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日本を元気に！
SPECIAL
INTERVIEW 石井杏奈

E-girls ニューシングル『Dance Dance Dance』が
9月30日にリリース。さらに初の主演映画『ガールズ・
ステップ』が9月12日より全国公開。パフォーマーと
して女優として、充実の活動を続ける石井杏奈。この秋、
未来へ向かってさらなるステップを踏み出した彼女が、
今の思いと大きな夢を語る！

E-girls

撮影・裵東滸
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一木「2011年からE-girlsのパフォーマー
として活躍しているわけですが、そもそも
ダンスを始めたきっかけとは？」
石井杏奈（以下：石井）「両親が、子供
が生まれたらバレエを習わせたいと思って
いたらしいんですけど、近所にバレエ教室
が無くて（笑）。それで小学校2年生くら
いに近くにあったヒップホップダンスのス
クールに通うことになったのが、ダンスを
始めたきっかけです」
一木「その後、5年生のときにダンス大
会に出場してスカウトされたんですよね。
どんな気持ちでしたか」
石井「本当にびっくりしましたね、芸能界
なんて自分には無縁の世界だと思ってい
たので。興味というか実感が全然沸かな
くて、両親に話を聞いてもらっていたので、
そのときのことをあまり自分では覚えてい
ないんです（笑）。ダンスは好きでしたけど、
当時はまだ自分にとって習い事の一環と
いう意識でしたね。他にもそろばんも習っ
ていたので、今日はダンス、今日は遊び、
今日はそろばん、みたいな感じでした」
一木「そんな石井さんも今ではE-girlsの

パフォーマーとして活躍中ですね。9月
30日リリースのE-girls ニューシングル
『Dance Dance Dance』も楽しみです」
石井「今回はけっこうダンサブルな曲に
仕上がっていて、E-girls のいつものカラ
フルでポップというイメージとはまた違っ
た、かっこいいシングルになっているので
は、と思います。ミュージックビデオも見
どころの一つです。いつもだとミュージッ
クビデオではカメラ目線を意識して撮影す
ることが多いんですけど、今回はカメラを
意識せずに観客を意識して踊ったという
感じでした。お芝居の撮影と似ている気

E-girls ニューシングルで新たな魅力全開！

「私にとってダンスとは、夢を与えられるもの。
E-girlsとは、夢が詰まっている場所、です」

がしましたね。振り付け師さんからも、表
情は気にせず必死で踊って、という指示
をもらっていたので、とにかくみんなで一
つになって踊りました。まったく表情を気
にしてなかったんですけど、アップは多く
なかったので大丈夫でした（笑）。そんな、
メンバーが夢中で踊っている姿も見どころ
の一つになっていると思います」
一木「E-girlsも活動5年目。これまでの“感
動体験 ”ベスト3は？」
石井「まず3位はNHK紅白歌合戦に出
場したこと。2位は『ガールズ・ステッ
プ』で映画初主演を務めたこと。そして

映画初主演！ 女優・石井杏奈の覚悟
一木「演技の道を意識し始めたのはいつ
ぐらいですか？」
石井「小学校6年生の始めごろです。も
し自分が芸能界デビューできたら、女優
になりたいというイメージを持っていまし
た。それで演技に興味を持つようになった
んです」
一木「2012年にドラマ『私立バカレア高

校』で女優デビュー後、着々
と経験を積まれていますね。こ
の秋には初主演映画『ガール
ズ・ステップ』も公開になりま
す」
石井「最初、主演だと聞いた
ときには不思議な気持ちとい
うか実感がわかなかったんで
すけど、台本を読んでいるうち
に責任感とかプレッシャーが
だんだん強くなってきて（笑）。
でもそれと同時にうれしさもこ
みあげてきて、もういろんな気
持ちが複雑に絡み合っていま
した（笑）」
一木「セリフの暗記や役作り
も大変な作業だと思いますが、

どのように行っていますか」
石井「台本を覚えることに関しては、今の
ところ長セリフがあるわけでもないので、
わりと平気です（笑）。台本を覚えるときは、
帰宅後も時間が少し空いたときや寝る前
など、小まめに読むようにしています。役
作りは、演じる人物の性格を自分なりに分
析したり、その人物の背景を想像してみ
たりして肉付けしています」
一木「今回演じた主人公・あずさについ
てはどうとらえましたか」
石井「あずさは八方美人なところがあって、
いつも周りの意見についていってしまうん
ですけど、逆にいえば、すごく素直で優し
い子だから自分よりも人に合わせてしまう
んだと思います。台本を読んでいるときに
は客観的に、もっと自分を出していいんだ
よ、と励ましたい気持ちのほうが強かった
んですけど、いざ自分が演じてみると、誰
も傷つけないためにはどうしたらいいのか
悩んで迷ってしまうあずさの気持ちが、す
ごく理解できました。学生時代の悩みって、
本人たちにとってはすごく大きいことなん
ですよね。振り返ってみれば私も中学校
のころ、あずさと同じようなことがあった

1位は去年アリーナツアー『COLORFUL 
WORLD』ができたことですね。特に私は
1回目のアリーナツアーに参加できなかっ
たので、本当に感激しました」
一木「石井さんにとってダンスとは？ そし
てE-girlsとは？」
石井「私にとってダンスとは、夢を与えら
れるもの。E-girlsとは、夢が詰まっている
場所、です」
一木「ちなみに石井さんはE-girlsの中で
はどんなキャラですか？」
石井「後輩キャラですね（笑）」

な、と」
一木「等身大の役どころとはいえ、役に
入り込むのは大変では？」
石井「役への切り替えは、実はあまり意
識していないんです。現場で “よーいス
タート”の声がかかったら役になってる、
みたいな感じ。役にならなきゃというより
自分のなかで自然と役のスイッチが入る感
じです。海のシーンや部活動の場面は“こ
れって青春だよね！”と共感しながら演じ
ることができました。私自身の場合は、友
達とのおしゃべりとかテストに一喜一憂し
たりという日常的な青春ですけど（笑）」
一木「あずさたち“ジミーズ ”はダンスに
挑むわけですが、他のメンバーはダンス
初心者が多かったとか」
石井「みんなが私にダンスのことをいろい
ろ聞いてくれたので、少しは役に立てたか
な、とうれしかったです。あと、みんなで
踊る姿を撮影してそれを見ながら反省点
を出し合ったり、けっこうハードな筋トレ
を一緒に頑張ったり。ダンスのレッスンを
通して物語の外でもみんなが一つになっ
ていった感じですね」
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さらに大きな舞台へ “ステップ ”アップ！
一木「今後どんな“ステップ ”アップを思
い描いていますか？
石井「パフォーマーとしては、ドームツアー
ができるようなアーティストになりたいで
す。女優としては、賞をたくさん撮れるよ
うな女優になりたいです。どんな賞？　そ
れはやっぱりアカデミー賞最優秀主演女
優賞です！ 私はまだこの道を歩き始めた
ばかり。この先長いので、一歩一歩頑張っ
ていきたいと思っています。その中で、い
ろいろな“夢 ”を叶えていきたいですね。
小学校のときの夢が保育士さんや看護師
さんになることだったので、お芝居のなか
でその夢を叶えられればうれしいですね。
これからもいろいろな作品に挑戦して、い
ろんな夢を叶えていきたいと思っていま
す」
一木「夢に向かう中で辛いときもあると思
います。そんなときに支えとなるのは？」
石井「悩んでいても自分の中で解決して
しまうことが多いんです。辛い時もあきら
めたいと思ったことがなくて。一晩寝たら
気持ちをリセットできてしまうので（笑）。
ただ、この道に入るとき両親から“笑う門
には福来る、だよ。どんなことがあっても
笑っていなさい”と言われました。だから、
いつも笑っていよう、と思っています。笑っ
ていれば本当にいいことが起こりそうな気
がします」
一木「最後に、夢に向かって頑張る読者
にメッセージをお願いします」
石井「夢に向かって一生懸命頑張ってい
る人ってキラキラ輝いていてカッコいいと
思います。つまずくことや悩むこともある
と思いますけど、一歩を踏み出す勇気を
大切にしてほしいと思います」
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OKAYAMA MOVE UP 総合プロデューサー　
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 / 夢の課外授業総合プロデューサー /2020 東京オリン
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（2011
年~2013年）/ LDH顧問エグゼクティブプロデューサー / ローソ
ン・ローソンHMVエンタテインメント顧問 / チヨダ顧問 / 総合
PR会社vector（ベクトル）顧問 / USEN 顧問 / 株式会社ファイ
ンシード顧問 / 株式会社MOCA ENTERTAINMENT（フォーシー
ズグループ）顧問 / 淑徳大学人文学部表現学科客員教授 / 早
稲田大学理工学部EDGEプログラム講師 / NEXT INNOVATOR 
2015 サポーター

POSITIVE ITEM

読者からの質問に石井杏奈が直接答える

答えて！ 石井杏奈さん

元気をくれる思い出
たまに家に帰ったときに昔の家族旅行の
映像とかを見ると、元気が出るというかど
んなときも笑っちゃいます（笑）。

好きな食べ物
フルーツ、特にミカンが好きです。子供
のころからミカンが好きなんです。祖父が
私のために、いつもミカンを箱買いしてく
れていて、学校でテストの点が悪かったり
すると祖父のところに行って、ミカンをも

らってました（笑）

好きな本＆マンガ
『ONE PIECE』。単行本派です（笑）。

好きな映画
泣いてスッキリしたい、というときには泣
ける映画とか見ちゃいます。お気に入りは
『同じ月を見ている』。これは号泣ですね。
あと『きみに読む物語』も大好きです。

『ガールズ・ステップ』絶対に見に行きま
す！　大好きな杏奈ちゃんが主演でGEN 
ERATIONSが主題歌なので映画を見るの
がとても楽しみです！　撮影で大変だった
ことを教えてください！（あやかさん）

A:冬の海に入ったシーンです。みぞれが
降っているなか海に入ったんですが、すご
く寒かったです！

石井杏奈ちゃんは今回『ガールズ・ステッ
プ』で主演をされましたがプレッシャーや
悩んだことはありますか？（ゆうかさん）

A:撮影中は、日々プレッシャーでした。で

も本当に楽しい現場だったので、楽しさの
ほうがプレッシャーより勝っていましたね。

ズバリ、E-girlsの新曲『Dance Dance Da 
nce』で、杏奈ちゃんが特に注目してもら
いたいと思っているポイントを3つお答え
ください！（岡本葵さん）

A:ミュージックビデオはパートごとにシー
ンが分かれていて、私は山口乃々華と一
緒に踊っているんですが、ちょっとミュー
ジカル調の撮影の仕方になっているので、
そこも見てほしいと思います。あと2つは
…ぜひご覧いただいて、見つけてください
（笑）

読者3名に石井杏奈さんのサイン入り色紙をプレ
ゼント。質問を送ってくれたあやかさん、ゆうかさ
ん、岡本葵さんには名前入りサイン色紙をお送り
します！

石井杏奈サイン色紙を質問者＆読者3名にプレゼント！

OKAYAMA MOVE UP
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石井杏奈、映画初主演！　
ダンスを通して、恋、友情、そして成長を知る青春映画

『ガールズ・ステップ』
　地味でイケてない女子…通称 “ジミー
ズ ”が、ひょんなことからダンス部を結成
することに！　女子中高生の憧れ、E-girls
の最年少パフォーマー・石井杏奈。今年
公開さた話題作『ソロモンの偽証』での
好演も記憶に新しい彼女がついに映画初
主演！
　石井演じる主人公・あずさとともにダン
スに挑む“ジミ系女子 ”たちには、『魔女
の宅急便』の小芝風花をはじめ、小野花

梨、秋月三佳、上原実矩らネクストブレイ
クの呼び声高いメンバーが勢揃い。いま
最も勢いのあるグループGENERATIONS 
from EXILE TRIBEの『ALL FOR YOU』
が歌う主題歌にも注目。劇中のダンスシー
ンでも使用されるミドルテンポでキャッチ 
̶な楽曲が映画の世界観を盛り上げる。
　友情に、恋に、ダンスに…全力で挑む
女子たちの成長に、誰もが共感できる、
ガールズエンターテインメント。

©宇山佳佑／集英社　©2015「ガールズ・ステップ」製作委員会

『ガールズ・ステップ』舞台挨拶で “ジミーズ ”再結成 !?
【STORY】 幼いころにいじめられたトラウマから、誰
に対しても調子よく接してしまう高校2年生のあずさ
（石井杏奈）。ある日、あずさはひょんな出来事から、
ダンス部を結成するはめに。一緒に集められたメンバ
ーは、クラスに友達のいないボッチで地味な4人。根
暗の愛海（小芝風花）に勘違い女の葉月（小野花
梨）、それからガリ勉の環（秋月三佳）にヤンキーの
美香（上原実矩）。通称“ジミーズ”と呼ばれる面々
だった。さらに、コーチとしてやってきたケニー（塚本
高史）は、とにかくチャラくて胡散臭い人物。もとも
と友達のいない“ジミーズ”に、チームワークなど芽
生えるはずもなく、ダンスもさっぱり状態しない。し
かし、失敗を重ねながらもひたむきに挑む彼女たち
に、まさかの友情が芽生えはじめ…。でもこの友情は
本物？　初めての感情に戸惑うジミーズ。果たして彼
女たちは本当の「仲間」と呼び合える存在になれるの
か。そして、ダンス選手権という大きな舞台に挑むこ
とを決めたジミーズの行方は…！？

監督：川村泰祐　出演：石井杏奈、小芝風花、
小野花梨、秋月三佳、上原実矩、磯村勇斗、大
東駿介、音月桂、山本裕典、塚本高史他／主題
歌：GENERATIONS from EXILE TRIBE 『ALL 
FOR YOU』／東映配給／9月12日より全国公
開　http://www.girls-step.com/

『Dance Dance Dance』
【発売日】9月30日（水）【販売形態】CD+DVD 1800円／CD 1200円／CD（ワンコインシングル）500円
　（各税別）【URL】http://e-girls-ldh.jp/

E-girls NEWシングル
『Dance Dance Dance』9月30日リリース！

　今年の5月にリリースされた『Anniver 
sary!!』に続く、待望のNEWシングル
『Dance Dance Dance』が9月30日にリ
リース！　史上最高のダンス・グルーヴで、
E-girlsのニューサウンド＆スタイルが幕を
開ける！ 未体験ゾーンへ突入する待望の
ニュー・シングル。
　オフィシャルホームページでは『Dance 
Dance Dance』　のミュージックビデオ
も公開中。ダンサブルな世界観を、圧巻
のパフォーマンスと映画のようにドラマ
ティックな映像を楽しんで！

　映画『ガールズ・ステップ』の完成
を記念して、8月24日、主要キャス
トが集まる夏祭りが、都内で行われた。
全員が浴衣や甚平姿で出席し、撮影
時を振り返りながら、ワイワイと盛り上
がった。
　劇中、息の合ったダンスを見せるメ
ンバー。イベントでもチームワークは
抜群。印象に残っているシーンを聞か
れ、石井が「海辺で思っていることを
告白しあうシーン。寒くて雹が降って
きて凍えながらだったんですが、海に
向かっていくシーンを…３回もやって
…」と話し出すと、ジミーズメンバー
はニヤニヤ。その理由が長いスカート
を履いていた岸本環が “ズルして”ス
カートの下に着用していた股引が見え

てしまったためと明かされると、岸本は
「言わないっていったじゃ～ん！」。その
後も他キャストが股引とリピートし、会
場は大爆笑だった。
　クランクイン前のダンスレッスンか
ら長い時間を過ごしたことで「ジミー
ズみたいに絆が強まったのかなって思
います」と、石原。映画のラストでは、
キレのあるダンスを披露するダンス部
5人組 “ジミーズ ”だが、石井を除く
他4名はダンスはほぼ初心者。石井は
「ダンス歴がないなかで、基礎から、筋
トレからやっていました。いろいろある
なかで、昨日覚えた振りは次の日には
できていて、刺激を受けました」と話
した。
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EXILE TRIBEが放つ、世界初の総合
　音楽、ダンスパフォーマンス、演技などあらゆる表現を注ぎ込んで、唯一無二のエ
ンターテインメントを創り、届けている、EXILE TRIBE。新たに挑むのは、世界初
の総合エンターテインメント・プロジェクト『HiGH&LOW』（ハイ・アンド・ロウ）だ！

　全国的に猛暑日が続いていた8月11
日、EXILE TRIBE、そして『HiGH&LOW』
というワードが、新聞を始めとしたさまざ
まなメディアで躍り、インターネット上は
ざわついた。世界初の総合エンターテイ
ンメント・プロジェクト『HiGH&LOW ～
THE STORY OF S.W.O.R.D.～』（以下、
HiGH&LOW ）が始動、それとともにその
概要が明らかにされたのだ。
　日本テレビとEXILE、三代目J Soul 
Brothersらが所属するLDHがタッグを組
み、考えつくかぎりのメディアを巻き込ん

で展開する大型プロジェクト。同名の映
画（2016年7月16日全国公開予定）を軸に、
テレビでこの10月から深夜連続ドラマ（日
本テレビ）がオンエアされ、同時期にオ
ンライン動画サービスのHuluで連続ドラ
マのディレクターズカットを加えた特別版
を配信。さらには複数のマンガ誌で、そ
れぞれ異なる視点からのストーリーで連載
がスタート。2016年には、EXILE TRIBE
のグループの垣根を越え、『HiGH&LOW』
の世界を表現するオリジナルアルバムを
制作、さらにこの作品を携えたライブツ

アーも行われる予定だという。
　類を見ないスケールの壮大なプロジェ
クト。企画プロデュースを担当するEXILE 
HIROは、「世の中をビックリさせたい、ワ
クワクさせたいという気持ちと、EXILE 
TRIBEメンバーの夢や、普段からのアー
ティスト活動や役者活動などを照らし合わ
せていくうちに様々なアイデアが生まれて
スタート致しました」（原文ママ）と、本
プロジェクトのきっかけを説明する。音
楽、ダンス、芝居と活動範囲を広げてい
るEXILE一族ならではのスケール。日々、
新しいフィールドへと拡大している彼らに
とって、現時点では最もフィットしている
規模のプロジェクトと言えるだろう。
　さて、この壮大なプロジェクトの要と

なる映画だが、舞台となるのは、5つの
不良グループが勢力争いを繰り広げる
「SWORD地区」と呼ばれるエリア。各チー
ムがそれぞれのプライドをかけて闘い、そ
こに謎の組織も入り込んでくるという。
　ストーリーは完全オリジナル。俳優で
同作のプロデュースも手掛ける平沼紀久
は、8月21日、ラジオ番組『三代目J Soul 
Brothers　山下健二郎のオールナイトニッ
ポン』（ニッポン放送）に出演し、この
プロジェクトについてトーク。EXILEの
HIROが語った“こういうことをやりたい”
という話を平沼がメモ、人物相関図を作っ
たことから始まっていること、劇中には
HIROの学生時代経験や実際に出会った
人々がベースになっている人物が複数登
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場すること、山下と岩田剛典（EXILE、三
代目 J Soul Brothers）が演じる役どころ
は「HIROさんの思い出の人物」であるこ
とも明かした。関係者が初めて語るプロ
ジェクトの内容だっただけに、大きな反響
が寄せられたという。
　男たちが、それぞれのプライドをかけて
闘うというだけに、アクションシーンにも
期待が寄せられる。担当するのはこれまで
にないアクションシーンで度肝を抜いた映
画『るろうに剣心』シリーズを手掛けたチー
ム。9月のクランクインを控えて、すでに
殺陣の練習が始まっているようだが、「（パ
ンチやキックを）当てていいですから！」と、
あえてフィジカルコンタクトも辞さない本
気の練習にキャストも驚きが隠せないとい

う。スクリーンではリアリティーのある格
闘シーンが見られそうだ。
　また、物語は、登場するキャラクターの
SNS『Instagram（インスタグラム）』の
投稿から展開することも明らかになってい
る。プロジェクトの概要発表と同時に、3
名の登場人物による『インスタグラム』
の更新がスタートしており、すでに多くの
写真が投稿されている。それぞれの写真
には作品の世界観が反映されており、投
稿が増えるたびに作品への期待が高まっ
ている。すでに、各アカウントはたくさん
のフォロワーを集めていて、日々その数は
増え続けている。EXILE TRIBEの人気も
さることながら、この壮大なプロジェクト
への注目度の高さも分かる。

　監督は多くのミュージックビデオやライ
ブ映像をEXILE HIROとともに作り上げ
てきた久保茂昭。久保は、本プロジェク
トで映画・ドラマの監督に初挑戦するが、
EXILE TRIBEの作り上げる世界やEXILE 
TRIBEの精神に通じているだけに、ベス
トなタッグといえるだろう。脚本は本プロ
ジェクトのために集められた脚本家集団
Team HI-AX（チーム・ハイアックス）が
担当する。
　映画の全国公開に先駆けて、10月から
は同名の連続深夜ドラマも始まる。EXILE、
三代目 J Soul Brothers、GENERATION 
S from EXILE TRIBE､ 劇団EXILE、さら
にはE-girlsと、EXILE TRIBEの面々が一
堂に会し、盛り上がりを見せそうだ。

「日ごろから僕らは “Love, Dream, Happin 
ess”を根本に活動しておりますが、今回
のプロジェクトでは、普段僕らがライブや
作品などを通して伝える伝え方とは全く別
の角度から、“Love, Dream, Happiness”
を届けていきたいと思っております。この
HiGH＆LOWを中心に、LDHならではの
エンターテインメントを創造していき、今
までにないさまざまな展開を見せていくの
で、ぜひ期待して楽しみに待っていて下さ
い」（EXILE HIRO）
　EXILE TRIBEが贈る、世界初で壮大な
スケールの唯一無二のエンターテインメン
ト。彼らの動きから、これまで以上に目が
離せなくなりそうだ。

エンターテインメントプロジェクト

これが、プロジェクトの概要だ！【映　画】 2016年7月16日（土）全国公開【ドラマ】 2015年10月期 日本テレビ深夜連続ドラマ【配　信】 2015年10月から Huluにて連続ドラマ特別版
【コミック】 別冊少年チャンピオン＆ヤングチャンピオンで連載　
【S N S】 Instagram　毎日更新！　ドラマ連動企画も！　
【音　楽】 2016年オリジナルアルバム発売決定！【ライブ】 2016年映画・ドラマ連動LIVEツアー
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クラブバイオリニスト。岡山県出身。1988 年 8月26日生まれ。5 歳からヴァイオリンを始め、数々
のコンクールでグランプリ受賞。岡山市ジュニアオーケストラの OB で、入団時に岡山市の姉妹都
市であるアメリカのサンノゼ市、韓国の富川市での海外公演も経験。

【Facebook】https://www.facebook.com/violinshogo　

◆コンピレーションアルバム『どれみふぁ空』リリース
　岡山の若手ミュージシャン応援プロジェクト。10 組のミュージシャンの楽曲 10 曲が収録されて
いる。参加アーティストは、SHOGO のほか、にぃ feat きむち、吉永拓未、ウヨリ、えだまめ、★
Acky ★、honoka、糸田勝哉、あそべ、真鍋大輝。発売中。￥1500。各アーティストによる手売
りのほか、岡山県内の島村楽器店内で販売。

SHOGO（ショウゴ）

DREAM ARTIST 
Special Interview Column

vol.7 SHOGO 「世界でストリートライブをしたい！」

岡山生まれのシンガーソングライター・玉川洋輔が聞く！

玉川洋輔 ワンマン LIVE  ― COLOR ―
【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

インタビュアー：玉川洋輔

on Starting Point — SHOGO のはじまり — 
「あれだってバイオリンを指差した！」

玉川：バイオリンを弾き、歌うとい
うSHOGOさんですが、そもそも音
楽をはじめたきっかけは？
SHOGO：幼稚園、まだ4歳のとき
に、家族でオーケストラ公演を見に
行ったことがあったんです。母親が
何か習い事をさせたかったらしくて、
その流れでチケットをいただいたっ
てことだったらしいんですけど。そ
れで、会場で母親に「習うなら何が
いい？」って聞かれたんですね。その
時、バッとバイオリンを指差しまし
た。実際に習い始めるのは5歳から
なんですけど、いろんなところで習
って、個人の先生に師事しました。
玉川：楽曲を聴かせていただきまし
たが、アゲアゲなものが多いですよ
ね。ロックやレゲエなんかも好きで
すね。
SHOGO：好きですよ。でも一番好
きなのは四つ打ち。トランスやエピ
ックですね。クラブに行くようにな
ってから聞くようになったんです。

玉川：トランスとバイオリン……な
んか…すごく異色な雰囲気ですね！

（笑）
SHOGO：それがそうでもなくて。
シンセサイザーとバイオリンの音っ
て近いものがあるなって思いますね。
玉川：それから現在のバイオリンの
スタイルに移行していくのは？
SHOGO：大阪に出てからです。16
歳で大阪に出たんですけど、仕事し
て、音楽やって、劇団にも通ってっ
ていう生活をしていました。音楽は、
歌が好きだったのでストリートで弾
き語りで歌っていました。そしたら
当時勤めていた会社の人が「歌を歌
える人なんて星の数ほどいる、他に
楽器できないのか」って。バイオリン
ができると言ったら、「なら、それを
やれ！」って。それがきっかけになっ
てバイオリンでストリートに出るんで
すが、弾いたらその瞬間に100人ぐ
らい集まったんです。これはイケる！

（笑）と。そこから始まってますね。

on Music — SHOGO の音楽 — 
「バイオリンのイメージを打ち破りたい」

玉川：とはいえ、ストリートでバイオ
リンって珍しいですよね。
SHOGO：外でバイオリンを弾くっ
ていうのはヨーロッパにはあるスタ
イルなんですけど、日本にはその文
化はないですから。それに、バイオ
リンってクラシック音楽のカラーが
強いですしね。そのイメージを打ち
破るっていうと、第一人者として葉
加瀬太郎さんがいますけど、僕はそ

の上を行きたい。葉加瀬さんの作品
にはクラシック音楽が必ず軸にある
んだけど、僕はその枠を外してジャ
ズだったらジャズ、クラブの曲だっ
たらクラブの曲を、バイオリンを入
れてクールに決めたいんです。だか
ら、ポップスも弾いていますよ。イ
ンストゥルメンタルで演奏するとい
い曲あるんです。宇多田ヒカルさんの

『FIRST LOVE』とか、すごくいい。

on Dream — かなえたい夢 — 
「2020 年のオリンピックで演奏」

玉川：これからどんな活動を考えら
れていますか？
SHOGO：先日、仙台に行ったんで
すがアツかったですね。またやって
みたいと思います。それと……海外
でストリートライブをしたいですね。
玉川：日本一とか、デビューが目標
ってよく言いますが、夢は世界なん
ですね！
SHOGO：楽器が楽器だから海外で
も通用するかなって（笑）。あとは自

分を磨いて、通用するジャンルにで
きるかだなって。
玉川：2020年にはオリンピックも
ありますから！
SHOGO：関わりたいです。最近、
ボクサーの和気慎吾選手の祝勝会で
国歌演奏をやらせていただいたんで
すが、演奏していてゾワーッとしま
した。今後も、アスリートに呼んで
もらえるようになれたらって思いま
す。

for Readers — メッセージ — 
「MUSIC TRIBE 2015 に出演します」

SHOGO：9月の21日から23日ま
で『MUSIC TRIBE』っていう大き
な大きな岡山県最大級の音楽フェス
があります。僕も9月21日にYEBI 
SUYA PRO で行われる前夜祭に出
演します。本祭は岡山武道館、後夜
祭もYEBISUYA PROで行われま
す。前夜祭は岡山出身のアーティス
トだけが出演していて、中西圭三さ
ん、葛城ユキさん、まきちゃんぐさ
んと出演します。ぜひ来ていただけ

たらと思います。
玉川：では最後に出演に向けて意気
込みを。
SHOGO：もうセットリストとかこ
ういうパフォーマンスもしようとかも
考えているんですけど、実は新ユニ
ットをその場で発表しようと思って
います。だからそれを目撃しにきて
ほしいですね。演奏時間が40分もあ
るんでワンマンライブ並みに楽しめ
る内容になると思います！













   OKAYAMA MOVE UP

『岡山眼鏡店』
【営業時間】10 〜19 時【定休日】火曜日、第２、第３
水曜日【TEL】086-250-6170【住所】〒 700-0026 
岡山県岡山市北区奉還町 2-15-15【提携駐車場】西口
パーキング【URL】http://kawasorasankai.com/

「眼鏡って楽しい！」
ちょっと自慢したくなる、私の街の眼鏡店。
　レトロモダンな雰囲気が漂う、洗練さ
れて落ち着いた店内にはオーナー自らが一
つひとつ吟味した、こだわりの眼鏡が並
ぶ。岡山眼鏡店は “うちの街にはこんな
素敵な眼鏡屋さんがあるんだよ”と少し自
慢したくなる眼鏡店だ。そんなお店を岡山
駅西口・奉還町に開いた理由を、オーナー
の猪原さんはこう語る。

「まず街並みがポイントでしたね。駅から
近くて便利な立地なんだけど、どこか下町
感が漂う感じが気に入ったんです。当店
ではアンティークのものやクラフト感のあ
る眼鏡を多く取り扱っており、そのイメー
ジで店内にもアンティークのインテリアな
どを置いています。駅前には大型店もあり
にぎやかですが、一歩店内に入れば、待
ち時間の間も落ち着いて過ごすことがで
きる空間づくりを意識しています」
　店名に “ 岡山 ”を入れたのも地域に根
差す店づくりを、との思いから。

「もともと僕が岡山出身ということもある
んですが一番は、やはり地域に根差した
店でありたいという思いがあったからで
す。眼鏡店の仕事は買ってもらうまででは
なく、むしろその後。お客様に心地よく眼
鏡を使い続けてもらうことなんです。毎日

使っていれば歪みも出るし汚れもします。
アフターケアもしっかり応える、地域に根
差した眼鏡店でありたい、岡山の皆さんに
良い眼鏡を提供していきたいという思いを
込めて岡山の文字を入れました。それと岡
山を代表するような店になりたいという気
持ちも含まれています（笑）」
　そんなオーナーのこだわりは取り扱う眼
鏡をはじめ随所に表れている。

「昔の眼鏡屋さんの時代からやっていたよ
うな細かな手作業や、最先端の加工機で
できること、どちらも素晴らしいんです。
この技術を組み合わせ、最高の眼鏡を提
供しています。昔から『温故知新』という
言葉が好きなのですが、古いものを受け
継ぎ、それを知った上で新しく正しく変化
させる。そういったことを意識して、日々
お客様に合う眼鏡を提供しています。あと、
お客様に対しては“ 向き合う”というより
“ 同じ方向を向く”ことを意識しています。
お客様の求める“見え方 ”というのは千差
万別。僕らの意見を押し付けるのではなく、
お客様のご要望や不満に一緒になって介
在していくことが大切だと思っています」
　手をかけるというこだわりが、眼鏡の可
能性を広げていく。

「昔から“ 半医半商 ”、眼鏡
屋は半分医療で半分商売と
いわれ、見え方に何かあれ
ば相談に行くような、地域

に密着した存在でした。最近ではそれが
薄れてきて、なるべく合理的に手をかけな
い店も増えているように思います。でも、
人の手が加わることで眼鏡を作るときの細
かな調整もできますし、メンテナンスによっ
て良い状態で長く使ってもらうことができ
る。それが大切なことだと思っています」
　プロが考えるメンテナンスの重要性と
は？

「毎日使う物なので、できれば年に１〜２
回はお店でメンテナンスをしてもらうのが
おすすめですね。長期間使用しなかった
ときなども、一度お店で確認するのが良
いと思います。よくある超音波洗浄機を
利用する方も多いと思いますが、実はあ
れを使って水分が部品の中に入り込んだ
ままにしている人がけっこういます。当店
では基本的に部品もすべて外してケアす
るので、数日お預かりすることになります
が、やはり定期的にプロにメンテナンスし
てもらうのが一番だと思います」
 “ 眼鏡愛 ” あふれるオーナーの話を聞い
ていると、眼鏡の可能性がどんどん広がっ
てくる。

「本当に眼鏡が好きなんです（笑）。個人
的に持っている眼鏡も、２00〜 300くら
いにはなりますね。もうコレクション状態
です（笑）。でも、その気持ちが、どんな
商品を扱うか、どんなサービスをするかと
いったことすべてにつながっていると思い
ますね。眼鏡は面白いですよ。同じブラン
ドでも、どこにこだわってどう作られてい
るか、それぞれ違いますし、使う人がいる

から出来上がるものもまったく違ってくる。
やっぱり“ 人がいる ” から面白い。眼鏡
が出来上がっただけでは意味が無く、お
客様が気持ち良く眼鏡をかけてくれるに
は何が必要なのかを考えないといけない。
デザイン、機能、素材、品質…完成まで
の一つひとつを考えると、好きじゃないと
やっていられないでしょうね（笑）」
　今後の夢を尋ねると、わくわくするよう
な答えが返ってきた。

「いつかハンドメイドで眼鏡を作ってみた
いですね。出来上がるまでの行程一つひ
とつを手作業でできたら、究極の眼鏡が
できるんじゃないかな（笑）。でも一番の
夢はやっぱり、一人でも多くのお客様に、
良い眼鏡を気持ち良く使ってもらうこと。
それに尽きます」
　最後に読者にメッセージを。

「眼鏡って、すごく楽しいものなんです。
ネガティブにとらえず、ぜひ楽しんでもら
いたいですね」
　眼鏡の楽しさも教えてくれる。そんな
“ 居場所 ” になりそうな眼鏡店だ。

「“人の手 ”を感じられる、街の眼鏡店でありたい」
―― 岡山眼鏡店 代表 猪原和樹さん

岡山眼鏡店・オーナーの猪原さん。
なんと偶然にも “ 眼鏡の日”10月1
日生まれ。県内の老舗眼鏡店で経
験を積み、認定眼鏡士の資格を持
つ。2015年3月『見えかた・見られ
方・心地よさ』をテーマに岡山眼鏡
店をオープン。ちなみに店のロゴは、
現存する日本最古の眼鏡といわれる
京都・大徳寺に収められている眼鏡
をモチーフにしている。
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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。

僕はEXILEのツアーのリハーサル合
宿のために、とある場所まできてい

ます。ここでは広い会場で本物のセット
を組立てて一曲ずつていねいにリハー サ
ルしています。僕たちメンバーのリハー
サルももちろんですが、セットを組み立て
る皆さんのリハーサルでもありますし、照
明さん音響さん映像さん舞台周り の皆さ
ん、バンドメンバーやサポートの皆さんな
ど、ツアーに関わってくれているすべての
皆さんのリハーサルでもあるのです。改
めてそのスタッフさんたちの 人数の多さ
にビックリするのですが、毎年お世話に
なっている方たちばかりなので顔を見る
と安心感がありますし、また今年も始ま
るんだなぁと、かなり気合が みなぎって
きます！

　今年のツアーはEXILE単体ということ
で、これだけは言えます。めっちゃくちゃ
踊ります（笑）。かなり体力が必要になる
くらい、ハードなライブになり そうです。
なのでその分トレーニングしないといけな
いのですが、最近僕は気づいたことがあ
ります。今まで「EXILEパフォーマンス
研究所」の所長と名乗 りながら、いろい
ろな取り組みやトレーニングをしてきまし

たが、実は僕、すごくトレーニングが嫌
いなんだ、と…（笑）。嫌いと言ってもや
りたくないわ けではないのですが、だか
らこそいろいろなトレーニングを試して、
知識を蓄え、たくさんの経験をして一番
短い時間で、一番楽しく、一番効率のい
い自分に 合ったトレーニングを探してい
るのだと思います。だってトレーニングっ
て辛いじゃないですか（笑）。特に一人で
やっていると…。

　なので最近はメンバーみんなでスピ
ナーバイクを並べて全力漕ぎしています。
みんなで並んで音楽をガンガンかけて叫
びながらやるのが一番いいです!!　そ し
て最近導入された新しいシステムのおか
げで全員の心拍数を一つの画面に出し、
誰が今、どのくらい心拍数が上がってい
るかが一目で分かります。これに自分 の
最大心拍数を入れておけば、自分が最大
の力を100％とした時に現在何パーセン
トくらいまで追い込めているのかも分かっ
てしまうという、何とも ありがた迷惑な
機械なのです（笑）。まさにサボれません!!

　今いる合宿所にもスピナーバイクが
あって、今日もリハーサルを終えて疲れ

た身体にみんなで並んで更にムチを入れ
てきましたが、最近は新しく、長くて重た
いロープを持って思いっきり振るという悪
魔みたいなトレーニングも追加されました
（笑）。

　同じ釜の飯を食べて同じトレーニング
をして同じものを作り上げようと毎日みん
なでいる時間がたまらなく好きです。初日
まで1カ月を切り、最近は夢にもラ イブ
会場の光景が出てきたり自分の心も身体
もツアーモード全開になっていますので、
9月11日に大阪から始まるAMAZING 
WORLDに足を運んでくれたらうれしいで
す。

　今年はMATSUさん、ÜSAさん、MAKI 
DAIさんとEXILEのパフォーマーとして
踊れる最後のステージになります。今あ
るEXILEの DANCEスタイルはこのお
三方がいたからですし、メンバー間の雰
囲気だったり、なかなか言葉では伝えき
れないEXILEらしさを作ってきてくださっ
た先輩3人に対しての感謝の気持ちと共
に、これから先もずっとリスペクトを込め
て全力で踊らせていただきたいと思って
いますのでぜひお楽しみに!!

ツアーのリハーサル合宿、気合みなぎってます！第37回

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

（TOKYO HEADLINE vol.649より）
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