


「お嬢さん、よかったら俺を拾ってくれませんか？」誰もが恋をしたくなる、とびきりのラブストーリーが誕生！　
2016年NHK連続テレビ小説『とと姉ちゃん』主演の高畑充希、

EXILE／三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBEの岩田剛典という豪華な顔合わせで、日本中を胸キュンさせる！

とびきりの胸キュン映画、できました。『植物図鑑　運命の恋、ひろいました』

Takanori Iwata Mitsuki Takahata

岩田剛典  高畑充希

　何のとりえもないごく普通の OLさやか
は、ある晩家の前で行き倒れていた青年・
樹（いつき）と出会う。“ 半年 ”という期
限付きで同居生活をすることになった 2
人。名前と野草に詳しいということ以外、
謎に包まれている樹に、さやかは引かれて
いくが…。原作は、日本中の女性読者を
胸キュンさせた人気作家・有川浩のベス
トセラー。主人公・さやか役を演じた高畑
充希と樹を演じた岩田剛典も、2 人の切
なくも温かい物語にすっかり魅了されたよ
うだ。
岩田剛典（以下：岩田）「最初にお話を
頂いたときは、ファンが多い原作ですし読
者の方が持っている樹のイメージが、す
でにあるだろうなと思ったので、そこを自
分なりにしっかり演じなければ、と思いま
した。あとは、本作はさやかと樹の物語が
中心なので、高畑さんとしっかりコミュニ
ケーションをとって、お互いに信頼関係の
ある中でお芝居ができる環境を早く作らな
いといけないなと、考えていました。樹と

いうキャラクターについては、原作や台本
を読んで、少女マンガの王子キャラに通
じる、女性が夢見る理想の男性像の一つ
なんだろうな、と感じましたね。正直なと
ころ、自分自身とはかけはなれたキャラク
ターでしたし、いろいろと照れくさいセリ
フもあって（笑）、それをどう演じるか自分
の中でちょっとした葛藤はありました。で
も高畑さんとはすぐに打ち解けることが
できて、すっかり信頼していたので現場
に入ったら自然と樹になることができまし
た。撮影のスケジュールがタイトだったこ
ともあり、すごく集中して撮影に臨めまし
た」
高畑充希（以下：高畑）「私はこのお話を
頂いたときすごくうれしかったですね。こ
れまで王道のラブストーリーを演じたこと
がありませんでしたし、今の自分の年齢や
タイミングを考えると、とてもいいときに
チャンスを頂いたと思いました。しかも原
作はとても人気のある作品ですし。それと、
本作はこんなに登場人物が少ない映画も
珍しいというくらい 2 人が中心となってい
る作品。ここまで相手としっかり向かい合
うお芝居をしたこともあまりなかったので、

この作品でチャレンジできるのはラッキー
だなと思いました。私が演じるさやかは、
感情がとても分かりやすい人。分かりや
すく落ち込んで、分かりやすくテンション
あがって（笑）。そんなさやかが恋する樹は、
全女子がかっこいいと思うようなキャラク
ター。見ている人が私に入り込んで、目
がハートになってくれたらいいな、と思い
ました。私としても、感情にメリハリがあ
る役どころは感情移入しやすかったです。
いい子でいられなくなる瞬間や、わがまま
になってしまう瞬間などもリアルでいいな
と思いながら、さやかに共感しながら演じ
ていました。私自身も、分かりやすいタイ
プだと思いますけど…さやかと比べるとも
う少しぼんやりしてます（笑）」
岩田「確かに、さやかほど激しくはないよ
ね（笑）。僕は、原作を読んだときから、
樹はミステリアスな要素のある役だと思っ
ていたので、何考えているか分からない
ような雰囲気が出せたらいいなと思って演
じていました。さやかとは対照的に感情の
起伏をあまり見せない役柄ですけど一応
微妙に、うれしがっているとかテンション
上がっているとか、感情が現れているん

です。その感情のピークをクライマックス
のシーンに持っていこうと思い、その前の
芝居を考えて作っていました」
高畑「私は、さやかについては、あまり原
作を意識しすぎないようにしていました。
有川先生も “ 私の小説に出てくる登場人
物はあまり細かい描写をしないようにして
いるので、実写化するのには向いている”
と仰っていて、私もそう思いました。さや
かは本当に “ 普通の子 ”。だからこそ自由
に演じることができる。1人の女の子とし
て樹のことを好きでいれば、それでいい
かな、と思っていました。なので、作品は
作品としてキュンキュンしながら楽しんで

（笑）、キャラクターは自分なりのさやか像
を考えていました」
岩田「有川先生は、ほぼ毎日のように現
場にいらっしゃっていましたよね。土手で
のロケの時なんかは、まるで少女のように
植物探しをしていました（笑）」
高畑「差し入れくださったり、植物のこと
も教えてくださったり。有川先生はすごく
植物に詳しくて “リアル樹 ” でした（笑）

主人公と一緒に一緒に
恋をしたくなる！



「照れくさいシーンも、
楽しみながら演じました」
 岩田剛典

　奇妙な同居生活を続けるうちに、距離
を縮めていく2人。胸キュンシーンも散り
ばめられるが、演じている当人にとっては
照れくさいシーンもあったのでは。
岩田「そんなシーンばかりでした（笑）。
でも撮影が進んで気心が知れてくると、
それすらもギャグにできるというか、楽し
んでやっていました（笑）」
高畑「いかに監督たちをニヤニヤさせるか、
みたいな感じでしたね（笑）。これでもく
らえー！という気持ちで（笑）。とくに2人
で朝を迎えたシーンが一番、照れくさかっ
たかな」
岩田「あれは長回しだったしね」
高畑「セリフもセリフだし…やっぱり恥ず
かしいんですけど、自分たちが照れ過ぎる
と見ているほうも恥ずかしいだろうから、
割り切って演じたら、わりと大丈夫でした
（笑）」
岩田「あの辺になってくると、もう堂々と
できるようになりましたね。感覚がマヒし
てきて、それが普通の事のように思えてき
ていました（笑）」
高畑「渾身のイチャイチャを演じ切りまし
たね（笑）」
　お互いに、さやかのような女性、樹の
ような男性をどう思う？
岩田「僕は、もしさやかと出会ったら好
きになると思います。すごく女の子らしい
じゃないですか。自分の感情に素直に生
きていて。意地を張ったり我慢したりする
部分も人間味があって、本当にいそうな
女の子。だからこそ見た人が共感できる
ヒロインなんでしょうね。そんなさやかを

高畑さんがすごく自然に演じていて、それ
に引っ張られて僕も樹でいられたのかなと
思います」
高畑「私は…樹はちょっとダメなんですよ
ね（笑）。もちろんかっこいいんですけど、
かっこよすぎるというか。あんなに何でも
できてかっこいい人が恋人だったら、も
のすごく自分に自信がなくなりそうな気が
して（笑）。私はどちらかというと好きな
人とはふざけ合ったりくだらないことで笑
い合ったりしていたいタイプなので、もう
ちょっとダメなところがあってもいいかな。
樹は私にとっては王子様過ぎるというか、
理想的すぎて…（笑）。でも岩田さんの樹
は本当に素晴らしかったです。これだけ王
子キャラクターをやれる人ってそうそうい
ないと思う。現場ではいつも樹でいてくれ
て、常に優しくて、王子か！って思ってい
ました（笑）」
岩田「現場でもよく、王子って呼んでまし
たよね（笑）」
高畑「だって本当に白タイツ履けるん
じゃないかと思うくらい王子だったんです
（笑）」
岩田「白タイツ…カボチャパンツで？（笑）」
高畑「似合いそう（笑）。本当に、白馬に
乗れるレベルで尊重していただいて、感
謝しています」
　なぜか野草に詳しい樹に連れられて山
菜狩りを楽しむさやか。2人で採った山菜
を料理して食卓を囲む。そんな自然派デー
トにあこがれる女子も多そう。ちなみに2
人がお気に入りの都内の自然派スポット
は？
岩田「僕は目黒川沿いが好きですね。最
初に東京に来たとき、目黒川の桜がすごく
キレイだったことが印象に残っています。

撮影・辰根東醐
岩田剛典 ヘアメイク・千絵 (H.M.C)　スタイリスト・ジャンボ
高畑充希 ヘアメイク・市岡愛（PEACE MONKEY）スタイリスト・大石 裕介 (DerGLANZ)　

注目の胸キュンシーンに
2人も照れまくり !?
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「照れくさいシーンも、
楽しみながら演じました」
 岩田剛典

桜の季節になると、実は人に紛れて見に
行ったりしています（笑）」
高畑「私のおすすめは等々力渓谷。山ガー
ルというほどではないんですけど大好きな
んです。マイナスイオンを感じられるとい
うか。撮影で訪れたことがきっかけで気に
入ってしまって、その後プライベートでも
行くようになりました」
　劇中では、樹の山菜料理がさやかの心
をほぐしていくが、2人が作ってもらえた
らうれしい料理は？
岩田「ハンバーグ。好きなので（笑）」
高畑「うちの父が週末だけ料理を手伝っ
たりするんですけど、お客さんが来たとき
にはステーキを焼くんです。豪快に炎をあ
げて（笑）」
岩田「それすごいね（笑）」
高畑「そうなんです、すごくかっこいいん
ですよ。そういうのは女性だとなかなかで
きないから、男性がこなしてみせるとホレ
ますね（笑）」
岩田「僕は無理です…（笑）」
高畑「やったらもっとモテるかも（笑）」
岩田「いや…大丈夫です（笑）」
　完成した本作は2人にとっても大切な
作品となったようだ。
岩田「女性の皆さんが見ていてキュンキュ
ンするような作品。映画を見終わった後に
恋がしたくなりますし、大切なパートナー
がいる人はもっとその人のことを思えるよ
うな映画になっていると思います。完成作
を見たのが撮影から1年ほど経っていた
ので、スクリーンで見たときは、あのとき
の自分は自分じゃない、と思うくらい恥ず
かしかったです（笑）」

高畑「私も気恥ずかしかったです（笑）。
初号試写で岩田さんと並んで見たんです
けど、見終わってから顔を見合わせてニ
ヤっとしました（笑）。ただ、台本を読ん
だときや撮影に感じていたよりももっと温
かい映画になっていたのが、いい驚きでし
た。映像も柔らかくてすごくキレイで」
岩田「本当に映像がきれいでしたね」
高畑「スタッフさんがすごく頑張っていた
のも見ていたので、本当にきれいに撮って
いただいたな、とうれしくなりました。あ
と改めてこんな王道ラブストーリーもいい
な、と思いました。人に勧めたい映画にな
りましたね」
　王道にして最高のラブストーリーを満喫
した2人。今後、挑戦したい役どころは？
岩田「優しい人物の役が多いので、思いっ
きり冷たい人物を演じてみたいです。自分
のイメージを壊したいというと大げさなん
ですけど、新しい表情を見せられる役と出
会いたいです」
高畑「私は、誰かにものすごく好きになら
れる役をやってみたいかな。なんだかいつ
も片思いをしている気がして（笑）。今回
も樹に振り回されているし。実らない恋を
する役が多かったので、愛される側もやっ
てみたいです」
　恋の温かさと切なさを経て成長する恋
人たちの姿を、胸キュンシーンをたっぷり
散りばめながら描いた本作。誰もが恋に
浸りたくなる一本！

監督：三木康一郎　出演：岩田剛典、高畑充希 他／1時間52分／松竹配給／6月4日より全国公開　
http://www.shokubutsu.jp/　©2016「植物図鑑」製作委員会

『植物図鑑　運命の恋、ひろいました』

「岩田さんが演じた樹は
本当に“王子”でしたね」

高畑充希
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鈴木
啓太

浦和レッズに16年在籍、同チームの象徴のような鈴木啓太は現役選手を引退後、 実
業家として新しいフィールドで活躍している。モデルもこなすほどのルックスとスタイ
ル、そしてファッションセンスは女性だけではなく、男性ファンも魅了している鈴木だ
が、内面はレッズ一筋だったことでも分かるように、男気にあふれる熱い男。そこが
また、ファンにとっては、たまらない魅力となっているのだろう。そんな鈴木がCEO
を務めるのが AuB（オーブ）株式会社。ここで彼は、サッカー界、ひいてはスポーツ界
全体の役に立つ事業を展開したいと語る。第二の人生をスタートさせた鈴木の今後の
夢とは。  

Keita Suzuki

撮影協力・東京体育館多目的コート　撮影・島本優

「選手と一緒に夢を追いかけたい」

鈴木啓太（すずき・けいた）
静岡県静岡市出身。元Jリーガーでサッカー元日本代
表。高校卒業後、2000年浦和レッドダイヤモンズに
入団。2015年に引退するまで浦和レッズ一筋にプレー。
その男気とファッション誌でモデルを務めるほどのルッ
クスで、男女問わず多くのファンを持つ。引退後は、サッ
カー解説などのメディアでの仕事のほかモデルや事業
など幅広く活躍。2015年10月にはAuB株式会社（本社・
岡山）を設立。アスリートのパフォーマンス向上などを 
サポートできるサービスの提供をめざし腸内フローラ
（腸内細菌叢）解析などの事業を行っている。 
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岡山を本社に会社を設立
「自分がサッカーから離れ、ビジネスをし
てみたいという思いと、この先、自分の夢
は、未来はどうなっているか想像したこと
が起業することで叶えられると思い会社を
設立しました。もともと、現役の時からい
ろいろな仕事をしていたので、改めて起
業というわけではないのですが、引退して
改めて何をやろうか考えた時に、それまで
とは違った視点の健康やヘルスケアの方
面でやっていきたいなと思い、AuB（オー
ブ）という会社を立ち上げました。オーブ
は岡山大学と共同研究という形でやらせ
ていただき、本社も岡山にあります。事業
内容は腸内フローラの解析で、現在うち
の取締役に入っている森田教授と、今回
一緒に会社を立ち上げたメンバーがつな
がっていて、このプロジェクトには、森田
教授以上に適任者はいないと思い、共同
で事業することをお願いしました。森田教
授も大変興味をもって下さり、解析の部
分をお引き受けいただきました。その際、
岡山大学との共同研究だし、たまたま国
の運営する岡山大インキュベータが空い
ているということだったので審査を受け
て、本社もそこに置くことにしました」  

アスリートの腸内細菌を調べる
「ここ最近、腸内環境とか、腸内フロー
ラ、腸内細菌といった言葉をよく耳にしま
すが、腸内環境が非常に大切だというこ

とは分かっても、実は腸内細菌のことで分
かっていることって、腸内フローラの全容
がもつ機能や健康維持への貢献に関する
情報はまだまだ未知の部分が多くありま
す。そこで我々はサービスの提供はもちろ
んですが、常に研究も進めていかなくては
ならないと思っています。その中で僕たち
がやろうとしているのが、アスリートの腸
内フローラ解析。そしてその解析データを
基盤とした、アスリートのコンディショニ
ングのサポートというのをメインに考えて
います。今年はリオデジャネイロでオリン
ピック・パラリンピックもありますし、2020
年には東京でオリンピック・パラリンピッ
クが開かれます。その舞台で選手は決め
られた大会期間の中でコンディションを維
持していかなければなりません。その助け
の一つとして、腸内フローラを調べること
が一つの物差しになればと思っています。
そうしたところから、アスリートのコンディ
ショニングをサポートするサービスを今年
の10月ぐらいから開始できれば。腸内細
菌の解析ってすごく難しいんです。さらに
そのデータの解釈も大切で、この菌がい
い菌ですよって簡単に言えるものではない
ので、そこはアスリートの人たちと協力し
ながらデータをとり、腸内フローラと血液
データ、そしてコンディショニング、トレー
ナーから見たパフォーマンスなどをトータ
ルに検証し、サービスとして提供していき
たいと思っています。基本的にアスリート
にとって大事なのは、睡眠を含む休息と
回復、トレーニング、そして食事の質とバ
ランスです。食事に関して、各アスリー
トは食べるものには気を付けますが、多く
の場合、自身の身体に対してどのように貢
献してくれたかは検証されていません。実
際にいいものを食べても、それを自分のも
つ腸内細菌が消化吸収を助けてくれるこ
とで体中に運んでいかないといけないで
すし、腸内フローラを調べることで分かっ
てくる体質の問題があるかもしれません。
ですから、パフォーマンスや睡眠が、腸内フ
ローラとどう関連しているのか、そして本
当に今の状態がいいのかという角度から Keita SuzukiSpecial Interview

夢に向かう人をサポートするのは、自分の夢も乗せたいから。
同じ方向を見て一緒に夢に向かって進んで行く。

アプローチしていこうと思っています。腸内
フローラに関しては、健常者と種々の疾患
のある人の2つのクラスターに大別される
データはあるので、アスリート腸内フロー
ラのクラスターは第 3のクラスターになる
のでは…と考えています。実際に「Gut」と
いう学術誌には、アスリートは普通の人に
比べて構成する腸内細菌が多様化してい
るというデータも報告されています」

2020年に向けて実現したいこと
「腸内フローラって、腸内細菌の構成バラ
ンスがすごく大事なんです。そのバラン
スを整え、その人にとって一番いい環境
を与えてあげる。アスリートはいろいろな
土地に遠征に行きます。そうするとお腹
をこわす選手もたくさん出てくる。そうい
うのも自身の腸内フローラを知ることで改
善できるのではないかと考えます。お腹の
調子がどこに行ってもいいというのは、コ
ンディショニングにも大きな影響を与えま
す。自身のもつパフォーマンスをフルに発
揮するためには、コンディショニングを整え
ることが一番大事。フィジカル面、テクニ 
カル面、メンタル面の3つがアスリートに
はすごく重要で、一番不幸なことは 自分
が練習を積み重ねて頑張ってきたのに、コ
ンディショニングが悪くて、そこで力が発揮
できないということ。トレーニングで力の差
は出ますが、一生懸命トレーニングをしたの
に、力が出せないのは一番悲劇。ですから、
2020年の日本代表の選手にはコンディ
ショニングを整えて金メダルを目指しても
らいたいというのが、僕の近い将来の夢で
もあります」 

今後の夢、
そして岡山の人へメッセージ

「現在、メディアの仕事などをさせてもらっ
ていますが、僕の中では父親としての自
分も仕事をする自分も全部つながってい
るんです。そこに共通するのが、言葉に
するとチープになっちゃうかも知れません
が “人の役に立ちたい ”という思い。僕
自身サッカー選手としていろいろな人に支
えられて、夢を追い続けられたので、これ
から進む道も人の夢と自分の夢が隣り合
わせにあって、寄り添っていければいいな
と思っています。これからのサッカー選手
には自分の夢を叶えてほしいし、でもそこ
にはほかの人の夢ものっているし、僕自身
の夢ものっけたい。だからこそ、目標（夢）
をもつアスリートをサポートしたいと思っ
たのです。それは娘たちに対しても同じこ
と。これまでサッカー選手として納得がい
くまでやってこれたし、今は自分自身が叶
えたい夢ってあまりないんです。だから誰
かの役に立ちたいとか、サッカー界の役
に立ちたいとか、スポーツ界の役に立ち
たいとか、そんな気持ちのほうが大きい。
それに関わる仕事だったら、なんでもやり
たいと思います。岡山に本社を置く時に、
岡山の人たちと一緒に成長していきたい
と思いました。岡山はあまり縁がある土地
ではなかったし、イメージもわかなかった。
でも逆に自分たちの会社もそうじゃないか
と。全国区じゃないし、ベンチャー1年目
でなにもない。だからこそこれから発展し
て、岡山から中央、そして世界に発信して
いく企業になりたいし、それには岡山のみ
なさんと一緒に成長していきたい。岡山の
若い人たちと話をして、 新しいことにチャ
レンジすることがあれば、僕もジョインさ
せてもらえたらうれしいと思う。僕らが何
かを提供するのではなく、岡山の方たちと
ともに、大きくはばたきたいですね」
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Keita SuzukiSpecial Interview
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今年行われた『第28回 ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト』において、読者投票で選ばれるフォトジェニック賞に見事輝いたのは、
兵庫県出身の17歳、阪本一樹くん。みずみずしいその魅力を、いちはやくお届けします！

阪本 一樹
「僕はここから始めます！」

『第28回 ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト』で
読者投票1位を獲得した17歳の新星にいち早く注目！

ヘアメイク・常盤美帆　撮影・辰根東醐

Sakamoto Itsuki
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神の若虎になって
いたかも!?

気になったら、
止まらない。

番、好きなもの＆
苦手なものは？

のように大きく
成長していきたい

　爽やかで整ったルックスが印象的だが、
実は根っからの野球少年だった。
「僕は子供のころからずっと野球をやって
いて、その道に進みたいと思っていました。
でも中学のころにケガをしてしまい、それ
以上野球を続けることができなくなってし
まったんです。高校からまた始めたかった
んですけど再発してしまうので、けっきょ
く野球はあきらめないといけなくなりまし
た。そのときは本当に辛かったですね」
　野球という目標を失ったとき、前を向く
ことができたのは、もう一つの夢を思い出
したからだった。
「父から、それなら新しい目標を見つける
ように言われたんです。それで思い浮か
んだのが、俳優の道だったんですが現実
はそんなに簡単じゃないですし、デビュー
するまでも相当大変だろうと思っていまし
た」
　ところがある日、路上でスカウトされ、
現実的に芸能界を意識することに。
「友人と街を歩いてたら、ちょうど読者モ
デルのイベントをやっていたので、ちょっ
と見てたんですけど、その後、ずっと僕ら
の後を歩いてくる人がいて。それがスカウ
トの人だったんです。最初は詐欺かも、と
思ったんですけど、きちんとした芸能事務
所の方でした（笑）。結局、僕がやりたい
と思った方向とは違ったので、その事務
所にお世話になることはなかったのです
が、それがきっかけで芸能界を意識する
ようになりました」

　映画やドラマの世界で、演技をしてみ
たい。そう実感した瞬間、スイッチは本気
モードに。周囲の勧めもあり『ジュノン・スー
パーボーイ・コンテスト』に応募。見事、
読者からの最多投票を勝ち取りフォトジェ
ニック賞に輝いた。
「自分なりに、どうしたら可能性を認めて
もらえるかを一生懸命考えました。コンテ
ストでは特技を披露するんですが、野球
をテーマにしようと思ったところ、過去の
コンテストでも野球をやっている人が何人
かいたので、人と同じことはしたくないな
と思ってやめました（笑）。知人に棒術を
教えてくれる方がいたので1カ月間、本
気で特訓して、なんとか良いパフォーマン
スを披露することができました」
　自己アピールも意識した。
「ネットで投票するシステムなので、小ま
めに情報をアップしたり、見て楽しんで
もらえるような写メを考えたりしましたね。
フォトジェニック賞は一般の方に選んでも
らえる賞なので、頂いたときは本当にうれ
しかったです」
　所属事務所も決定し、これからいよい
よ俳優デビューを目指す。
「まさか、こんなにとんとん拍子に話が進
むとは思っていなかったので正直、不安も
あります。でも、応援してくださった皆さ
んがいると思うと心強いですし、今はどん
どん学んでいきたいという気持ちのほうが
強いです」

　好きな食べ物＆苦手な食べ物は？
「好きな食べ物は…肉系です（笑）。嫌い
なのはタマゴ。ちょっとだけ入ってるなら
いいんですけど。卵かけごはんとか一番
嫌いです（笑）」
　好きなスポーツ＆苦手なスポーツは？
「好きなのはやっぱり野球ですね。苦手な
のはサッカーかな。ドリブルとかダメなん
ですよね…」
　好きな科目＆苦手な科目は？
「得意な科目は…体育です。苦手な科目は
…体育以外かな（笑）。特に英語に苦手
意識があるんですよね。でも俳優になっ
たら英語のセリフを使うときもあるかもし
れないから苦手意識は無くしたいです」
　好きな女の子のタイプ、苦手なタイプ
は？
「好きなタイプは、色白でショートヘアで、
守ってあげたくなるタイプの女性にあこが
れます。理想は新垣結衣さん。苦手なタ
イプは、ちょっと明るすぎるというか元気
すぎる人は苦手かも…（笑）」
　では、今一番やってみたいジャンルの
お芝居は？
「ヒーローものなどのアクション映画かな。
自分が野球をやっていた経験なども生か
して、スポーツものなどにも挑戦してみた
いです。あと、妹の影響でけっこう少女マ
ンガを読むのが好きなので、少女マンガ
原作の恋愛映画もやってみたいです。

　早くも、俳優としての勉強に意欲を燃
やしている。
「まずは基礎的なことを身につけないとい
けないと思っているので、滑舌を良くする
ための練習など、いろいろな訓練を始め
たいと思ってます。それと、体が細いタイ
プなので、もう少し筋肉をつけるとか体作
りもやっておきたいと思っています。あと、
いろいろな映画やドラマを見るようにして
います。最近見て印象的だったのが『ピ
ンクとグレー』。構成や演出がすごく面白
いと思いましたし、主演の菅田将暉さんは
『ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト』
の21代ファイナリストでもあるんですが、
あんなふうに個性を持って活躍する俳優
になれたら、と思っています」
　俳優デビューを控え不安もあるかと思
いきや、勇気を持ってどんなことにもチャ
レンジしていきたいと、完全にポジティブ。
「基本的に、嫌なことがあっても一晩眠れ
ば次の日にはリセットできているタイプな
んです（笑）。あとは音楽を聞いたり好き
な映画やドラマを見たり。一番、気持ちが
上がるのはやっぱりスポーツものですね。
ドラマの『ROOKIES』は、共感するセリフ
もたくさんあって好きな作品です。ただ野
球経験者から見ると、ときどきフォームを
少し直したほうが、と思うときも…（笑）」
　これからどんな姿を見せてくれるのか。
「体を動かすことは好きですし、あまり緊
張していても表に出さないとか、物おじし
ないとか、自分の強みも生かしながら成長
していければ、と思っています。俳優とし
てデビューしたときには、ぜひ応援よろし
くお願いします！」
　今後の活躍も期待大！

阪 本 一 樹

阪本 一樹　Sakamoto Itsuki
第28回 ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト フォトジェニック賞 受賞　兵庫県出身 / 17歳 / 175㎝ / 53㎏ / A型【Twitter】
https://twitter.com/S_5itsuki6

ringo

ringo

ringo

ringo



岡山の読者にメッセージを…
「野球の試合で、岡山県に行ったことがあるんです。岡
山マスカット球場で試合をしたんですが、マウンドも良
い土をきちんと使っていて、すごく良い球場だなと思
いました。次は、俳優として岡山に行ってみたいで
す！」いつか野球映画を撮りに、岡山に来てほしい！

“自分”を生かしながら
 成長したいと思っています。

坂本一樹さんから読者3名に
サイン色紙をプレゼント！
応募・詳細は21面にて。

ringo

ringo

ringo

ringo











DREAM ARTIST 
Special Interview Column

Vol.11 RYO-HEY

岡山生まれのシンガーソングライター・玉川洋輔が聞く！
1st シングル「 雨 」発売中！
二度と繋がれない君を想い続ける…もう叶わないと
わかっていても。儚くも切ない極上のバラードソン
グ。【価格】3 曲入り ¥1000（税込）
Ameba：http://ameblo.jp/0912yosuke1225/
facebook・Twitter ・Instagram：玉川洋輔で検索

インタビュアー：玉川洋輔

RYO-HEY（りょーへい）
　音楽で世界中の人と繋がりたいという想いを胸に活動するシンガー。2011年
岡山県を中心にソロアーティストとしてライブ活動を開始。県外でのライブや多
くのメジャーアーティストとも共演を果たす。2016 年 7 月に 1st mini アルバム

『//~SLASH~』（5 曲入り）のリリースが決定。FM 倉敷ラジオ番組『倉スマ』の第 1、
第 3 日曜日（23 〜 24 時）で、まゆみゆ、tatsurou とともにパーソナリティーを担当。

1st mini ALBUM『//~SLASH~』は 7 月 on sale!
7 月 7 日に itunes/レコチョク配信サイトより一斉先行 release!!　
CD 盤は 7 月 31日リリース！【価格】¥1500( 税抜 )

1st アルバム『//~SLASH~』リリース記念 
RYO-HEY ワンマンライブ開催決定 !!

【日程】7 月 31日（日）17 時半開場 18 時開演
【会場】倉敷 REDBOX（岡山）
【料金】前売り 3000 円 当日 3500 円
チケットは LAWSON チケット（5/23 予定）、facebook、
Twitter などメッセージ、mail でのチケット取り置き予約、郵送で販売。メールで
の連絡は (ryohey731@gmail.com)

「夢は世界で一番友達のいる男。音楽はそのためのきっかけなんだ」

玉川：音楽との出会いを聞かせください。
RYO-HEY：小学 6 年の時にギターを
やり始めたのが最初ですね。自分の兄貴
と近所の人がやっていて、自分の家も隣
りの家からギターしか聞こえてこないよう
な環境だったので、自分もやらなきゃと始
めたんです。中学では学年集会なんかで
弾かせてもらったりしてて卒業アルバムの
最後には「プロになって帰ってきてね」っ
ていうような応援メッセー

on Starting Point ― RYO-HEY のはじまり―　「人生を変えた出会いは、クラブのトイレだった」
ジももらったりしました。高校を卒業して
からは、踊りや女の子、騒いだりするの
が好きなのもあって、クラブで遊ぶよう
になりました。そこのトイレで出会った人
と意気投合して（笑）、その人がたまたま
東京から帰省中だった人で、その人に呼
ばれて速攻で東京に遊びに行ったんです。
その時に見た『SUGAR SHACK』（男性
R&B イベント）に衝撃を受けて、

玉川：シンガーになることはずっと夢だっ
たのですか？
RYO-HEY：そうですね、言われてみれば、
僕の夢は世界で一番友達が多い男になる
ことで、音楽はその夢の第一歩、きっかけ
だったりしますね。
玉川：すごい！　夢を追うことに対して、
いい意味で、フランクというか、ものすご
くラフですよね。

on His Life ― RYO-HEY の魅力―　「脳みそに “ これをやらなきゃいけない ” ってパーンと浮かぶんだ」
RYO-HEY：みんな夢を硬く考えすぎな
んじゃない？（笑）　一つのことに捕らわ
れすぎてるんじゃないかな。もっと考え方
はラフでいいし、途中で変わったっていい。
夢はさ、叶えるというよりも追い続けるも
の、届かないところにいてほしい。だから
僕は死ぬまで夢を追い続けるよ！
玉川：RYO-HEYさんはいろんなことに挑
戦的ですよね。
RYO-HEY：感覚で生きてるからね（笑）。
何をやるにしてもさ、脳みそに “ これを
やらなきゃいけない ” ってパーンと浮か
ぶんです。曲作りでも、パーティーでも、

なんでもね。そのうえ、自分でもよく分
からないけど、その時には、絶対成功す
るっていう自信しかないの（笑）。7 月に
リリースするミニアルバムのタイトル曲は

『//~SLASH~』っていうんだけど、この曲
でもこの自信を書いてます。/（スラッシュ）
のように右上がりだけっていう。ミニアル
バムは自分の人生の集大成みたいになっ
てます。辛いときや不安もたくさんあるけ
ど、それを乗り越えなきゃいけない時があ
る。乗り越えてこそ人生だってね。
玉川：前向きでいいですね！　RYO-HEY
さんのポップで明るい人柄が曲に反映さ

れている印象です。
RYO-HEY：基本明るい曲が多いですね、
勝手にそうなっちゃう（笑）。メロディー
は感覚だし、人それぞれ違ってそれがまた
面白いと思います。
玉川：RYO-HEYさんのルーツのギターで
の弾き語り、いつか聞いてみたいですね。
RYO-HEY：一回やんなきゃいけないか
な、良さげな YAMAHA のエレアコ、買い
ましたし（笑）。
玉川：楽しみにしています。夢はラフに追
えばいい。なんだか音楽がもっと楽しくな
りそうな予感がします。

歌手になろう、と思いました。でも、自分
にクラブで何ができるのかは分からなかっ
た。当時の岡山のクラブにはクラブで歌
を歌うっていう選択肢があまりなかったん
ですよ。どうやったらいいか分からないま
ま、クラブのフライヤーを配りながら、ボ
イストレーニングにも通いました。そこで
また出会いがあって、アイドルグループ

のリーダーの方に声をかけられて、一緒に
イオンモールとかでライブしたりするよう
になったんですよ（笑）。
玉川：出会いがすごいですね。シンガー
になるべくしてなってるっていう感じです。
RYO-HEY：それで今に至るっていうね。

撮影：浅原千尋



   OKAYAMA MOVE UP

2016年伊勢志摩サミット関係閣僚会合

　主要国首脳会議（伊勢志摩サミット：
５月２６日・２７日）に合わせて、５月１４
日（土）・１５日（日）に倉敷アイビースク
エアを主会場にした倉敷美観地区周辺で

開催される各国大臣級のサミット関連閣
僚会合。
　倉敷市では江戸時代からの伝統的な建
物群が所在する美観地区をはじめとして、
まちぐるみで伝統的建造物群の保存・活
用に力を入れており教育・文化が核となっ
たまちづくりを古くから進めてきている点
などが評価され開催地に選ばれた。
　倉敷市では各国の代表団の皆さんを市
民の皆さんとおもてなしの心で迎えるた
め、国・県・市をはじめ県内の教育・経済・
文化関係団体などの代表者で構成するＧ
７倉敷教育大臣会合実行委員会を立ち上
げさまざまな歓迎の準備を進めてきた。

【開催日程】平成２８年５月１４日（土）・１５日（日）
【開催場所】倉敷美観地区一帯
【参加予定】日本、カナダ、フランス、ドイツ、イタリア、イギリス、アメリカの教育担当大臣及びＥＵ、ＯＥＣＤ、ＵＮＥＳＣＯ等国際
機関の代表等

【テーマと議論内容】教育におけるイノベーション～平和と繁栄，持続可能な社会の構築に向けた教育の革新～
複雑で多くの課題を抱える社会において地球規模課題へ立ち向かい、平和と繁栄、持続可能な社会の構築を実現していくための教育
の役割や、また様々なバックグラウンドを有する人々との共生や協働がより重要となる新しい時代において求められる資質・能力とその
育成方策、教育システム等、さらに新しい時代における国際協働の在り方等について議論。

【予定される会合・行事等】◆教育大臣会合　◆公開シンポジウム　◆二国間会談・共同記者会見　◆学校教育現場の視察　◆倉敷
の重要伝統的建造物保群存地区の視察　◆国主催の夕食会　◆地元歓迎レセプション　◆視察（エクスカーション）など

【会場及び周辺の紹介】
倉敷美観地区　会場周辺一帯に広がる倉敷美観地区は白壁の建物が多く立ち並ぶ国内有数の観光地として有名で、別名「白壁の町」
とも呼ばれている。
倉敷アイビースクエア　会議場となる倉敷アイビースクエアは、明治時代の紡績工場跡地を再生した複合施設で倉敷を代表する観光
施設の一つ。教育大臣会合が開催される５月には、アイビースクエアという名前の由来となった緑色の蔦（つた）が赤レンガの建物群
を覆い目に鮮やかな景観とレトロな雰囲気を楽しむことができる。

【倉敷市について】倉敷市は中国地方の岡山県南部に位置し、瀬戸内海に面した人口４８万人の中核市。江戸時代には商人の町、明治
時代には繊維工業の町、近年は瀬戸内海沿いの重工業地帯として発展。温暖な気候と、高梁川や瀬戸内海のもたらす豊かな恵みに育
まれ農業や漁業も盛ん。白壁の建物や柳並木が美しい美観地区のある「倉敷エリア」をはじめ、日本有数の工業地帯である「水島エリア」
や瀬戸内海国立公園の美しい内海風景が広がる「児島エリア」、港町として栄えたノスタルジックな町並みを残す「玉島エリア」、マスカッ
トやスイートピーの一大産地である「船穂エリア」、静かで美しい竹林の町「真備エリア」など地域によって異なる魅力がたくさんある。

倉敷アイビースクエア

教育、文化、そして美しい町並みなど、倉敷が誇る個性と魅力を世界に向けて発信！

Ｇ７倉敷教育大臣会合

　2014 年に行われた「岡山美少女・美
人コンテスト」でグランプリを受賞し、そ
の美少女ぶりで “ 岡山の奇跡 ”と注目を
集めるタレント、桜井日奈子。そんな彼女
が、いよいよ芸能活動を本格始動！ 桜井
が主演する岡山県の PR 動画『岡山三部
作』がこの春、ゼットで公開。“ 岡山の軌
跡 ” パワーで、岡山の魅力を発信中だ。
　桜井は 3 月22日、東京で行われた『岡
山三部作』の発表会に、同じく同県出身
で共演の前野朋哉、伊原木隆太岡山県知
事とともに出席。この春に高校を卒業し
大学進学と芸能活動のため上京した桜井
は「上京したばかりで、電車の乗り換えな
ど、戸惑うこともまだ多いです。岡山の人
は（電車に）遅れそうになると慌てて乗る

けど、東京の人は慌てずに次を待つ。落
ち着きがありますね」とユニークな視点を
披露し、報道陣の笑いを誘った。
　本作は、ヒロイン “ 日奈子 ” の卒業、
旅立ち、そして久々の帰郷を通して、岡
山の魅力を綴る作品。劇中では、桜井が
小学校から高校まで続けていた得意のバ
スケットボールを披露しており、実際に 3
ポイントシュートを一発で決めて現場を驚
かせたというエピソードを明かした。
　桃太郎姿で共演した前野も「実際に一
発で決めてみせた。桜井さんは勝負強い」
と称賛。すると桜井は「シュートよりも、
私のすぐそばで熱烈に応援してくれる前
野さんに気を取られないようにするほうが
難しかった（笑）」と明かしつつ「実際に

こんなお兄ちゃんがいたらいいな思いまし
た」と笑顔。これには前野もメロメロで「お
兄ちゃんと呼んでもらえたことを生涯、心
にとどめておきます！」。
　今後、舞台での女優デビューを控える

“ 岡山の奇跡 ” 桜井日奈子が東京に進出！ 
主演動画『岡山三部作』を PR。

桜井。「東京での暮らしになじめるか、勉
強と仕事の両立ができるか、不安なこと
もありますが前向きに精一杯頑張るつもり
です」と新たなスタートに向け、意気込み
を見せていた。
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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。

僕がDANCEを始めたころは、もっ
とDANCEをカッコよく踊って有

名になりたいとか、好きなことをやって
お金持ちになりたいとか、モテたいと
か（笑）、とにかく、たくさんの漠然と
した欲求を“夢”と呼んで過ごしてい
たように思います。あのころは、まさか
自分がEXILEになれるなんて思ってい
ませんでしたし、公共放送でDANCE
の教育番組をやらせていただけるとも、
大学で講義をさせていただけるとも、
夢にも思っていませんでしたが、あの
時の欲求はいい意味で実現できたのか
な? とも思います。ですが、今の自分
自身、まったく満足していませんし、た
くさんの叶えたい夢や欲求があるので
す。このままいくと間違いなくEndless
に欲求は膨らむばかりだと確信してお
りますが、人間の欲求には段階があっ
てそれを順番に感じて順番に階段を
上っていくらしいです。
　
1、まずは生理的欲求 生きる上での本
能的で根源的な欲求です。例えばお腹
すいたとか生命維持のために必要な衣
食住などが主だと言えます。
　
2、次に安全の欲求 簡単にいうと良い
健康状態で安心して暮らしたいという

欲求です。
　
3、次は社会欲求と愛の欲求 誰かに
必要とされたい受け入れてほしいとか、
どこかに所属したいという欲求。

4、そして承認の欲求 学校のクラスで
すごいって言われたいとか会社で認め
られて出世したいという欲求。

　この4つの欲求を満たした人に訪れ
る欲求が、

5、自己実現の欲求です。これも簡単
にいうと自分の能力や可能性を最大限
に発揮して、夢を叶えるためにするべ
きことをしたいという欲求です。
　分かりにくかったらすみません（笑）。
文章にすると難しく感じますが、学校
や会社、グループ、大きくいえば地球
に所属していれば当たり前に感じる欲
求だと思います。しかし、自分が今現
在どこの段階にいるのかを把握するこ
とが大切なんだと思いますし、次に感
じる欲求がどんなものか分かっていれ
ば夢実現のヒントや近道にたどり着く
ような気がします。今の自分の最大の
欲求は術後でリハビリ中の左肩を1日
でも早く直したい ! が 1番プライオリ

ティが高いのですが、何重にも異なる
段階の欲求がカテゴリー別に存在して
いて、毎日最高に刺激的で楽しいです
（笑）｡ まぁこんな当たり前のことをやや
こしくて難しく書いてしまいましたが、
毎回このコラムではかなり自由に書か
せていただいているので、皆さんの夢
が叶う何かのヒントになるように聞い
ていただけたらうれしいです。これから
も自己実現者を目指して、一つでも多
くの笑顔とHAPPYの交換ができるよ
うに頑張っていこうと思っておりますの
で引き続きよろしくお願い致します。

　そして最後に、先日熊本で発生した
地震により多くの災害に遭われた方々
に心からお見舞い申し上げます。
　日本を元気に！！

　自分たちは引き続きこのテーマを強
く持って活動していきます！　大変で
不安な毎日が続いていると思いますが、
心を強く持ってどうか負けないでくださ
い。1日でも早い復旧、復興、そして
皆さまのご健康を心から願っておりま
す。

EXILE TETSUYA

欲求の先にある夢の実現第45回

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