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FRIENDS

The future super art ist !  Interview ③
未 来 の ス ー パ ー ア ー テ ィ ス ト ！  は り ま ゆ き ま さ く ん イ ン タ ビ ュ ー ③

:: February 19, 2018

「TO 岡本太郎様 MAIL6」でご紹介させていただいた、 

名曲『たいようのとう』！ 

 

たいようのとう

 

 

なんとつくったのは⼩学⼀年⽣（当時4才）のはりまゆきまさくん！ 

 

いったいどんなお⼦さまなのか？ 

ご両親にお話を伺っています。 

 

今回で最終回。 

歌をつくるようになった経緯をお聞きします！ 

 

――どうして歌をつくられるようになったのでしょうか？ 

 

「歌は、気づくといつのまにか⾃分でくちずさんでました。この『た

いようのとう』も初めから1番はほとんどできてたと思います。後に

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ljs26uN7Ym0
http://playtaro.com/
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も先にも歌を作ったのはあの1曲だけなので、絵をかいてたら、よっ

ぽど歌いたくなったんですかね。なんか、わくわく感がそのままって

感じなので」 

 

――たしかに魂の感じたまま、そのまま！って感じが素晴らしいです

ね。 

 

「1番の完成度があまりに⾼いので、聴いている⽅も楽しくなって、

つづきは？つづきは？とか考えてもらってるうちに、⻑編に（笑）。

途中、歌詞はこういうのどう？とか⼝出ししようとしたら、『⾃分が

つくるから⾔わないで！』っておこられちゃいました・・・。結果、

⼦供らしいいい感じになったと思います」 

 

――なんていうか、アーティストですよね。すでに。 

 

「最近になって、新居に引っ越して落ち着いたので、パパがお蔵⼊り

していた機材を引っ張り出して⾳楽あててくれました。動画もパパの

汗と涙の結晶です（笑）。パパが、おぼつかない⼿つきで、動画とし

て完成させてくれました。絵も、当時のものではなく、新しく⼆⼈で

考えながらかいてました。こだわる男たちです・・・」 

 

――お⽗さんも、ほんとうにお疲れさまでした。でも……新曲、期待

しております（笑）。 

 

 

http://playtaro.com/
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「年⻑になって字が書けるようになって歌詞カードをつくっていまし

た。 

今は⼩学1年⽣になり、図⼯が⼤好きでちょっと体育が苦⼿、公園に

⾏くとボール遊びより茂みで⾍を探し、ポケモンのゲームをやりすぎ

てママに怒られる、どこにでもいる⼩学⽣です」 

 

――・・・どこにでもいるんでしょうか？ 

では最後にお⽗さま、お⺟さまの岡本太郎への思いをお聞かせくださ

い。 

 

「太郎さんから、いろいろなことを感じ取ってほしいと思います。」 

 

⽗から息⼦へ 

 

「岡本太郎のように、⾏動⼒を持って、どこにでも、実際に⾒に⾏

き、体で感じ、そのユニークな感性を⼤事に育てていってください」 

 

⺟から息⼦へ 

 

「偉⼤なる偉⼈？奇⼈？との遭遇。岡本太郎のように、信念をもって

貫くカッコイイ⼈間になってね」 

 

――ありがとうございました！ 

 

なんと⻑男のゆきまさくんだけではなく、次男のそうすけくんも歌を

つくられているんです！ぜひご紹介させてください。三匹のかめさん

とティラノサウルスが登場します。 

 

 

http://playtaro.com/
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かめさんぶくぶく 

かめさんぶくぶく

 

ARTICLES

コメント0件 並び替え 

Facebookコメントプラグイン

最新

コメントを追加... 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z4xDLoz1iFw
https://www.facebook.com/sharer.php?u=http://playtaro.com/blog/2018/02/19/yukimasa3/&t=%E6%9C%AA%E6%9D%A5%E3%81%AE%E3%82%B9%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%83%88%EF%BC%81%20%E3%81%AF%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%82%86%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%95%E3%81%8F%E3%82%93%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%93%E3%83%A5%E3%83%BC%E2%91%A2
https://twitter.com/share?url=http://playtaro.com/blog/2018/02/19/yukimasa3/&text=%E6%9C%AA%E6%9D%A5%E3%81%AE%E3%82%B9%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%83%88%EF%BC%81%20%E3%81%AF%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%82%86%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%95%E3%81%8F%E3%82%93%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%93%E3%83%A5%E3%83%BC%E2%91%A2
https://developers.facebook.com/products/social-plugins/comments/?utm_campaign=social_plugins&utm_medium=offsite_pages&utm_source=comments_plugin
https://www.facebook.com/katsuyuki.harima
http://playtaro.com/


2018/5/13 未来のスーパーアーティスト！ はりまゆきまさくんインタビュー③ : PLAY TARO | 太郎と遊ぶ、太郎で遊ぶ。岡本太郎を中⼼とし…

http://playtaro.com/blog/2018/02/19/yukimasa3/ 5/7

DIGS :: February 9, 2018

岡本太郎コラム②東⾵⻄⾵「迷宮」

先⽇、雑誌のグラビアで新しく開発された霊園の写真を⾒
た。⾒わたす限り、整然と区画された近代的？な墓地。真四
⾓な箱型の無数の墓群。 まさに、近ごろいたるところに造成
される巨 …

 DIGS :: September 5, 2016

敏⼦のエッセイ⑯この⼀瞬「やりたいことに集中…

今回の「満⽉⽇記」は“将来の⾃分”について。 敏⼦さんのコラ
ムを読んで少しでもあなたが迷いから解き放たれますよう
に。 — ⽉別のカレンダー。 11⽉の分が終わ …

 REPOS :: March 9, 2015

【速報！】都内某所で秘密の会議！？？

都内某所で秘密の会議が⾏われていることを キャッチした
我々は調査の為、潜⼊することに！ そこで⽬撃したの
は・・・！ なんと、 なななんと、 ななななんと、 海洋堂の
宮脇セ …

DIGS :: March 2, 2018

岡本太郎コラム③東⾵⻄⾵「⼀年⽣議員」

もう⼀週間ばかり前になるが、国会で⻘島幸男が質問にたっ
た。偶然それをラジオで聞いたのだが。 俳優さんだけあっ
て、まことにユーモラスな⻭切れのいい⾔いまわし。しかも
率直で、 …

 
COLLECTIONS :: December 15, 2017

あなたの好きな太郎のポーズは？

「どっちの太郎ショー」の結果発表です！ 先⽇、Twitterでお
こなったアンケートは、 「あなたの好きな太郎のポーズ
は？」 皆さん、ご協⼒ありがとうございました！ それで …

 
DIGS :: November 30, 2016

《樹⼈》制作⾵景！！

⾃由奔放に増殖し続けていくような、 ダイナミックな⽣命⼒
に溢れている。 《樹⼈》 今回は《樹⼈》の貴重な制作⾵景の
動画をお届けします！ いきいきと躍動する不思議な《樹⼈》
…

 

http://playtaro.com/blog/category/contents/digs/
http://playtaro.com/blog/2018/02/09/tarocolumn2/
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TALKS :: August 5, 2015

⼀⻘窈対談① “⼀⻘節”の作り⽅

今回のTALKSのゲストは、 「もらい泣き」「ハナミズキ」などのヒット曲で知られる、 歌⼿の⼀⻘窈さんです。 皆さんは、
⼀⻘さんの「うれしいこと」という歌の中に、 岡本太 …

 

ACCESS RANKING

1. 太陽の塔×タナカカツキ×ヴィレ
ッジヴァンガード 限定コラボグッ
ズ発売！！！
March 12, 2018
2. 48年⽬の誕⽣秘話「太陽の塔」
岡本太郎と７⼈の男たち
March 5, 2018

3. 新刊3冊発売！！！
April 2, 2018

4. ドキュメンタリー映画『太陽の
塔』が 9⽉公開！
March 16, 2018

5. 超合⾦ 太陽の塔ロボ Jr 誕
⽣！！！
April 16, 2018

6. 安藤礼⼆対談①「祝祭の理論家
であり祝祭の実践者」
February 26, 2018

7. 「太陽の塔」新発⾒！
March 19, 2018

8. いとうせいこう対談①「”ほない
こか”の精神」
April 18, 2018

9. 安藤礼⼆対談②「祝祭の理論家
であり祝祭の実践者」
March 7, 2018

10. 「太陽の塔1967-2018 －岡本太
郎が問いかけたもの－」第2期
February 21, 2018

SPECIAL FEATURE

: :  May 7, 2018いとうせいこう対談④「”ほないこか”の精神」
作家、クリエーターとして、  あらゆるジャンルに渡る幅広い表現活動を⾏っている  いとうせいこうさんとの対談で
す。  〈前回までは〉  いとうせいこう①「まだここに太郎さんがいる  …

 

Channel Taro TV

: :  December 21, 20河⼝洋⼀郎対談①「⼈⽣は…

: :  October 31, 20舘⿐則孝対談①「未来に向…

: :  September 1, 20ダースレイダー対談①「⽇…

•

•

•

•

•

•

•

•
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About

Taro Okamoto Memorial Museum 
Taro Okamoto Museum of Art Kawasaki

Terms of Service & Privacy Pol icy

::  March 21, 2017
《⾨扉》制作⾵景

 

: :  November 30, 2016
《樹⼈》制作⾵景！

 

: :  August 3, 2016
《五⼤陸》制作

「いいね！」しました

PLAY TARO /岡本太郎
⽊曜⽇

「これからの⽇本⼈はむしろその⽅の資質
を発揮してつき進んで⾏くべきだ。」
岡本太郎コラム第7回⽬！ 
太郎さんがまともにぶつかることを避ける
⽇本⼈に対して物申す！！ 
是⾮ご⼀読を！！！

PLAY TARO /岡本太郎
1,749 「いいね！」の「いいね！」済み
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http://www.taro-okamoto.or.jp/
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https://youtu.be/48mzYtVy6EI
https://youtu.be/jUtCydl0afk
https://www.facebook.com/playtaro/?ref=nf&hc_ref=ARSp-9FBGbYAPRwkoA5FNhFwr2qHqcB29MGUwhe56y7pCOHY6jEJgn0-8X6r8uSODQQ
https://www.facebook.com/playtaro/posts/1678762005553987
https://www.facebook.com/playtaro/posts/1678762005553987
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fplaytaro.com%2F%3Fp%3D11429&h=ATMh7S6NLoJ93WuFexpBWEg5E2FnDgkHEKEz0SvTIUHQHoZx1AchGt8WPge3C6DDah4-ujkAERIdtgkalQAA89Mt83STyAuUDDwf6aZVYQUwmMJI2pe6eh2kVQ
https://www.facebook.com/playtaro/
https://www.facebook.com/playtaro/
https://www.facebook.com/playtaro/
https://twitter.com/info_playtaro
https://www.facebook.com/playtaro
https://www.instagram.com/playtaro/
https://www.youtube.com/channel/UCqu3_GAkiZjfrNUHQZH-BGg
http://playtaro.com/

