出会う人をみんな好き
になりたい。信じたいし愛したい。
…友達は少ないんですけど（笑）。
ったので」
　白石をはじめ、主人公・昴役の岡田将
生、染谷将太、成海璃子、黒島結菜、松
岡茉優ら若手世代の人気俳優が集結。中
でも岡田は今回アクションに初挑戦。
「今回、相手がみな同世代だったので、遠
慮なくアクションができたのが良かったな
と思います。ベテラン相手なら遠慮すると
いうわけでも無いんですけど（笑）。基本
的に撮影では、実際に相手にパンチを当
てることはせず、遠近感を利用して当たっ
ているように見せて撮ります。でも、間合
いが30センチ空いているのと、10センチ
まで詰められるのとでは、やっぱり違うん
ですよね。ギリギリまで詰めるほうが迫力
が出る場面なら、やっぱり攻めていきたい
んですけど、そうするとどうしても、うっ
かり当たってしまうこともあるので。同世
代なら“あっ、ごめん！”で済むかな、と

（笑）。実際、岡田さんとのバトルシーンで
は何度か当ててしまって。そのうち、僕が
間合いを詰めると岡田さんが間合いをとる
ようになって、妙なせめぎ合いをしていま
した（笑）。岡田さんは現場でもいつも笑
顔で主役として場を盛り上げてくれてい
て、僕も見習わなきゃと思いました。僕の
場合どちらかというと、一人で撮影現場
の隅で台本に没頭していることが多いの
で…（笑）。もちろん共演者やスタッフの人
と話すのは好きなんですけど、撮影以外
で周囲に気を配る余裕がまだまだ自分に
は足りないと思うんですよね」
　来年には主演映画『彼岸島2』も控え、
人の輪の中心となる機会が増えそう。
「でも実は、すぐに人の輪に飛び込んでい
けるタイプじゃないんです。友達もあまり
い ない で すし…って、『OKAYAMA 
MOVE UP』はポジティブがテーマなの
に全然ポジティブじゃないですね、すみま
せん（笑）。でも“人”は好きなんです。出
会う人をみんな好きになりたい。信じたい
し愛したい。…友達は少ないですけど

（笑）。もちろん気持ちが通じ合わないとき
はあるから、そういうときはキツイですけ
どね。でも疎遠になった人でも再会すれ
ばまた仲良くなるものだと信じてるし、仕
事でも人と出会うのは楽しいです」
　そんな、少し控えめな素顔と、芝居に
対する意欲的でポジティブな姿勢のギャ
ップも、魅力のうち。
「実は、俳優を辞めて就職をしようかなと
思ったこともあるんです。それもかなり本
気で（笑）。以前、テレビの情報番組で半
年ほどレギュラーを務めさせていただいた
んですが、その間スケジュール的なことも
あって映画やドラマの仕事を入れていな
かったんです。学校にも通っていた時期
で、このまま就活しようかな、と思ったり
もしたんですよね。でもいろいろ考えて結
局思ったのは、やっぱり芝居がしたいとい
うことでした。もう一度芝居がしたい。辞
めるなら、俳優としてちゃんとした仕事を
残してからだという意地もありました。そ
の後『仮面ライダー ウィザード』が決ま
って。あまり意識したことのないジャンル
だったんですけど戸惑いよりも、また芝居
ができる喜びのほうが大きかったです」
　そんな彼にプライベートで好きな物を聞
いてみると。
「サッカーはずっと好きで、東京ヴェルデ
ィを応援してます。先日、ヴェルディとフ
ァジアーノ岡山で試合していましたよね。
ファジアーノはすごく頑張っていて、いい
チームですね。大きな資本のあるクラブと
違って市民クラブは本当にサポーターの
応援が重要で、そういう意味でもファジ
アーノにはポジティブな雰囲気を感じま
す。もちろん選手やクラブのパワーもある
んですけど、そのポジティブさで地域が
盛り上がっている感じが伝わってきます。
ファジアーノは、近いうちにJ1に行ける
んじゃないかなと、僕は予想しているんで
すけど（笑）。最近は釣りにハマっていて、
魚のことばかり考えてしまって少し困って

撮影・蔦野裕　ヘアメイク・鬼頭 保　スタイリスト・牛田 元

ます（笑）。魚売り場に行っても、ここで
この魚が釣れるんだとかチェックしちゃっ
て。そのうち、遠洋に行きたくなったらど
うしよう（笑）。でもそれは俳優としてちゃ
んと仕事を残して、その後のお楽しみで
すよね。あとは本を読んだり映画を見た
り。やっぱり一人の趣味が多いですね
（笑）。映画はどんなジャンルがというよ
り、役者が輝いてる作品に魅了されます。
自分が役者だからかもしれないですけど。

最終的に、人の記憶に残る俳優になるこ
とが、夢ですね。1本でも、そういう作品
を残せたら俳優をやっていた意味がある
のかな、と。いつか何カ月も釣りに出かけ
られるように（笑）、今は俳優として全力
で良い仕事をしていきたいです」
　確かな演技力と、本格アクションもこ
なす身体表現力。俳優・白石隼也は “イ
ケメン若手俳優”というだけでは語りつく
せない、底力を感じる存在だ。

監督：瀬々敬久　出演：岡田将生、染谷
将太、成海璃子、松岡茉優、白石隼也他

ワーナー・ブラザース映画 配給／全国公開中　
http://wwws.warnerbros.co.jp/strayers-chronicle/

ファジアーノ岡山はJ1昇格の可能性あり、と言って
くれた白石から岡山の読者にサインをプレゼント。
岡山に来たときにはぜひホームで観戦を！

『ストレイヤーズ・クロニクル』

白石隼也から読者3名にサ
イン入り色紙をプレゼント！

INFORMATION

©本多孝好／集英社 ©2015「ストレイヤーズ・クロニクル」製作委員会
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　笑顔を振りまきながらスタジオに現れた
彼女は、きゅっと髪をまとめたヘアスタイ
ルのせいか、もともと小ぶりな顔がさらに
小さく見えた。「…やつれたんですよ」と、
本人。「毎日見ているので、自分では（小
さくなったとか）分からないんですけど」と、
カラカラっと笑う。聞けば、4月からフル
稼働。とにかく忙しい日々を送っていると
いう。とはいえ、その表情からは充実した
日々を送っていることが見て取れる。

　今年、デビューから20周年のアニバー
サリーを迎えた。

「早かったですね。ただ、私は悩みの時期
が長いので、仕事をしていたのは実質10
年ぐらいなんですよね。人間的にちょっと
ダメな時期もありましたし。でも、そうい
う時があったから、今、いろんな歌が歌え
るってこともあるんだろうなって。改めて
歌手になって良かったなって思います。歌
手じゃなかったら、過去の苦しみを歌にす
るってことはできなかったですしね」

　5月にオリジナルとしては９年ぶりにリ
リースしたシングル『はじまりのうたが聴
こえる』。過去と向き合いつつ、新たな旅
立ちを宣言するもので、その歌詞世界を
含めて、注目を集めた。

華原朋美
TOM O M I  K A H A R A

デビュー20周年で新たなフェーズへ！

　デビュー20周年のアニバーサリーイヤーを迎えた、華原朋美。先日、2枚の
ベスト盤を同時リリースし、精力的な活動を展開している。７月には全国ツアー
をスタート。再始動から３年。その活動にドライブが掛かる華原が、「日本を元
気に」を合言葉に放送中のラジオ番組『JAPAN MOVE UP supported by 
TOKYO HEADLINE』（TOKYO FM）に登場。この20年を振り返るとともに、
新曲、近況などについて話を聞いた。

「作曲が小室哲哉さんで、詞は私が書か
せていただいています。小室さんの曲が
先にあったのですが……小室さんの曲は
やっぱり素晴らしいですね。もともと、あ
あなりたい、こうなりたいではなく、自分
の経験を生かしたものにしようっていうア
イデアは持っていて、最初はシンセサイ
ザーだけだった曲ができあがっていく過程
のなかで、自分が書きたいことも定まって
いく感じでした。それでも前を向いていこ
うであるとか、そう決めた心の強さだった
りが形になればいいなって。そういった作
品なので、歌うときはどういう気持ちにな
るのかなって不安もあったのですが、最初
に歌った時、イントロが流れ出した瞬間に
私自身が救われちゃったんです。それから
は、歌えば歌うほど救われる感じがします。
曲調もクライマックスに向かって明るいテ
ンポになっていくので、歌っていてすごく
前を向けるんです」

　先日、2枚のベスト盤を同時リリース
した。シングル曲を収録したベストヒッ
ト的内容の『ALL TIME SINGLES BES 
T』。もう一つの『ALL TIME SELECTION 
BEST』はファン投票で人気の楽曲を収め
た。ベスト盤にはそれぞれ、新曲も1曲
ずつ収録している。

「ベスト盤を作るにあたって、いろいろ考
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Latest information

『ALL TIME SINGLES BEST』＆『ALL TIME SELECTION BEST』

デビュー20周年を記念する全国ツアーが展開中！
「TOMOMI KAHARA 20th Anniversary TOUR KAHARA's HISTORY @19952015」

3つのレーベルを超えて制作された初めてのオールタイムベ
スト。
『ALL TIME SINGLES BEST』
初回盤（CD2枚組 +DVD）4800円､ 通常盤（CD2枚組）
3600円

『ALL TIME SELECTION BEST』
初回盤（CD+DVD）3900円、通常盤（CD）3000円
※収録曲など詳細、ツアー情報はオフィシャルサイト（http://
www.universal-music.co.jp/kahara-tomomi/）で。

【日程】
7月11日（土） 　
山口・周南市文化会館 
7月19日（日） 　
東京・NHKホール
7月20日（月・祝） 
宮城・仙台電力ホール
7月26日（日）   
茨城・常陸太田市民交流センター　大ホール
8月2日（日）   
栃木・足利市民会館　大ホール
8月9日（日）   
静岡・磐田市民文化会館
8月15日（土）   
岐阜・長良川国際会議場　メインホール

8月22日（土）   
富山・高周波文化ホール　大ホール
8月29日（土）   
福島・いわき芸術文化交流館アリオス 大ホール
9月5日（土）   
愛知・日本特殊陶業市民会館　フォレストホール
9月6日（日）  
滋賀・大津市民会館　大ホール
9月19日（土）   
大阪・フェスティバルホール
9月21日（月・祝） 
和歌山・紀南文化会館　大ホール
9月23日（水・祝） 
兵庫・神戸国際会館こくさいホール

えたんです。収録曲は改めて歌い直すと
いう選択もあったとは思うのですが、その
時の歌声だからこそのベストアルバムな
んじゃないかなとも思い直して、（楽曲が
リリースされた）その時の歌声で収録して
います。聞いてくれる方も、この曲が流
れていた時はこんなことしていたなってリ
ンクする曲があるんじゃないかな。歴史も
感じられておもしろい内容になっているん
じゃないかなって思います」

　立て続けのリリース、それにまつわるプ
ロモーション活動、「…やつれたんですよ」
という説明にも納得がいく。さらにそれに
加えて、自ら新曲のミュージックビデオや
ツアーで使う映像を制作するなど、やるこ
とは増え続けているのだから。

「今になってなんて遅いって思われるだろ
うけど、今まで他の人に任せていたものを、
敢えて自分でやってみようと思ったんです
よ。そうすることの楽しさを知ったという
のもあるかもしれない。友達と２人でやっ
ているのですが、自分たちでできる範囲
のところでって決めたので、撮影機材は
iPhoneだし、照明はアマゾンで安く買え
たのでそれを使って。編集も自宅でやって
います。衣装はオーダーしたりしましたが、
ロケのための宿泊先を手配したりもして。

悩みの時期があったからこそ、
今、いろんな歌が歌える。

もちろん、いい機材でいいスタッフでって
いうこともできないわけじゃないけど、そ
れだと今までやってきたことと同じになっ
てしまうので。20年のなかで、これまで
こんなふうにやったことがなかったから大
変ではあるんですけど、大変なことを始め
ちゃったなとかそういう気持ちは全然ない
んですよね。楽ではないけど、これをやり
遂げた時、何か得られるものがあると思っ
てるし、見てくれる人たちもきっと喜んで
くれるんじゃないかなって。私、そのため
に歌い続けているんだと思う」。

　7月からデビュー20周年を記念した全
国ツアーも始まった。そのリハーサルも加
わり、さらに勢いは加速するばかりだ。

「ツアーは懐かしい曲も、新しい曲も交え
ての構成になる予定です。曲はいっぱい
あるのでメドレーということもあるとは思
うのですが、聞きたい曲は聞いてもらえる
んじゃないかな。そうなるように考えてい
ます。それと、歌を聴く、歌っている私を
見るというものではなくて、見て聴いて楽
しめるツアーにしたい。そのために今、映
像を作ってるので（笑）」

　ここからまた新しい華原朋美が始まると
本人。今後も彼女から目が離せない。

撮影・蔦野裕　協力・HOOTERS SHIBUYA
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地方創生
岡山発信

SPECIAL オープントーク
― 岡山から日本を元気に！TEAM2020 ―

「日本を元気に！」をテーマに活動する「TOKYO MOVE UP プロジェクト」と
連携する形で一昨年から活動を開始した「OKAYAMA MOVE UP プロジェク
ト」による「OKAYAMA  MOVE  UP! SPECIAL  オープントーク−岡山から
日本を元気に！TEAM2020 −」が 5月23日、岡山県岡山市の山陽新聞社・さ
ん太ホールで開催された。

　公開収録では岡山 5 区選出の衆議院議
員で現在、安倍政権で内閣官房副長官を
務める加藤勝信氏をゲストに迎え、岡山
から日本を元気にするヒントやこれからの
日本についてといったテーマでトークを展
開した。

OKAYAMA MOVE UP

2015.5.23 START!! 加藤 勝信　衆議院議員 / 内閣官房副長官
昭和30年11月22日生まれ〈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／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）
※略歴は 2014 年 11月のもの

頼定 誠　株式会社ファインシード 代表取締役社長
1968 年岡山市出身　岡山大安寺高校卒 / 早稲田大学大学院商学研究科修了 / 中央大学理工学部
日本 IBMでプロジェクトマネージャー職、博報堂にてメディアプロデューサー職に従事。その後、富士フイルム
の新規化粧品事業（アスタリフト）の立ち上げに参画。2009 年モブキャストに経営参画、プロ野球ゲーム ｢モ
バプロ｣ が大ヒットし、2012 年東証マズーズ上場。2015 年 4 月よりファインシード代表取締役社長就任、年
内に新規 10 事業の立ち上げを目指す。
＜略歴＞平成 4 年 4 月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 / 平成 13 年 5 月 株式会社博報堂入社 / 平成 18
年 6 月 エフツーエム株式会社（富士フイルム・電通合弁）取締役 COO、富士フイルムの新化粧品「アスタリフト」
事業の立ち上げ / 平成 21年 8 月 株式会社モブキャスト常務取締役 / 平成 24 年 6 月 東証マザーズ上場（証
券コード 3664） / 平成 27 年 4 月 株式会社ファインシード代表取締役社長
＜主な著書＞「Web マーケティングコンサルタント養成講座」（翔泳社） 「eコマースプランニング入門講座」（翔
泳社）

髙畑 宗明　株式会社オーエム・エックス代表取締役社長 / 
株式会社バイオバンク統括部長  博士（農学）
1979 年生まれ。岡山大学大学院自然科学研究科バイオサイエンス専攻。現在、株式会社オーエム・エックス
代表取締役、株式会社バイオバンク統括部長を務める。自らの体験と発酵食品が健康に大きく貢献している
事例を世界 20 カ国近くで目にしたことにより、腸内細菌の研究に従事。国内外で研究論文を発表するほか、
学会発表も多数。自身が研究開発している発酵サプリメント「OM-X」は、アメリカで「BestofSupplements 
Award」を 6 回受賞するなど、国際的に高い評価を得ている。国内外での講演や食育活動に加え、メディアへ
腸内細菌や乳酸菌に関する情報を寄稿するなど、老若男女の健康な腸づくりを支える活動に尽力している。著
書に『「腸内酵素力」で、ボケもがんも寄りつかない』（講談社 +α新書）がある。

　加藤氏は岡山のポテンシャルについて、
「JAPAN MOVE UPという活動に賛同し、
地域で一番に始めたのが岡山。こういう
活動をするには “ やろう！”という人が多
く集まらないとできない。岡山にはそうい
うノリの良さを感じます」とまずはその積
極性をあげた。そして以前、安倍総理と
ワシントン、シリコンバレーに外遊したと
きのエピソードを交えながら「岡山は台風
や地震などの災害が少なく日本の中でも
防災の面でも一番安全といわれています。
そして海や、山もあり自然にも恵まれてい
る。晴れの国と呼ばれるように天気がいい。
天気がいいと元気になるので、ポジティ
ブにもなる。それが岡山のポテンシャルの
源」と地形的特性と合わせて、そのポジ
ティブさの理由を語った。

　また地方創生という観点では「地方創
生をしていくためには挑戦をしないといけ
ない。挑戦すると上手くいくときもあるし
失敗することもある。でもこの失敗が次へ
の財産であり糧になる。それを乗り越えて
いくのが大切。それができる環境が、岡
山にはあると感じます」と語った。
　そして 2020年の東京オリンピック・パ
ラリンピックに向けて、「地方はポテンシャ
ルを上げていかなければいけないし、その
地域の強みを地域の人間が理解しアピー
ルしていかなくてはいけない。先に発信し
たほうが勝つ」とし、岡山については「やっ
ぱり果物をはじめとした農産物。そして、
岡山で農業をしてみよう、農産物の加工
の仕事をしてみようと思う人が続々とでて
きたらうれしい」と話した。

OKAYAMA MOVE UP 
総合プロデューサー　一木広治

　この「OKAYAMA MOVE UPプロジェ
クト」は「岡山を元気に！」「岡山から日本
を元気に！」をコンセプトに、フリーペー
パー『OKAYAMA MOVE UP』の発行を
はじめとし、各種イベントの実施などエン
ターテインメントを中心に岡山を盛り上げ
る活動を行ってきた。今回のイベントは
地方創生がフォーカスされるなか、プロ
ジェクトの認知拡大を狙って企画されたも
ので、TOKYO FM で放送
中のラジオ番組『JAPAN  
MOVE  UP』の公開収録と
トークセッションの 2 部構
成で行われた。

ラジオ JAPAN MOVE UP 公開収録
OKAYAMA MOVE UP SPECIAL オープントーク第1部
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岡山若手経営者
パネルディスカッション × ベクトル大学

　第2部では、岡山出身の若手経営者で
ある頼定誠氏、髙畑宗明氏、村川智博氏
が5分の持ち時間で「自社の取り組みと岡
山への想い」をテーマに事業説明などを
プレゼンした。
　第 1部に引き続きゲストとして参加した
加藤氏は「さまざまな夢を持った方々がた
くさんいるなと改めて感じた。こういった
いい循環を起こせた、まさに MOVE UP
していただけたのではないかと思う。我々
も経済再生、デフレ脱却という言葉を使っ
ているが、問題点をあげて行動を起こす

ラジオで日本を元気にする番組
『JAPAN MOVE UP 
supported by TOKYO 
HEADLINE』
毎週土曜日21時30分〜 
TOKYO FM で放送中！

ポッドキャストも配信中 !! 未公開音声もノーカットでお届けします !!　 http://www.jfn.co.jp/moveup/

ナビゲーター一木広治（株式会社ヘッドライン 社長）／ Chigusa

〈第 2 部パネルディスカッションに登壇した経営者 3 人〉写真中央より、頼定 誠 ( よりさだ まこと)（株式会社ファ
インシード 代表取締役社長）、髙畑 宗明 ( たかはた むねあき)（株式会社オーエム・エックス代表取締役社長／株
式会社バイオバンク統括部長  博士〈農学〉）、村川 智博 ( むらかわ ともひろ)（有限会社ベクトル、株式会社ベク
トル PLUS、株式会社ベクトルキャリア代表取締役）

ことを躊躇する、守りに入っている気持ち
から脱却したいと思っている。どんどん夢
が持てそれが実現できるような国に地域
にしていきたいといのが私たちの思いです
が、まさにそうした流れが生まれていると
感じました」と総括した。
　またこの日は、登壇者全員で東京オリ
ンピック • パラリンピックの開催が決まっ
た 2020 年に向けた日本を元気にしていく
ネットワーク、“TEAM2020 アクション宣
言 ” の発表も行われ、５人それぞれが想
いを語った。

村川 智博　有限会社ベクトル、株式会社ベクトル PLUS、
株式会社ベクトルキャリア代表取締役
岡山県岡山市出身。アパレル品の買取販売を中心としたリサイクルショップから事業をスタートし、2003 年に
有限会社ベクトルを設立、その後全国的に FCを展開し、現在グループ全体で 76 店舗に拡大中。人材育成を
目的としたベクトル大学の設立など、CSR 活動にも積極的に取り組んでいる。2013 年自らの志である日本にリ
サイクル革命を起こすというグランドデザインを掲げる。2014 年日本のリサイクル率向上のため「買取戦隊ベ
クトル」を結成しテレビ・ウェブ CM、広告、イベントなど岡山から全国に向けリサイクルの啓蒙活動を行ってい
る。著書に『チャンスの神様と出会う方法』（株式会社現代書林）がある。

「天気がいいと元気になる。
それが岡山の一番のポテンシャル」

第２部

撮影  宗村和磨
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　独特な声と表情豊かな楽曲を持ち、全国での LIVE 活動、イン
ターネット生配信 ( ツイキャス )、YouTube への動画投稿と、
幅広く活躍の場を持つシンガーソングライター HISAYA。

ファーストミニアルバム 「HAPPY SONG」 ￥1500 にて発売
中！！
iTunes でも購入可能です。Twitter…@hisacas

【場所】BLUE BLUES（岡山県岡山市北区表町３丁目12-12）【日程】
10月18日（日）【料金】前売り 2000 円 　当日 2500 円 + 1ドリン
ク制【時間】開場 18 時 00 分〜　開演 19 時 00 分〜
Ameba：http://ameblo.jp/0912yosuke1225/
facebook・Twitter : 玉川洋輔で検索

ファーストミニアルバム「HAPPY SONG」配信中 玉川洋輔 ワンマン LIVE  ― COLOR ―

玉川：以前は、ストリートライブを定期
的にやってたよね。
HISAYA：ストリートは、3カ月東京に
行って、帰ってきてからはじめたんです
けど、最近はあんまりです。やりにくく
なっている状況もありますし。
玉川：できるところも減ってるしね…。
HISAYA：でもやっぱり、ストリートっ
てミュージシャンの夢ですよね。ゆず、
コブクロ、つんく♂さんとかもストリー
トから出たっていうのもあるし。
玉川：登竜門的な感じだよね！
HISAYA：そうですよね。ストリートは

on Music — HISAYA の音楽 —

「俺に勝てる個性を持ってる奴はいない」
僕に、酸いも甘いも教えてくれたところ
なんです。僕のやっている音楽に興味
がない人、たまたま通りかかったような
人には、路上ライブなんてただのうるさ
い音でしかないのかもしれない。でもそ
のなかの何人かが気になって足を止め
てくれたりもすると、すごくうれしいで
す。自分の力のなさも分かるし、力がつ
いてきたのも感じられます。それにスト
リートを通じてアーティスト仲間という
か音楽仲間もできましたし。みんな強
烈な個性の持ち主ですけど、俺に勝て
る奴はいないと思います（笑）。

玉川：今はライブツアーの真っ最中？
HISAYA：そうですね。CDのリリース
も決定しているので、レコ発ツアーとい
うか。ワンマンライブもあるし、ツーマ
ンもあるし。岡山だけじゃなくて、東京
や福岡、名古屋にも行きますね。
玉川：すごいなあ。夢が広がるね。
HISAYA：今はメジャーデビューが一
番の目標ではありますけど、歌えればい
いっていう感じではないんですよね。歌
って目立ちたい。とりあえず、全国区の

玉川：最後に読者の皆様へのメッセー
ジをお願いします。
HISAYA： 夢って堅苦しいものじゃな
いと思うんです。うまくいかなくて思い
悩む人もいるだろうけど、もっとラフ
に、ノリでいい。ダメだったらダメって
思える。そのほうが楽しいですよ。

on Dream — かなえたい夢 —

For the Reader — メッセージ —

「メジャーデビューが一番の目標」

「夢はノリで追求！そのほうが楽しい」

テレビに出たい。僕に興味を持ってもら
えるならカラオケ番組でも！ あと、HISA 
YAとしての活動と並行してロックバン
ドもできたらと思っています。
玉川：HISAYAくんもどんどん岡山から
全国に進出して行って、もっともっとた
くさんの人たちに存在を知ってもらい、
岡山を、そしてHISAYAの名を全国へ
轟かせて行ってほしい！　僕もじっとし
てられないな、本当に刺激される。

玉川：めっちゃいいこと言う！
HISAYA：楽しければ他のいいことも見
えてくると思います。恋愛でもそうじゃな
いですか？　それだけになっちゃうと相手
の気持ちも見えなくなる。まあ、そういう
入り込んだ感じになったりするのも逆に
あこがれだったりしますけどね（笑）。

MC 玉川洋輔
1989年9月12日生まれ

岡山県出身

DREAM ARTIST 
Special Interview Column

vol.6 HISAYA

酸いも甘いも、ストリートが教えてくれた

on Starting Point — HISAYA のはじまり — 
「大橋卓弥（スキマスイッチ） のライブに感動した」

HISAYA
1995年10月9日生まれ

岡山県出身

岡山生まれのシンガーソングライター・玉川洋輔が聞く！

玉川：今日はすごくうれしくて。初め
て HISAYA 君の歌を聴いた日からその
曲と歌声が頭から離れなくて、HISAYA
君って一体どんなミュージシャンなんだ
ろうって…ずっとお話ししてみたかった
から。それでいきなりだけど、どうして
シンガーソングライターになったの？
HISAYA：きっかけはスキマスイッチ
ですね。兄の家族が好きだったことも
あって、僕も聞くようになって、当時ソ
ロ活動中だったスキマスイッチの大橋
卓弥さんのライブに行ったんです。バ
ンドをバックにギターを弾き語りするス
タイルで、こんなことができるんだ、こ
んな気持ちにさせられるんだって感動し
たんですよね。そのころ、少しエレキギ
ターをやっていたし、歌も好きだったの
で、自分でもやってみようかなって思っ
たんです。
玉川：え！ めちゃくちゃ意外!!
HISAYA：自分のスタイルと違う人に

興味が行くんですよね。今はロック系
で、ONE OK ROCKとかKANA-BOON
とか（笑）。でもやっぱり、好きなのは
アコースティックのにおいがする歌です
けどね。
玉川：HISAYA君の声もそうなんだけ
ど、音楽自体がすごく独特で他のミュ
ージシャンとかぶらない。少なくとも岡
山ではすごく目立つと思う。
HISAYA：変な歌というか、変な声？

（笑）。音楽だけじゃなくて、プライベー
トも変わってるらしいです。友達によく
言われます。
玉川：その独特の個性からかな… え、
プロ?!って思ったもん!!（笑）
HISAYA：（笑）。これ自分で言うのも
なんですけど、「なぜ売れないのか分か
らない」と言われたことはあります。… 
…売り込みが下手ってことなんですか
ね。自分のプロデュースが上手じゃな
いというか。

撮影・元山龍斗
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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。

遂に第四章へと突入した EXILE が
テレビでパフォーマンスをさせて

いただきます。今月27日にオンエアさ
れますが、今はそれに向けてのリハーサ
ル真っ最中です。リハーサル初日、スタ
ジオに入るとNAOKI が上半身裸で本気
ストレッチをしていて、思わず気合が入
りました（笑）。見習って僕も裸ストレッ
チをNAOKI の隣りでしてみたのですが、
鏡にうつる二人があまりにもシュールで
笑ってしまったのですぐやめました ...。

　みんながそれぞれに忙しい中で、全員
が同じ時間に集まることはなかなか難し
いですが、メンバーみんなで同じ想いを
込めて、皆さんに画面を通して想いを伝
えたいと思っていますので楽しみにして
いてください！

　今回はなんと新曲初披露ということで
かなりいきり立っていますが、メンバー
でのリハーサルはやっぱり楽しいです
ね！　振りを作るメンバー、構成を考え
るメンバー、全体をまとめるメンバー。
テレビでのパフォーマンスということで、
画面から何を伝えるか考えながら今より
もっと良くしようと、作っては壊してまた

作る...、といった作業が僕はたまらなく
好きです。

　今年のツアーテーマは AMAZING WO 
RLD ですが、年ごとでテーマが変化す
るEXILE は、日々その想いやパフォーマ
ンス内容も変化と進化を繰り返していま
す。今度のテレビパフォーマンスや今年
のツアーで、僕たち EXILE の過去から
の変わらない歴史や、変化していく現在、
そして進化を繰り返していく未来を感じ
ていただきたいです。

　さて最近の僕といえば、夢の課外授
業や大学での講義、雑誌やテレビ収録
に DANCE EARTH PARTY の 活 動と
かなりめまぐるしく楽しい毎日を送って
います。つい最近、一日を通してずっと
先生していた日がありました。まずは夢
の課外授業。東京の小学校で全校生徒
とEX ダンス体操をしたり『Choo Choo 
TRAIN』をレクチャーしたり質問に答え
たり、生徒のみんなから合唱のプレゼン
トをもらったりと、ものすごく楽しい時間
でした。そこからすぐ移動して大学での
講義レッスンです！　小学校の先生 to 
the 大学の先生は、今までの人生の中で

初めての経験でした（笑）。大学のほう
もいよいよ終盤に差し掛かり、生徒の皆
さんも僕も頑張っています！ その日その
日に用意した課題や振り付けを皆さん一
生懸命覚えてくれていて、ギリギリです
が何とか最後の講義に間に合うような形
にはなってきました。最後まで気を抜か
ず、僕の講義を受けてくれたたくさんの
みなさんが、一生の思い出に残るような
時間になるように頑張ります。そして新
生 DANCE EARTH PARTY の第一弾
ニューシングル『BEAUTIFUL NAME』
が 8 月5 日に発売になります !! 今回の
ゲストアーティストはジャマイカのスカ
バンド THE SKATALITES、そして三代
目 J SOUL BROTHERS から今市隆二
が参加してくれます ! 　あのゴダイゴさ
んの名曲をこの豪華なメンバーでカバー
できることは本当にうれしいです ! 

　DANCE EARTH の ハ ッピ ー 感 と
『BEAUTIFUL NAME』のハッピー感が
合わさって、さらに超ハッピーな世界観
になっているので、皆さんぜひお楽しみ
に！

（TOKYO HEADLINE vol.645 より）

『EXILE』第35回

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