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INTERVIEW

  ―  現役高校生でもあり、ピアニスト・作曲家・編曲家という
プロの音楽家でもいらっしゃいます。お忙しい中、学業と音楽
家活動、どのようにバランスをとっていらっしゃいますか？
また、今後の目標をお聞かせください。

　基本は学校のことは学校、仕事のことは家で終わらせるよう
にしています。なのでとても忙しいですが、その分楽しかった
りもします。
　今後の目標としては、新しい音楽を提供できるような人にな
りたいです。例えば今クラシックは古い音楽になってしまいま
したけど、ショパンやモーツァルトなどが生きていた時代には
それが最先端の音楽で、当時は彼らが音楽界に新しい風を吹か
せていたと思うんです。なので、そんな風に僕もなれたらなっ
て。

  ―  得意とされるアレンジや即興演奏の際、奥田さんの頭の中
ではどんなことが起こっているのでしょうか。 

　僕はアドリブのことを会話だと思っているのですが、会話を
する時って「どの話題を喋ろう」とかは考えるけれど、それを「ど
んな言葉を使って喋ろう」ってあまり考えないと思うんです。
それと同じで、どんな感じの曲にしてみたいかを考えて、それ
をイメージして膨らませていくだけです。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

奥田弦ジャズワールド in MJ
2019年 1月 14日（日祝）開演14：00　中ホール
全席指定：一般2,500円、高校生以下1,000円、親子ペア3,000円　

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

▶奥田弦 プロフィール
2001 年、埼玉県生まれ。3 歳の時におもちゃのピアノで遊び始め、5 歳で作曲を始める。 
楽譜の読み方は父親に教わり、ピアノの指導を受けたのは約 3 か月程。ほぼ独習で大人顔
負けのテクニック、作曲力、アレンジ力、表現力を身につけ子どもの頃から各メディアに取
り上げられる。7 歳で既にソロコンサートを開催。9 歳でアルバムを録音し、10 歳でポニー
キャニオンから史上最年少ピアニストとしてデビュー。デビューアルバム『奥田弦』はジャズ・
ジャパン・アワード 2011 のニュースター部門を受賞。2014 年 9 月 1 日付、史上最年少
作曲家として JASRAC メンバーに。テーマ曲等多数提供。SHOW 出演やオーケストラ共演
を果たす。NHK「天才てれびくん」、日本テレビ「世界１の SHOW タイム～ギャラを決め
るのはアナタ」、TBS「中居正広の金曜日のスマたちへ」など話題の番組に数多く出演。
2015 年テレビ朝日「題名のない音楽会」～話題の作曲家大集合！ピアノ大喜利～に出演し
優勝。2017 年 E テレ「ムジカ・ピッコリーノ」アポロン 5 号シリーズにピアノ担当レオ
役で出演。更には阿久悠未発表詞プロジェクトに作曲・演奏で参加し話題に。テレビ高知「イ
ブニング KOCHI」テーマ曲、アイリスオーヤマ「進化した光」編 CM 曲を担当し現在オン
エア中。最近では、アニメ「ご注文はうさぎですか？？」キャラクターソロシリーズ・ココ
ア曲 ( 作編曲 ) やメグ曲 ( 編曲 ) を担当するなど、活動の幅を広げジャンルを超えて活躍中。

　2019 年の成人の日に開催するコンサートは、現役高校 2
年生ピアニストがジャズの世界へ誘います。
　奥田弦さんの魅力は驚異的なテクニックとアレンジ、そし
て作曲力。それらをほぼ独学で身に付けたというから驚きで
す。幼い頃からテレビなどで活躍が紹介されてきたので、ご
覧になった方もいらっしゃるのでは。 
　そんな奥田さんに、気になることを伺ってみました。

　＊　　　＊　　　＊　　　＊　　　＊　　　＊　　　＊　　　＊　　　＊

現役高校生にしてソロライブ10周年。
今だからこそ、弾ける音、響く音がある。

おくだ      げん

奥田 弦

  ―  宮崎での公演は初めてと伺いましたが、プライベートでは
いかがですか？

　プライベートでも初めてなのでとても楽しみです。宮崎牛な
どは知っていましたがもっといろいろと知りたいです。あなた
も作曲家というコーナーで宮崎、都城市の素敵なところなどを
お客様に教えていただき、即興で宮崎のイメージ作ってみよう
と思います。

  ―  公演の見どころを教えてください。

　三味線とコラボという僕も初めての試みをするので、それが
一番の見どころだと思います。僕は普段、演奏は大人とするこ
とが多いのですが、三味線を弾かれるのが高校生とのこと、僕
と同じ歳の方との演奏はやっぱり楽しみです。それに、もとも
と和楽器が好きだったりするので、そこも楽しみのひとつです。

  ―  最後に、読者の皆さんに向けてひとことお願いします。

　宮崎県での公演は初めてで、とても楽しみにしています。今
回はソロに加えて三味線とのコラボもするので、是非お越しく
ださい。

　＊　　　＊　　　＊　　　＊　　　＊　　　＊　　　＊　　　＊　　　＊

　今回のライブでは、ジャズのスタンダードナンバーだけで
なくクラシック曲も奥田弦流のアレンジでお楽しみいただき
ます。誰もが知っている曲がいったいどんなアレンジになる
のか、ワクワクするひとときになるのは間違いありません！
　また２つの特別企画をご用意。１つは、客席のお客様が指
１本で弾いたピアノのメロディを、その場でステキな楽曲に
アレンジするというもの。もう１つは、奥田さんのインタ
ビューにも出てきましたが、都城西高２年生の三味線奏者・
久留若菜さんとの共演です。ふたりの演奏が、どんな化学反
応を起こすのか、とても楽しみです。

私自身、津軽三味線と他の楽器での
コラボが初めての挑戦で、多方面で
活躍されている奥田弦さんとのコラ
ボが楽しみだなと思う反面、とても
緊張しています。今回の演奏を通じ
て、津軽三味線の繊細で迫力があり
心に響く音色を皆さんに届けられれ
ばと思います。
ジャズと津軽三味線の異色なコラボをお楽しみください！

▶ 久留若菜さん（都城西高 2 年）よりメッセージを頂きました！
ひさどめ　わかな

ピアニスト・作曲家
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Information

　MJ には、ホールや会議室、練習室のほか、物品販売が出
来るアートモールや、写真撮影で人気のイベント広場、展示
会場としても使用出来るマルチギャラリーなどの貸出場所も
あります。
　「こんな使い方はできないかな？」と思ったら、まずはご
相談ください！

【節電対応について】都城市総合文化ホールでは、節電に配慮し、一部空調温度設定の一定化や照明の消灯を実施しています。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

公演の鑑賞、チケットの購入に関わらず、ご来館の際は駐車券を必ずホールまでお持ち下さい。
ＭＪ駐車場以外の近隣店舗駐車場、月極駐車場等には絶対に駐車しないで下さい。

〒885-0024 宮崎県都城市北原町 1106-100　TEL.0986-23-7140　FAX. 0986-23-7143
チケット予約専用　TEL.0986-23-7190

住友ゴム工業株式会社 宮崎工場　　霧島酒造株式会社
株式会社サニーシーリング　株式会社文昌堂　新洋海運株式会社　ホテルウイングインターナショナル都城　南日本酪農協同株式会社　都城グリーンホテル　
株式会社トーア　都城ヤクルト販売株式会社　つやげん九州株式会社　株式会社アイワホール　大淀開発株式会社　社会福祉法人大淀福祉会
株式会社システム・ナイン　特定非営利活動法人 宮崎文化施設支援機構　都城ビルサービス株式会社　ＢＴＶ株式会社　都城商工会議所　
一般社団法人都城市北諸県郡医師会　一般社団法人都城観光協会　吉原建設株式会社　学校法人南九州学園（南九州大学・南九州短期大学）　
社会福祉法人都城市社会福祉協議会　株式会社エビス商事　株式会社エビスブロイラーセンター　株式会社エビス　グランドパティオ都城

都城市 PRロゴ利用許諾第 31 号

▼ホール主催公演情報をイチ早くお届け！

mjhall@mj-hall.jp

!

MJ
Ticket
Club

年会費 1,000 円
ＭＪチケットクラブは、お手頃な会費で公演情報の案内、チケット先行予約（ホー
ル主催の指定公演）などの特典を提供する友の会組織。
インターネットでの入会・チケット予約／クレジット決済も可能。

貸館利用受付 〔窓口・電話・FAX〕 9：00 ～ 19：00

〔開館時間〕9：00 ～ 22：00　〔休館日〕毎週水曜（水曜が祝日の場合は翌日休館）、年末年始

第４駐車場

法人会員は、チケット先行予約などの特典があります。随時募集中！

チケット販売 〔窓口・電話〕 9：00 ～ 19：00　〔インターネット〕24 時間受付
◎ MJ ホームページからチケット予約可能。ご利用には会員登録（無料）が必要です。

私たちは都城の芸術文化の振興を支援しています
〔メセナ会員〕

〔正会員〕

〔準会員〕 株式会社ワールドトラベル　医療法人明和会 宮田眼科病院　久保産業株式会社　学校法人都城コア学園 ※ご入会順

① 空き状況確認（来館／電話／インターネット）
② 利用許可申請書を提出 or インターネット予約
③ 施設料金のお支払（来館／振込）

　＊ いずれの申請の場合も、事前に利用者登録が必要です。
　＊ 料金はご利用の内容によって商業か通常かを判断します。

詳しくは窓口・お電話にて直接お問い合せいただくか、
ホームページをご覧ください。

インターネット予約で
より便利に！使いやすく！

予約は簡単！
▶様々な貸しスペースがあります

アートモール
１日単位の貸出で、1 ㎡につき
5円と安価な料金です。
フリーマーケットなど各種イベ
ント会場として利用できます。

イベント広場
１日単位の貸出で、1 ㎡につき
5円と安価な料金です。
ダンス練習、結婚式の前撮り、
その他、コスプレ写真撮影場所
としても大変人気です。

マルチギャラリー
1 時間単位の貸出で、書道展な
どの作品展示スペースとして利
用されています。付属設備とし
て、展示パネル 10 枚、机 10 台
が付いています。

【料金】（通常）510 円 / 1 時間　
（商業）1,530 円 / 1 時間

Topics

　ＭＪでは、来館されるお客様をきれいなお花でお迎えした
いと、職員がプランターで季節ごとのお花を育てています。
土づくりから始め、毎日交代で水やりや花摘みを行います。
　実は最近、花壇に小さな野菜畑をつくりました。何を植え
たのか、ぜひ実際にご覧になってみてください。元気がない
花があれば場所を移動し、日陰でも力強く芽を出す野菜を見
ていると、生きものを育てる楽しさや難しさを感じます。
　ホールは無機質な公共施設のイメージが強いですが、少し
でも彩りを加えてお客様の目を楽しませるとともに、植物の
管理を通して、職員のおもてなしの心を育んでまいります。

▶おもてなしの花を育てています

MJdays
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http://mj-hall.jp

冬

最初の、一音。

9/24（月祝）お試しレッスン・コレクション～ピアノ体験講座

大きなコンサート・ピアノを触って、感じて、弾いて、アートフルな人生の第一歩になりますように。

12月～2019 年 2月


