
1.春へ 2.エール 3.No Stay
"Stay Home"という言葉が世でスローガンみ
たいになってた頃に作った曲。
市内のエイシンカレッジグループの卒業生
(21年卒業生)が新型コロナウィルスにより学
校行事が無くなり、思い出になるものをなん
とか生徒達に残したいという学校長の想いで
始まったプロジェクト。それが、エイシンカ
レッジグループの生徒のみんなから学校生活
の思い出や仲間への想いを集めて曲を作ろう
というものでした。

 僕自身も高校の後、専門学校生だったから
学校行事の楽しさや思い出の大切さはわかっ
ていました。その上で、学生達と一緒に曲を
作れる機会をもらえるなんて本当に幸せなお
話だと思いました。
たっくさん集まったみんなからの言葉を見な
がら込み上げてくる何か熱いものがありまし
た。
必ず心に残る曲を作るんだって誓った。

相方がメロディーをほぼ作ってくれてたから
そこに言葉をはめ込むというよりは言葉から
メロディーを構築していく感じでした。
この曲が卒業生の胸に、未来にどう繋がって
いくのかなんて全然想像もつかないけれど、
こんな素敵な機会を与えてくれた事に本当に
心から感謝です。
立ち止まっていても何も始まらない。
No Stay。

ひなた13th album -MuSuBi-
セルフライナーノーツ

コロナ禍真っ只中に出来た曲。
週末のライブも当たり前に中止や延期が続
いてて、やるせない溜め息ばかり出る日曜
日の昼下がり。外は生憎の冬の日向日和。
ひとまず自分の家の周りを掃除することに
した。普段何気なく咲いてる花や木々た
ち。自然と気持ちが豊になっていく。ある
意味こういう時間が自分自身の感情や心の
スペースも整理整頓できるのかもしれなか
った。

数年前に自分で塗った赤色と黄色のベンチ
がポツンと置いてあるんだけど、ふいにそ
の二つが男女だったら…の視点で見てみた
らふと鼻歌で聴いたこともないメロディー
を始めてた。そこからは狂ったようにギタ
ーを抱えピアノの前で製作に入った。意図
して作らない曲の製作は、まるで一本の映
画の脚本を名監督でもなんでもない自分自
身が描いていくストーリーだ。

ちょうどこの頃、同じ新潟出身のハーモニ
カ奏者の倉井夏樹君と連絡を取ってるのが
きっかけで今回この曲に参加してもらえる
ことができました。狙いや計算をしなくて
も気持ちいい作品ができるのが音楽の魅力
だと改めて知った楽曲の一つがこの赤と黄
色なのかもしれない。

共に支え合い
共に愛し合い
そこから生まれる愛のカケラ
--------------------------------------
たとえ壊れてしまっても、古くなってしまっ
ても、リメイクする事で新しい場所で、新し
い役割で輝く事が出来る。誰かの手で新しい
命を与え、輝かせる事が出来る。
---------------------------------------
虹を咲かせよう
びゅーんとかぜがふいてきたよ
傘から見上げてキラキラ
今日は何の日雨の日
一緒に傘がさせるから雨の日がすき
おっきなかさとちいさいかさ
雨の日がちょっと楽しみ
相合(あいあい)
ぱちぱちぱち(傘に雨が当たってる音)
---------------------------------------- 
傘の花、咲かせる
虹
なないろ
あなた、私
そうあい
SDフェスからSDGs
----------------------------------------
これら相愛傘実行委員のメンバーから集まっ
た言葉達。これをまとめて曲になって「相愛
傘」が完成した。2021年の春前くらい。ひな
た2人だけで水道公園へ行き、配信ライブを生
音でした。それをきっかけに音響なら手伝う
よの声がかかり、会場設営や許可、申請をし
てくれる方達。そしてトモシビメンバーでも
あるRafveryも参加してくれることになり、今
年の5月に1回目の相愛傘フェスを迎えること
ができた。
元々この曲はひなた2人でのアコースティック
アレンジでしたが、今回はRafveryのU-HEY、
Kazzもボーカルレコーディングに参加してく
れてこうして音源になることができました。
ジャンルを超えた楽曲になったし、レコーデ
ィングの現場でコーラスを追加したり旋律を
変えてみたりして、まさに化学反応な時間で
した。トモシビとしても自信作の1曲になりま
した。

突然ですが、季節を風で感じれるのって素敵
だと思いません？
僕は結構自宅の周りを散歩することが多いん
だけど、風の吹き方や風が運んでくる匂いと
かで、あー春がきたなーとか、夏の風を感じ
てるなーとか思うんですよね。
道端に咲いてる花とか、空の雲のフワフワし
た感じとかでも季節を感じれると幸せだった
りします。

僕の実家の数百メートル先に陸上競技場があ
るんですが、そこで大会があったりするんで
す。学生のかけ声とかスタートやゴールとか
で鳴り響く銃声の音とかが風に乗って聞こえ
てくるんですよね。そんな感じでふと聞こえ
てくる誰かの声が妙に身近に感じられたりす
る時があったりもして。

相方のお父さんは数年前に天国へ行きまし
た。従兄弟同士なもんだから、もう一人のお
父さんでしたよね。ひなたのライブもよく見
に来てくれたり、時には県外のライブにも良
く来てくれては僕らやスタッフの皆さんやフ
ァンのみんなにも差し入れをくれたりもして
くれてました。じっとしてるのがきっと苦手
なタイプだったと思うんです。ずっと社長室
で机に向かってるタイプじゃなかったと思う
し  笑
ただ天国に行くのはあまりにも早すぎました
よね。

とある日、晴れ渡る青空の日に僕は散歩して
ました。青っぽい綺麗な花(シラーという花)が
道端に咲いていました。その時にまぁまぁ強
い風が吹き込んできて、ふと耳から身体に微
かに聞こえてきた声はたしかに相方のお父さ
んの声でした。なにを喋っていたかはっきり
とは聞こえてこなかったけれど、あったかい
気持ちになりました。
本当不思議な感覚でした。
そしてこの曲が生まれました。
それから散歩の途中で風が吹くたびにまた聞
こえてこないかなーと毎回思ってるんですよ
ね。心の中では今もずっと側で話しているん
ですよね。

市内の蔵王のもりこども園のグループ園歌。
以前小学校の校歌をひなたで作る機会を頂い
た時もそうだったけれど、一生残るお仕事を
させてもらってることに気付くんですよね。
この曲は3つの園の歌詞が入っていて、それ
ぞれの園のカラーを散りばめてあるんです。
その分、製作(特に歌詞)には時間はかかりま
したが完成した時の達成感はかなり大きかっ
たですね。

子供達が気持ちよく元気よく歌えるキーって
どのくらいなのかなーとか、このフレーズは
歌いにくいかなーとか目線を子供目線に置き
換えて、いやなんなら自分もちゃんと園児に
なって実際に何度も家で一人歌ってました。
笑

新型コロナウィルスで園の行事やイベントが
無くなったり制限される中でも、自由に羽ば
たいてほしい想いを歌にして1ミリでも園の
子供達が楽しい生活を過ごしてもらえたら嬉
しいです。

新潟の冬は厳しいです。雪も沢山降りしきる
し、気温もマイナスになり道も凍ります。
栃尾という地域はとても自然豊で綺麗な川も
あって人もあったかい所。
僕らひなたもいろんな繋がりでよく歌いにも
行くんですけど、行く度に美味しいお店と出
会ったり新しい発見がある楽しい町なんで
す。

栃尾は油揚げでとても有名な地域でもあり、
20店舗近くある中で今回出会ったお店が
「あげ家 松兵衛」さん。
赤と黒のシックな外観で、
まるで油揚げのお店に一見思えない雰囲気。
そういえば初めてここの代表の大橋さんと出
会った時の店主の髪色は緑だったよーな気が
してます。

大橋さんと曲のコンセプトやイメージを聴い
ていく上で、親子の素敵な関係が知れたり、
油揚げ以外にもいろんな世界に興味を持って
いる事も知れたんですよね。

安定や平凡とは真逆の道を選び、どんどん新
しい扉を開いていく。
ちょうどその頃は僕自身も変わりたい願望が
強い頃だったので歌詞は割とスムーズに書け
ましたよね。

応援歌ではあるが、サウンドは拳を握ったほ
どの力強さとは違って爽やかな仕上がりにな
ってます。
この春(2021年)から相方の同級生きっかけで
繋がることができた"新潟野球チャンネル"の
イメージソング。
チャンネルメンバーの中山大さんは元新潟ア
ルビレックスBCの名投手でもあり、現在は
野球アナリスト。
そしてもう1人は野球大好きの
NGT48のまっしーこと真下華穂ちゃん。
そこに私ぴろんも加入し今現在も新潟野球チ
ャンネル盛り上がってます。
是非YouTubeも見て欲しい。

とまぁこの曲のテーマは野球。
といっても野球とは無縁だったから、結構大
変でした。中山さんとまっしーからも言葉を
もらい作らせてもらいました。
歌詞の後半部分が特に気に入っている部分。
これを球場で歌ったら気持ちいいだろうなぁ
と思いながら今日も野球に浪漫を。
野球に愛を。
ここから始めよう一緒に。

5.シラー4.ジャンプ！ 6.相愛傘 7.赤と黄色

大切なモノは一つではない。
宝物は見えなくてもいい。

信じる答えが違ってもいい。
 

大きな窓の外に出てみたくなったら、
一番お気に入りの靴を履くんだ。

自由に、気の向くままに歩いてくんだ。
 

人は人を必要として
時に人は人を憎んだり、蔑んだり、

けなしたりもする。
でも、人は人を必要とする生き物だ。

 
結ばれることが全てではないとわかった

2021年。
それでも僕らは誰かに必要とされ、

誰かを必要として結んでいく。
 

MuSuBi
 

願うなら明るい未来を。
心から笑える太陽を。

世界中にハッピー風を。
-やりたい事ばかりだ 夢はいくつもあるけど

あぁ神様 僕の声は届いてますか？-
-泥にまみれたって 涙流したって
笑われたっていいさ 本気ならば-

-行け 空を見上げて 届け この想いを
No Stay

まだ行けるさ 今を越えて 駆け抜けて-

-さぁとどけよう こえあわせて うたをうたおう
えがおのはなを さかせてずっと

いっせいのでジャンプ！-

-風に吹かれ あなたの声
そっと聞こえた気がした-

-この雨が止んでも この傘を閉じても
2人の距離が変わらない様に 側にいるよ-

-この雨で この全て流してほしい
瞳閉じて 笑い合う2人 陽の当たる場所へ-



このコロナ禍で10年以上会っていなかった同
級生と再会を果たした。
ロサンゼルスでジャズピアニストとして活躍
しているMASUMI YAMAMOTO
長岡に帰って来ていると連絡があり、近況報
告も兼ねてお茶をしに。
beautifulのALBUMを1枚聞いてみてと渡したの
がきっかけで、月の裏をすごく気に入ってく
れて、ジャズバージョンにアレンジして持っ
てきてくれた。

改めてレコーディングをし直したのだが、
はじめてピアノと自分の歌を重ねた時に、身
体中に電流が走ったようだった。
コロナ禍で同級生同士が、アーティスト同士
が、高めあえた素敵な化学反応がおきた1曲。

あと、クリック無しのピアノに合わせてレコ
ーディングをしたのがはじめてで、海外では
これが主流だそうだ。

-With Masumi Yamamoto-

新潟県から依頼されてこの曲に出会いまし
た。
こういう世の中になって、命と向き合った曲
を作ろうと思っていたタイミングにこの曲を
作るきっかけになったんですよね。
姿の見えないモノに脅かせられ、亡くなった
方も沢山いる日々。毎日発表される感染者の
数字。人との距離を計らなきゃいけなくなっ
たソーシャルディスタンス。知らず知らずに
心はすり減っていくのがわかるくらいの日常
に言葉が出ない悔しさが募るのです。

依頼の中心は献血でした。若者の献血が年々
減少しているとのこと。献血推進プロジェク
トとして進めていく上で、曲は絶対だったか
らすぐに制作に取り掛かった。
生きてきた中で、沢山の愛する人を見送って
きた。不思議と哀しい思い出よりもその人と
の楽しかった頃の絵が浮かんでくる。

伝えたい想いと声は歌に全部残してきた。
命あるモノ、いつかは止まってしまうものだ
から儚くて美しい。
でも、だから生きている今は精一杯の愛と力
で守るんだ。大切な人の、その命を。

突然の話だが、ラジオスポンサーのメディッ
ク太陽グループの小林さんから"いい日にな
った”ってフレーズが浮かんだので一緒に曲
作りませんか？と、連絡が来た。
既にメディック太陽グループのイメージソン
グは「in the sun」を作らせてもらってはい
たが、新たに1曲制作しよう！という話だっ
た。

”いい日になった”、、いいひなた
とフレーズが浮かび僕達に声を掛けてくれ
た。
更に、歌詞をラジオリスナーから募集しよう
と言うのだ。
予想以上に集まった詞(ことば)達を次々にメ
ロディーにはめ込んでいく。
アレンジだが、言葉をより届けやすくする為
にアコースティックにした。
この曲を笑顔で聞いてもらいたいと思い、レ
コーディングに挑んだ。
今日があなたにとって、いい日になりますよ
うに。

子供達が楽しみながらSDGsを考える歌を作
ってほしい！そんな依頼を長岡リバーサイド
千秋さんより頂きました。そこで生まれたの
がこの曲。「好き嫌いなもの全部食べたらゴ
ミも、減ってお魚もハッピーさ♪」まさにそ
の通り！
そしてこの時代を表す言葉「当たり前なもの　
当たり前じゃない　小さな事なのに　世界が
ぐるぐる回る」目に見えない小さなウイルス
によって今までの世界がガラッと変わる。

でも、そんな時だから元気よくご飯食べて遊
んでお腹も心もハッピーになろう！
ボーカルはモグモグkidsを迎えて、ダンスも
しながら歌える歌！

世界をハッピーに♪

今回のタイトル曲結-musubi-
曲の依頼は着物やブライダル衣装関係の長岡
の縁-enishi-さん。
代表の悦子さんは音楽もとても好きな方で、
参考音源やアイディアをたくさんくれまし
た。
曲の依頼を頂いた時、最初に浮かんだのは
結婚式のエンディングの場面だった。
幸せな新郎新婦の後ろ姿が頭に浮かび
筆を取った。
と、同時に、人は全て女性から産まれている
事の素晴らしさを感じる事が出来た。
アレンジ面だが、オルタナティブではある
が、マイナーコードにはせず、メジャーコー
ドをあえて使いました。
それはやはり、ハッピーな曲にしたかったか
ら。
アレンジャーのタカバタケ俊さん曰く、
今作最大の手応えを感じた。
と言ってました。
この曲とあなたが出逢ったかのように、
人と人は出逢い愛で結ばれるのです。

8.jasmine
 

9.その命 10.いい日になった 11.モグモグパラダイス

12.月の裏 13.結-musubi-

今回のアルバムでぶっちぎりのアッパーナン
バー。アレンジも炸裂しまくりナンバー。
曲中で何度も出てくる"ナーリコオカピカ
ケ"だが、ハワイの言葉でジャスミンの蕾達
という意味らしい。そして実際にナーリコオ
カピカケという名前でフラ&タヒチダンス教
室を開いている代表の滝沢清佳さんきっかけ
でこの曲が生まれました。

陽気で妖艶なダンスナンバーにしようと作り
始め、初めはマツケンサンバみたいな感じで
作っていたがアレンジによってアッパーな仕
上がりになり度肝を抜かれた。
このコロナ禍から脱却し、夏フェスなどでま
た蜜オッケーになった際は汗びっしょびしょ
かいてタオルぶんぶん回して大勢で楽しんで
欲しいし、そんな絵を浮かべながらレコーデ
ィングしてた。
清佳さんのオタケビから始まるjasmine、イ
カしてます。

MuSuBi

-心、今でも艶めいて 愛の悦び 届けるの-

-月の裏でまた会いましょう
この手を離さないで-

-変わり続ける日々に 変わらない心で ずっと
愛してる-

-いい日になった いい日になった-

-愛らしさ 愛想よい 優美
ジャスミンの花言葉-

 
-種を植えよう-

ひなた13th album -MuSuBi-セルフライナーノーツ

ひなたオフィシャルサイト
https://hinata.tv/

一年に二枚のアルバムリリース。
そんなことするなんてひなた二人とも思っても見なかった。

ただ、制作は常にしてた2021年だったし、今もなお作っている曲がある。
 

この春には「Reborn」というアルバムがひなたの中で誕生した。
それから約半年で今回の「MuSuBi」の誕生。

本当に本当に、本当に嬉しい限りだ。
そして、本当に大変でした   笑

ここ数年、CDというモノの需要が著しく減少してはいるが
別にそこはあまり気にしないようになった。

と、いうかそもそもCDを出して儲けようてこれっぽっちもない。
CDを作って世の中に出すって行為は、

ひなたにとって生きてきた証を残す事なんだって。
 

きっとこれはこれからも変わらずの感情で
これからも心臓が止まらない限り、曲を書き続けるんだろう。

そしてジャケットを手書きで描いて、
一枚のアルバムを手がけていくんだろう。

あなたとひなたのMuSuBiは、今ここにある。
 

ひなた ぴろん


