
インタビュー｜足立 岬（No.076） 
好き：音楽（クラシック、ジャズ、クラブミュージック、サウンドアート） 

 

Q.自分のベースになったと思う原体験は？ 
両親は、楽器弾いたりとか音楽が好きだったので、その影響で、私も４歳でピアノ、６歳で
バイオリンを習ってました。 

中学生の頃、外部ジュニアオーケストラに入ったんですよ。そこは小学生から高校生までの
団体で、クラシックをやっている仲間と一緒に弾くのが楽しくて、そしてうまい子がたくさ
んいたんです。彼らみたいにうまくなりたいと思って、音楽系の大学に進みました。 

親がすっごい旅行好きで、いろんなところについて行きました。街並みや大きな景色を見る
のが好きでした。 

Q.どこで、誰と出会う？ 
中学・高校時代は、昔の洋楽とか、普通に今流行っているようなバンドっていうのもクラシッ
ク同様好きだったんですけど、大学２年生のときに札幌で音楽イベントをやっている団体の
人たちと関わるようになりました。 

普段から音楽業界で働いていたり、イベント関係ではないんですけど、単純にみんな音楽好
きなだけで集まっているチームで、彼らに出会ったのは大きかったです。 

Q.何を見た？ 
音楽ジャンルで選ばなくなったというか、かっこいいものだったら、なんでも聴こうって思
うようになりました。ジャズでも、ヒップホップでも、現代アートみたいなものでも.. 
それこそ、大学入る前は、マジでヒップホップとか聞いたことなかったんですよ、よく分か
んなくて（笑） 

Q.どう感じた？ 
自分が思ってたゴリゴリの黒人ヒップホップじゃないものもあるんだよってことを教えても
らったりして。それより、全然オシャレじゃない？とか、かっこいいじゃんみたいな（笑） 

そのイベントのお手伝いを始めてからは、聴くようになった…やっぱり周りの人たちの影響
というか。 

Q.そのあとのストーリー 
大学在学中は本当に、音楽が好きなひと同士で、いろんな曲を勉強できるのが楽しかった。 

在学中に、２ヶ月ハンガリーにある大学、提携校に勉強させてもらいに行ってたんですけ
ど、 音楽好きなひとってだいたい美術とかアートとかも好きだったりとかするし、その逆も
然りだし普通に大学のカリキュラム的に言っても、アートと音楽は切れない関係にあったし、
すごく影響を受けていると思います。 

今は人生の転換期で、建築の勉強をしています。とにかく建築で食べていくぞって思ってい
て。子どものときから、旅先で見る建築や自分の家が好きだったことが影響していると思う
んですけど。将来的には、今までやってきた音楽と建築が合わさればいいなと思っています。



な：では、私が知っているところから掘っていこうと思うんですけど、 
　　まずは、あれですよね。社会人になってから… 
あ：はい、市立大（に入学）ですね。その前は、札幌大谷大学芸術学部音楽学科でした。 
な：あ、そうだ。一回社会人になって、就職して… 
あ：就職です。１年。 
な：１年なんだ。で、その後市立大のなんでしたっけ？ 
あ：デザイン学部の空間コースです。 
な：音楽はずっとやっていたの？ 
あ：はじめてやったのが４歳ピアノ、６歳バイオリンで。 
な：へぇ、ピアノを始めることになったのはなんでだったの？親の影響？ 
あ：やっぱり親ですよね。親も楽器したりとか、音楽が好きだったので、そのまま習って… 
な：両親は演奏もするひと？ 
あ：弾きます、でも趣味の範囲内ですけど。 
　　だから楽器に関してはどちらも自分でやりたいと言ったことはないんです、 
　　ピアノもバイオリンも笑 
な：へぇ 
　　ピアノからバイオリンに行くひととかっているもの？ 
あ：やっぱりたぶんみんなが触るものってピアノじゃないですか。 
　　たぶんそれで音楽好きって気づいたひとが他にもいろんな楽器あるのかもしれないって 
　　気付くんじゃないかな。バイオリンは、親が好きだった、好きだけどやれなかったからじゃないかな、
今考えると… 
な：そっかそっか。ピアノはずっと弾いてるの？ 
あ：そうですね、大学入ってからもやってました。 
　　専攻はバイオリンで入ったので、大学卒業までバイオリンやってましたね。 
な：今もじゃぁ、普通に弾いたりするの？ 
あ：たまーに…それこそなんか弾く機会があればなんか…話もらって出来そうであれば… 
な：え！？お仕事として？お仕事的な感じで？？ 
あ：お金はもらう… 
な：へーーー！ 
あ：…じゃないとなんか時間作るの大変だから。タダではもう弾くのしんどいなと思って。 
　　でも結局あれですよね、音楽とかって時給換算すると全然時給にならないですからね… 
な：確かに。そのもの楽器をメンテナンスし続ける費用とか、 
あ：練習時間をお金にならないから… 
な：本当に職業としてだとしたら、練習から今までの時間分取り戻すとしたらね、 
　　どんだけ稼がなきゃいけないんだって… 
　　習い事として費やしてきたお金もすごいことだものね～笑 
あ：笑　親には悪いけど、ほんとうそう笑 



な：どの段階から自分の意思で音楽をやるようになったの？ 
あ：中学生の頃に、外部のオーケストラに、ジュニアオーケストラに入ったんですよ。 
　　で、そこは小学生から高校生までの団体で、 
　　同じクラシックを周りにやっている子がたくさんいて、みんなと一緒に弾くのが楽しくて 
　　そしてうまい子がたくさんいたんですよ。 
　　彼らみたいにうまくなりたいなって思って、大学でも勉強できるようにと思って、 
　　音楽系の大学に行きました。 
　　そのときも、ピアノとバイオリン迷ったんですけど、バイオリンが下手くそだったので、 
　　バイオリンの方をもうちょっと上手くなりたいなと思って… 
な：えぇ！ 
あ：それでバイオリンにしました。 
な：すごい、下手くその方を選んだんだ！笑　習い事はもちろんだけど、部活動も？ 
あ：部活は学校のはやってこなかったんです。外部の活動があったから。 
な：じゃぁ吹奏楽部とかっていうのはやってこなかったんだね。 
あ：そうなんです。 
な：入ろうかとか、入った方がいいかなってならなかったの？ 
あ：結局、週末はジュニアオーケストラがあって、で、ピアノとバイオリンの練習が入って、 
　　毎日練習しようと思うと、部活に使う時間がないかなと思って… 
　　あと、吹奏楽だったらピアノもバイオリンもないじゃないですか。 
　　そうするとまた新しい楽器を…始めたくないとは思わないんですけど、 
　　なんでもやってみたいと思うんですけど、やっぱり時間を作るのが難しかったと思います 
な：学校の部活は吹奏楽になっちゃうんだね。そういえば… 
あ：そうなんですよ。 
な：クラシックというか… 
あ：弦楽器ができる学校って限られているので、それこそ教えるひとがいないからなんですけど。 
な：あとは楽器が高いとか？ 
あ：それはどうなんだろう、管楽器よりは高くなるとは思うんですけど、 
　　先生方が教えられないんだと思います。吹奏楽部出身の先生なんかはいっぱいいるんですけど 
　　弦楽器やってきた先生ってあんまりいない… 
な：そうか 
あ：私も、社会人やってたときに、吹奏楽教えてたんですけど、 
　　分かんなかったですもん、吹奏楽やったことないんだから… 
な：教えるっていうのは… 
あ：社会人のときは、高校の音楽教員だったので… 
な：えーーーー！！笑　それで高校の吹奏楽部を 
あ：持たされちゃったんです…笑 
　　確かに音楽系の先生が音楽系の部活もつって当然じゃないですか。 
　　当然なんですけど、私は本当吹奏楽部のことが分かんなくて、 
　　でも逆に吹奏楽をずっとやってきた陸上部の顧問の方がよくわかってたりするんですよ。 
な：うんうん 



あ：でもやっぱり私が顧問にならなきゃいけないみたいな。 
　　本当に分かんないんですけど…って。絶対生徒の前で恥かくから嫌ですって言ってたときも 
　　ありました。 
な：じゃぁ、音楽学科で、教員免許とって。 
あ：はい、とりました。 
な：その音楽をずっとやってきたのは、そのモチベーションはさっき言ってた、みんなで弾くのが 
　　楽しいとか、うまいひとみたいになりたいとかっていうこと？ 
あ：たぶんずっと続けていけたのは… 
　　高校は結構早いうちから音大にいこうって決めてたんですよ。 
　　だから高校時代の３年間っていうのは、そこらへんのモチベーションがあったからで、 
　　大学在学中の４年間は、割と早いタイミングで音楽で食べていくの無理って悟った… 
　　んですよね。絶対無理って！笑 
な：笑 
あ：本当にそうなんですよ。 
　　だから、大学在学中は本当に、音楽が好きなひと同士で、いろんな曲を勉強できるのが楽しかった 
　　在学中に、２ヶ月ハンガリーにある大学、提携校に勉強させてもらいに行ってたんですけど、 
　　そういうのもあって… 
　　正直、今、市立大学で空間コースを選んだのは、いろんな要素はあると思うんですけど、 
　　このときの影響がすごくあるんじゃないかなって… 
な：へぇ～ 
　　短期留学だったの？ 
あ：はい、２ヶ月です。 
な：いろんな音楽を、その音楽が好きな人たちと演奏したり、勉強したりするっていうのは… 
　　うーん、質問の仕方が難しくてさ、「何が好きだったんですか？」って聞くのが 
　　ストレートすぎるでしょ？ 
あ：ストレートですけど、こういうの好きだったひとってたぶん、なんでも好きなものたくさん 
　　あるんだろうなって。 
　　音楽好きなひとってだいたい美術とかアートとかも好きだったりとかするし、その逆も然りだし 
　　普通に大学のカリキュラム的に言っても、アートと音楽は切れない関係にあったし、 
　　単純に昔になればなるほどそうだと思うんですよね 
な：そうかー　あんまり分かれて認識してないというか？ 
あ：一応、芸術史っていうということで授業組まれてたりするし。 
な：じゃぁ一緒に勉強していってるってことか。 
あ：大学生の段階ではまだ好きなのはクラシックでしたけどね。 
な：このクラシックが好きな自分から、出て行く瞬間ってあったの？ 
あ：ありました、あったあった。 
　　それこそ本当にずっとクラシック以外も好きだったんですけど、昔の洋楽とか、 
　　普通に今流行っているようなバンドっていうのも好きで、中学校・高校くらいのときも。 
　　で、大谷の２年生のときから、札幌で音楽イベントをやっている団体の人たちと関わるように 
　　なったんですよね、それが割と大きくて。。 



　　そこから割となんでも聴くようになったというか、ジャンルで選ばなくなった 
　　かっこいいものだったら、なんでも聴こうって思うようになりました。 
　　ジャズでも、ヒップホップでも、現代アートみたいなものでも.. 
な：それはなんの変化だったの？ 
あ：そこらへんの団体の人たちと関わるようになると、いろんなものを知る機会があったから 
　　だとは思うんですけど、クラシックを何年もずっとやってきたから、 
　　ちょっとクラシックに飽きた時期でもあったんだと思います笑 
な： 笑 
あ：高校卒業して、毎日クラシックを練習しなくても良くなったから、 
　　また好きなものばっかり聴き始めるようになったら、あちこち世界が広がったかなーって感じになりま
した。 
な：なんか、なんで今みたいな質問したかというと、今まで見向きもしてなかったものが、 
あ：うんうん、あります、あります 
な：きっと、「あれ？面白いじゃん」ってなるきっかけとしてきっとなんかヒントなりなにかあったんだろ
うなと思って。 
あ：それこそ、大谷入る前は、マジでヒップホップとか聞いたことなかったんですよ笑 
　　よく分かんなくて笑 
な：笑 
あ：でも、そのイベントのお手伝いを始めてからは、聴くようになった…やっぱり周りの人たちの 
　　影響というか。自分が思ってたゴリゴリの黒人ヒップホップじゃないものもあるんだよって 
　　ことを教えてもらったりして。それより、全然オシャレじゃない？とか、かっこいいじゃんみたいな笑 
な：その人たちとのイベントは今も関わっているの？ 
あ：やってますやってます。毎年３月に。 
　　だんだん規模も大きくなってきて、自分の関わり方も毎年変わってきて、とても楽しい… 
な：有志のメンバーがやっているの？ 
あ：完全に有志です。普段から音楽業界で働いていたり、イベント関係ではないんですけど、 
　　単純にみんな音楽好きなだけで集まって。 
な：そうか、仕事になってない。。。今まで私がインタビューしてきたひとって、みんな… 
あ：仕事になってますよね。 
な：そうなの。すごくある意味自分が好きなものを追い求めて、それで生計を立てようというか、 
　　仕事にしちゃおうってひとが多くって。 
　　すごく偏っているのが悩みになっている笑 
　　すごく素直に生きているひとばっかりというか、好きなものを追求して生きているひとばっかりだなっ
て。 
あ：そういうひとってすごいですよね。それだけで食べていくってすごく大変なことのはずだし。 
な：ね、そういう人たちの方が少ないはずだからね。 
あ：少ないはず… 
な：だからすごく偏っているの… 
　　あ、そうだ。このあいだ思ったことなんだけど、話を聞いていくと、全部その人のたっている場所の 
　　ルーツにつながっていくタイプなの、みんな。今立っている場所とルーツが直接つながっている。 



　　でもそんなストレートに繋がっている、合致しているひとばかりじゃないと思うから、それを聞いてい
かないとな…って。 

な：あ、それで、１年間教職を…１年で辞めたのは？ 
あ：いろいろ理由はあったんですけど…根室だったんですよ、赴任地が。 
　　やっぱり動けないじゃないですか。下っ端だし、道の教員だから、道の方から「ここに行け」って言わ
れたから 
　　根室にきたわけで… 
な：うんー 
あ：で、今、年が上の人たちが詰まってて、下の人たちが簡単に動けないんですよ。 
　　たぶん、私が仕事辞めなければ、７年間は根室にいるはずなんですよ。 
　　７年根室って、絶対なくない？って思って… 
　　私の人生の…20数年しかないですけど、その中で７年根室にいるって想像できなかったんですよ。 
　　え、無理でしょ？って思って…それが一番大きかった。 
　　逆に、それだけで辞めたの？って言われることもありますね。 
　　それは価値観の違いかなってなりますけど、どこにいても、一応公務員で、安定した仕事で、数少ない
音楽で食べれる仕事で… 
な：はいはい 
あ：それでやめんの？って言われたりもしましたけど、７年根室は無理って思ったので、辞めました。 
　　本当は何年かやるって選択肢もあったのかもしれないんですけど、 
　　退職まで教職を続けることはないだろうから、それなら１年で辞めた方が、まだ勢いがあるうちに、 
　　別の方向に変えれるかもと思ったから辞めました。 
な：教職自体には、こだわりはなかったの？ 
あ：本当に音楽の仕事ってなくって、うちの母が音楽の、高校の教員だったんですよ。だから、自分が高校
の教員に受かったときは 
　　すごくよろこんでいて、だからなったって感じがあります… 
な：じゃぁ、辞めるって言ったときは… 
あ：泣いてました（苦笑） 
な：あーーー…（苦笑）泣かしちゃったんだ…音楽に関わってご飯を食べていくって、選択肢は本当狭いん
だね 
あ：クラシックだと、結婚か、先生笑　それはみんな言ってます。 
　　結婚相手が音楽関係じゃなくて普通に働いている人との結婚か、先生笑 
な：狭いね（爆）想像以上の狭さだね！へーーー。 
あ：東京だと結構いろいろあるんですよ、クラシック畑専門でも、いろんなアーティストのバックで演奏に
呼ばれてとか 
　　あるじゃないですか。で、サポートで身を立てるとかあるんですけど、札幌のシーンでそれをやろうと
すると 
　　無理がある…そうなると、こういう選択肢… 
な：たくさん稼いでいる旦那を捕まえて…とか。 
あ：で、ゆくゆく一軒家建ててもらって、そこで自宅教室を開業するっていう… 



な：うふふ 
あ：スタンダードなんですよね、そのラインしかないんです…それが一番… 
　　あ、結婚か、先生か、あとはプロか。オーケストラでお給料もらう。 
な：札響とか… 
あ：超狭い… 
な：で、学校の先生はやめようってことになって。　まぁ、20いくつにとっての７年間はデカいよね。 
あ：なんか、面白い地域だとも思ったんですよ。道東にいる若い人たちで盛り上げていくというコミュニティ
を作り始めていて 
　　根室にも面白いお店とか出来始めてた頃にちょうど赴任したので、これはどんどん盛り上がっていく動
きもある地域だなと 
　　思ったりもしたんですけど、私は教員できたから、そこでそんなに関われはしないだろうと思ったし、
そこで７年かって… 
　　ていうか、そのあとの７年のあともどこにいけるか分からないっていう。良くても、旭川か帯広でしょ
うね… 
　　みたいに思って。友達はみんな札幌にいるし、単純に、参加していたコミュニティの活動とか、気軽に
ライブ行ったり、 
　　イベントいったりっていうのも、週末にしたかったんですよ。 
な：大学時代の楽しいコミュニティもあったものね。 
あ：そうなんです～　もうどうしよう…って…　それが大きかったですね、一番。 
な：その７年間は気が遠くなるだろうね。 
　　で、やめようってことになって、もう一回大学に入ろうと思ったのは？ 
あ：そうですね、えーっと、辞めたのが2015年の３月で、入学が2016年の４月なので、１年ブランクある
んですよ。 
　　で、その期間が入試準備にあててた１年間だったんですけど… 
　　とにかく何もしない１年ていうのがはじめてだったから、なんか色々やって、旅行行ったり、帰りの航
空券取らずにいくとか、 
　　いろいろやって、そろそろなんかどうにかしないとと思ったときに、 
　　普通に何個か、普通に会社を受けたり、高校課程の先生だか事務だかとか、あと初心者でも大丈夫ですっ
ていってた 
　　インテリアデザインの事務とか、どれも受からなくて、せっかく戻ってきたのにすぐ仕事決めるのもな
んだなと思って、 
　　で、自分はずっと音楽をやってきたけど、音楽で食べていくのは難しいだろうと… 
　　とりあえず、それ以外で手に職がいいなと思ったんですよね。 
　　それで、他に手に職ってなんだろうな…って思って。 
　　美術っていっても、絵が描けるとか木が彫れるとかでもないし、そっちの方のくくりの中で考えたら、 
　　建築だったら手に職で、ちゃんとやればご飯も食べれる可能性が最も高いんではないかと思ったんです
よね。 
な：うんうん 
あ：で、ハンガリーにいったときに、２ヶ月いて、１ヶ月ずつ別の大学に行ったんですよ。 



　　１ヶ月は、本当に向こうの音大に行って、もう１ヶ月は向こうの芸術学部のある総合大学にいたんです
よ。 
　　総合大学の方は、芸術学でひとくくりの学部で、美術もファインアートもコンテンポラリーもひとくく
りで、 
　　総合でなんでも薬学も医学も工学も…みたいなのだったんですよね。 
　　自分はそんなあちこちの学部に顔出してたわけじゃないんですけど、ちょっと外みたら、美術建築か工
学建築か、 
　　建築っぽい人たちが外でスタディとかやってたりして、なんか楽しそうなことやってるなーって思った
りしてて。 
　　あとは単純に建物を見るのは好きだったので、単純に景色を見るのが好きだし、建物が景色の一部にな
ることが多いじゃないですか 
　　そういうのみてたら、こういう大きいもの作るの、楽しそうだなって思っちゃって。 
　　それで建築にしちゃおう、そんな迷ってる暇ないから、それで食べていこう！って決めちゃってー。 
な：すごいね、建築で食べていくぞと…笑 
あ：どういう手を使ってでも笑 
　　ただ、親からの理解を得るのはすごく大変で、「えー！」みたいな。 
　　とりあえず学費は自分で出してねってことになって。そうすると通えるところは決まってくるじゃない
ですか。 
　　実家から通えて、国公立で、建築できるところっていったら、北大か、市立のデザイン科で。 
　　単純に北大は受からないっていうのもあるんですけど、工学部でやるより、こっち（デザイン科）でや
る方が良かったと思います 
　　すごく楽しい。 
な：そうか、完全理系になるもんね 
あ：なんでもさせてくれるので、こっちだと。デザインの基礎を一通り教えてもらって、今は建築って感じ
で。 

な：じゃぁ、今は超人生の転換中なんだね。 
あ：そうなんですー転換期めっちゃ長いし、ズレてるけど。 
　　だって、周りの子たちはそれこそ大谷の子たちになっちゃうんですけど、 
　　音楽に関係ない仕事につくか、卒業して結婚して音楽活動しているかどっちかなんですよ。 
　　そうなると、周りでここまで大きく舵切った人いないんですよね。 
な：それもすごいな、みんな。 
あ：だから未だに大谷の先生とかに聞かれて、先月先生方にあったんですけど、「足立さん今なにしてん
の？」って笑 
な：笑 
あ：市立大で建築の勉強を…え！建築！？みたいな。結構びっくりされます。 
な：建物とか景色を見るのが好きだったのは？ 
あ：旅行好きだからです。 
な：旅から来てるのか。旅行はよくしてたの？昔から。 



あ：してました。親が好きだったんです、すっごい。親が出かけるの好きで、ついて行きました、たくさん。

な：旅先には必ず建物があるものね。 
　　特になんか好きな建物とかはあるの？こういう系とか。 
あ：今もちろん建築の勉強もしているからもちろんあるんですけど、なんか、こういう建築とかをやってい
ようって思ったきっかけ 
　　っていうか、どういう景色をみたときに思ったのかなっていうと、特定の建築物っていうより、 
　　わりと街並みとか、そういう大きい景色だったりして… 
　　ハンガリーに行ったときに見た景色とか、ヨーロッパは結構あちこち行ったんですけど、どこ見てもな
んか面白くて。 
　　エッフェル塔とか、よく写真なんかで、エッフェル塔だけ写真に撮られているのがあって、でも実際に
自分が行って、 
　　引いてみたときに意外とめっちゃ高層ビルとか建ってたりするじゃないですか。 
　　なんか面白いなぁって…なんだろうな、なんかそういう景色が… 
　　あと、自分の家がすごい好きなんですよ！そういえば！ 
　　自分の家がすごい好きで、うち、コーポラティブハウスなんですよ。家建てるときに、家建てたい家族
が何組か集まって 
　　みんなで組合結成して建てるって方式なんですよ。 
　　だから、クライアントと建築士・建築家っていうのではなくて、組合の中で会議して決めた建築家との
やり取りで、 
　　自分たちの家っていうか街並みを作っていくっていうタイプなんですよね。 
な：はぁはぁ！似たお家が建っている区画みたいのは、そういう場合があるってこと？ 
あ：そういうところもあると思います。 
　　ハウスメーカーが、この区画まるまるうちでやるんで…ってタイプもあると思うんですけど、 
　　私のところは、コーポラで。家建てるプロセスっていうのを、ちっちゃいときなりに見てたんですよ。 
　　どんなお家を建てるかって、毎週毎週会議して、共用の土地をどう使うかとか。 
　　共同でなにか設備とか、土地を一緒に使うメリットってあると思うので、みんなで土地を取得するんで。

　　あと、景観の統一性を持たせるためにデザインの統一性をどこにおくかとか、そういうのをずっとみて
てー… 
な：楽しそう！ 
あ：そう、楽しそうって思っちゃったんですよ！ 
　　で、家ができて、それぞれ内覧にいくじゃないですか、Aさんち、Bさんちみたいな感じで。 
　　それで、面白いなーって思ったのをすごく覚えてます。 
　　ビー玉が埋まった玄関とか、きれいな吹き抜けとか、そういうのに憧れはあったと思います。 
　　だからたまに普通の友達の…木の城大雪の家みたいのとか…笑 それはそれでいいんですけど、私はこう
いうの好きじゃないなって 
　　みてた記憶があります笑 
な：それって、そのあと、住む人が変わってちゃうものでもあるんでしょ？ 



あ：もちろん変わっていく可能性はあって。コーポラティブがすごく流行ったのって80年の後半とか90年代
の頭らしいんですけど、 
　　今はそういう人の変わり目とか、そういうところで本当にコーポラティブのやり方って有効なのかって
いう議論があるらしくて。 
　　だいぶ下火にはなってるらしいんですよ。 
な：へー。 
あ：らしいんですけどー 
　　でもうちの周りの場合は、うまく新陳代謝が起きてるし、すごく好きだったなって。 
　　周りに住んでいる人がみんな分かるし、庭にいても、誰か知っている人が出てきてくれるし。 
　　ここらへんを私、卒研にしようとしてます笑 
な：いいじゃん～ 
あ：それがすごく面白かったですね。 
な：今は、設計みたいなことをやっているの？ 
あ：やります。なんか建築をやっているっていうと、なに専門で、どういう系に行きたいのってよく聞かれ
るんですけど、 
　　正直まだはっきり答えれてなくて、でもちゃんと設計の勉強はしたいので、設計・建築計画とか、そっ
ちの方をやってきたいな 
　　と思ってますね。 
な：普通にいくと、建築士の資格をとって、建築案件を扱う人になる… 
あ：人になる… 
な：あ、違う、なんとしてでもなる笑 
あ：なんとしてでもなる、それで食べていくっていう笑　そう決めて。 
な：なにを結局やっていくのかはね、たぶん流れの中であるからね、いろんな出会いと。 
あ：本当、そうだと思います。出会いがデカいですよね。 

な：あれ？上遠野先生とは？ 
あ：上遠野先生とは、私が１年生のときに、炭鉱アートプロジェクトに私が参加したんですよね。で、すご
い仲良くなって笑 
　　一番仲良い先生になりました笑 
な：あ、SIAFでいくと、丸田さんとかね！ 
あ：そうなんです、この間富田さんとも話ししたんですけど、丸田さんみたいな関わり方がすごく羨ましい
なって。 
　　建築士としてもやっていて、設計以外にも別分野で関われる場所があるっていうの、すごく憧れます。 
な：確かにね。 
あ：今回はSIAFだったんですけど、そういう（関わり方の変化って）の、すごく目まぐるしい感じがして、
楽しいだろうなって 
　　思ったんですよね。楽しいに違いないって思って。丸田さんいいなーって。 
な：こういうスタイルもあるのかっていう例だよね。 
あ：どこにでも転がっているもんじゃないと思うけど、余計にいいなって。そういう機会を持っているって。



な：そうだね。 
　　将来的にね、また音楽の分野が建築とクロスすると面白いね。 
あ：そうなんですよね。これだけ音楽もやってきたんだから、それが活かせる場面が出来たらいいはずだっ
て思ってて。 
　　それは今の学業や課題をこなすなかでも使えるはずだと思って、やってます。 
な：そうだね。 
あ：上遠野先生とかも、弾かなきゃもったいないからって、アートプロジェクトとかで、おまえ弾けよって
行って、 
　　雪のなかで楽器弾いたりしたんですよね、めっちゃ文句いいながら笑 
　　楽器壊れるからいやです！とかって笑　そしたらコンテナ出してやるからとか、いろいろ言うから… 
　　そういう風に自分のスキルを地域の人に還元するのがこのプロジェクトの趣旨だからやれって、そんな
感じでした。 

な：私がエレクトーンを習うきっかけになっているのが、雪まつり期間にテレビ塔の下で、カプセルに入っ
て演奏するって 
　　企画が当時あって…そこで生演奏するんだよね。それがかっこよかったからエレクトーンやるって言っ
たんだろうなって 
　　この間思い出したの。 
あ：私、その始まりが本当曖昧で、自分でやるって言った記憶がないので、正直すごく曖昧… 
　　でも初めてみたら、すごく楽しいことがたくさんあったから続いていったのかなーって。 
な：だって、挫折したり、もうやだってことがたくさんあるでしょ、やってたら。 
あ：受験のときとか、東京の音大落ちちゃったりとか…大谷と東京の別の大学受けてて、東京ダメだったか
ら大谷に行った。 
　　実技と、音楽理論とか…実技がダメだったんですけど。ピアノの方が良かったんですよ！ 
　　ピアノがAで、バイオリンがCで笑　 
な：チャレンジャーだったね 
あ：大谷で良かったと今考えたら思います、いや、すごい良かった！ 
　　バイオリンの子が少なかったし、いい意味で目立てたのが良かったかも。 

な：ちなみに、音楽以外だと、食？（スキドコアンケートから） 
あ：いや、これ絶対気分が反映されますよね、お腹空いてたんだと思いますよ、このとき笑 
な：じゃぁいいか笑 
あ：お腹空いてたかも。 
　　芸術ごとが好きな親だったので、芸森とか近美とかはしょっちゅう連れてってもらっていたと思います。

な：あれ、お母さんが学校の先生で、お父さんは？ 
あ：運送系の会社で普通に働いています、サラリーマン。 
な：親の影響は大きいなぁ～ 



あ：めちゃめちゃ大きかったー。それこそ、今親はどちらも定年してるから、二人とも好きなことできてて
よくわかるんですけど、 
　　私が小さいときなんかは忙しいじゃないですか。だからそんな今みたくゆったり過ごしているわけじゃ
ないから、 
　　分かんなかったんですよ、親が楽器やることも分かってたし、音楽聴くこととか絵書くの好きなのも分
かってたけど、 
　　なかなか見えてこなくてそれが。私がいまこの歳になって、やっぱり影響受けてたんだなって私。 
な：じゃぁ、いまは親は好きなことをやっているんだ。 
あ：母は毎日絵書いたりしているし、お父さんは映画みたり、フラフラしたりして、旅行はしょっちゅう二
人で出かけてます。 
な：へぇ！ 
　　それこそ、あれだ、お父さんとお母さんにインタビューしたいわー。 
あ：連れてきますか？　ちょっと怖いな、親の話… 
な：分かるわー 
あ：ちょっと聞いてみます笑 
な：親によってさ、形作られていくんだったらさ、さらにその親は、さらに…ってなってくよなって。 
あ：たぶん…分かんないですけど、年代的な問題で、うちの親はいま65とかなんですけど、だいぶ上じゃな
いですか。 
　　さらに上に、おばあちゃんとかになると、割と物作ったりとか、自分で。作っちゃうのが普通だったの
かなって。 
　　そういうところを引き継いでいて、いまでも自分で編み物とか縫い物とか、そういうのやってて。 
　　私は他の友達よりも高齢な親を持っていた私が、そういうのをよく見ていたところがあるのかなーって。

　　他の友達よりも高齢な親だったことが恥ずかしいときもあったんですけど、他の親御さんたちとは趣味
が違うなって感じが 
　　ありました。 
　　時代が出ているというか…家の中にある写真なんかも時代が出ているというか笑 
な：あるよね、だって私の親と同じくらいってことだもん。 
あ：なんか二人とも山岳部にいたらしくて、それもめっちゃ時代じゃないですか笑 
な：だから旅行も好きなのか。 
あ：なんか、山が流行った時代？みたいな。笑 
　　で、おばあちゃんが編んだソファカバーみたいのが残ってたりとか。そういうのも当たり前なんだろう
なって。 
な：そうだね、年代はあるかもね。 
　　いま40歳くらいで、二十歳の子供がいるって場合はまた違うよね。 
あ：それで影響を受けてって子供たちはまたもうちょっとアバンギャルドな物に興味を持ったりしてるのか
もしれないです。 
　　クラシックとかじゃなくて… 
　　親、聞いてみたいな。そういう断片的な話しか知らないから。 
な：親の人間の部分、どうやって生きてきたのかなって面白いよね。 



　　もし付き合ってくれそうだったらぜひ。 

な：足立さんにとって、「好き」ってなんだと思いますか？ 
あ：うーーーーん…みんなどうやって答えてるんだろう… 
な：いま実験的に聞いてみている。 
あ：私の場合は、なんか、だんだん好きになるってものがないです。はっきりしている。 
　　わりと直感的なものが多い気がします。 
な：好き嫌いがはっきりしてる？ 
あ：好きよりも、苦手なものの方がはっきりしてるかも。 
な：ちなみに？ 
あ：あれ？なんだろう… 
な：音楽はなんでも好きなの？なんでも 
あ：聞かないジャンルはあります。そもそもヘビメタとかは知識がないし、あんまり聞いたことないし… 
　　でも、これめっちゃおすすめのヘビメタなんだけどって言われてた聞いてみると思います笑 
　　聞いてみてから判断するかなぁ。 
　　直感とはいいつつも、試してみなきゃわかんないとは思ってて、さらにそこに専門家とか詳しい人の話
とかが入るとなおさら 
　　それは変わるかもしれないです。自分の直感とは別の方にいくかもしれない… 
　　そういう意味では流されやすいかもしれない… 
　　試してみたいなと思います、まずは。 
　　でも直感的に、あ、これ好きっていうのは好きだと思います。 
な：好きかどうかっていうより、理解できる、理解したっていう感覚はあるよね。 
あ：そうですそうです。 

な：楽しみだね、建築がどうなっていくか。強い意志はすごい感じたから笑 
あ：何がなんでもそれで食べていくぞって（苦笑）やります！ 

な：ありがとうございました！！ 

―― 
グラフ記載中 

な：音楽の好きと、建築の好きは違うの？ 
あ：違う…音楽は趣味だけど、建築もすごい好きだけど、なとなく構えてみないとダメかなって… 
　　純粋にヘラヘラと楽しめるのは音楽かなって… 
な：でも、ヘラヘラか分かんないけど、そうできるようになったのはここら辺（大学卒業して）からでしょ？

　　それまではある意味いまの建築と同じ… 
あ：そうそう、そういう感じです。でも、積み重ねてきた下地があったから余裕があった気がする。 



　　今（建築）は、下地がない分、あと年重ねちゃってる分、身構えてやってます。なんか同じ学年の子達
より気合いれて 
　　やんなきゃダメだろうし、違う見方しなきゃだめだろうし…　 
　　なんか、好きだけどちょっと…プレッシャーってわけじゃないんだけど… 
な：スキルとして身につけようって感じになるよね、仕事にしようとしてるなら。 
あ：でもやっぱり、旅行とかにいくと、やっぱりいいわーってなるんですよね。 
　　で、きっと、なんか大学入ってから東京も行けてないですけど、違う景色みたときに、 
　　たぶん建築学んでる分、違う見方ができるじゃないですか。 
　　それに自分が気づいたら、またもっと好きに、好きが変わるんじゃないかな… 

あ：旅行や料理とかも…ずっと好きなんだろうなぁ… 
　　 
な：とある建築士さんっていうのは誰なの？ 
あ：昔からコーポラティブハウスを研究している方で、東京にいる建築士さん… 
　　SAIF2014でどんな関わりか分かんないですけど、それこそ小町谷さんとか、その人たちとしょっちゅう
会議とか出てて、 
　　その人と、ちょっと接点ができたんですよ。　　　↑コーポラの仕事をしてた時は東京にいらっしゃい
ましたが、今は札幌の方です。この時名前が浮かばなかったのですが、 
ミーティングしてたのは小町谷先生ではなく、当時大谷にいた宮田雅子先生というメディアの先生でした！ 
　　その人は、今は結構変わったこともたくさんしてて、ゲストハウスとか、そういうのもたくさんやって
る人なんですよね。 
　　上士幌のまちづくりとかにも関わってて、その人を見てると、別に自分を建物を作るだけが建築士の仕
事じゃないんだなっていうか 
　　丸田さんと一緒なんですけど、自分の本業以外にも得意な場所、自分の居場所みたいのが、建築ってい
う仕事を選べば 
　　そういう可能性もあるんだなって思いました。 
な：それは学校入る前なんだ？ 
あ：そうです、大谷の４年生のときです。建築士の印象変わったというか…　 
な：じゃぁ、ハンガリーの件とか、この人とか、影響があるんだね。 
あ：そうですね、大きいかもですね。建築って言われた建物を建てるだけじゃなくて、こういう仕事もある
んだなって 
な：市立大の全然前だよね。 
あ：そのときはまだですけど、すごく憧れたのはあって、なんか世界が広いのが羨ましいなって思ったんで
すよね。 
　　毎日学校行って、同僚や授業とかは毎回変わるけども、学校の中で毎日教えるだけで、 
　　地域との関わりは大事っていうけど、別にそんなあるわけでもなくって、先生って。 
　　この人は家建てるだけじゃなくて、そうやってまちづくりに関わったりだとか、自分の得意分野があっ
たりとか、 
　　SAIFで関わってるのも見ていたので、いろんなフィールドがある仕事っていいなって思っていた気がす
る。 




