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　デビューから17年。今も私がKotistとして存在できているのは、何よりも聴いて下さる方々のおかげ。
本当にどうもありがとうございます!
　特にこの数年は色々なことがあったので、作品が出せることに喜びというよりも、とにかく感謝の気持
ちでいっぱいです。まず、GOサインを出して下さった事務所の岡田社長と、ずっと相談に乗って頂き実
際に音も録って下さった昼田さんに。そして私の音楽を、一緒になって心を込めて作って下さったミュー
ジシャンの皆さまに!
　まさに一流中の一流、本当に日々お忙しく国内海外を飛び回っている方々が、私のために集まって下
さったのです。楽曲に寄り添い、１粒１粒の音を愛情込めて出してくださり「さらにこうしてみよう!」「こっ
ちの方がいいかも!」と、もっと向上するにはどうしたら良いか一緒になって考え、試し、信じられないスー
パープレイを決めてくれ、私の意向を一生懸命汲んでアドバイスをくださったり、私が挫けないよう褒めて
下さったり、時には「疲れたでしょう」と心配し、私がゴールまで走り切れるようにそばで支えて下さって
いました。
　どうしてこんなにも愛情深い方ばかりに集まって頂けたのかと思うほど、本当に贅沢な一生忘れたくな
い時間となりました。録音時から最終的に音をチェックするまで、その素晴らしく暖かい音を聴きながら、
何度涙が出たことか…。

「日本らしさ・箏らしさ・Kotistである宮西 希らしさを大切に」という私のコンセプトはずっと変わってい
ないし、やはりそこを追求していくべきだと思うので、これからも私が感じる日本の音をその時々の表現
で作っていきたいと考えています。
　３歳児を育てている現在「前はもっと自分と作品に自由に時間を費やせていたのに!」という歯痒さが
残るのが正直なところです。「まだできる!もっとやりたい!」という思いだけはあるのだけれど、現実はこ
れが今の精一杯。そういう意味では「今できる最高のレコーディングをした」ということだと前向きに捉え
ようと思っています。いつか、この目まぐるしい日々でレコーディングしたことを懐かしく思う日が来ることを、
楽しみにしています!
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「舞ひらり」
　じゃぱのおと（日本の音）をテーマとして考え
た時、絵として浮かんだのは「都をどり」のよう
に大勢の女性が舞う華やかな場面でした。艶
やかな色使い、日本的な情緒や雰囲気や動きな
どを、私の感覚で箏で表してみました。アレンジ
はギタリストの天野清継さん。スタイリッシュにカッ
コよくして頂いただけでなく、音楽的にとても勉
強になりました。
　また、以前から「いつかお願いしたい!」と思っ
ていた津軽三味線の小山 豊さんに、とても
groovyでカッコイイ三味線を弾いて頂きました。
小山さんは、古典はもちろんバッチリでありなが
ら、様々なジャンルの音楽の中で柔軟に、三味
線らしさを決して失わずに弾ける方。さらに、三
味線だけでも「長唄」「地唄」「小唄」「端唄」「常
磐津」「清元」「義太夫」「津軽」などたくさん
のジャンルがあり、楽器やバチ、演奏する音楽
や「手」と呼ばれる奏法も全く違うのですが
「ちょっとそこ、長唄っぽくやって～!」という私の
ワガママなリクエストにもカンタンに答えてくれちゃ
う！これまで私も数多くの三味線奏者を見てきた
し、一緒に演奏して来たけれど、中でも彼は1
番だと思っています！案の定、私の頭の中だけで
鳴っていた三味線のフレーズが、それ以上の実

音として飛び出して来たものだから、レコーディ
ング中、私のテンションは上がりっぱなし!ずーっ
と１人でニヤニヤが止まらない状況となりました。
　そして、大山さんのピアノには「技術を持った
上で、感覚で弾く」ということはこういうことなん
だなぁと、改めて釘付けになりました。いつも面
白いことばかりおっしゃっているのに、ピアノの前
に座ると突然「本物のスーパープレイ」が飛び
出し、そのギャップにいつもやられています。大
山さんのピアノが入ると色が何色も増えるような
感じがするし、この曲ラストのピアノの盛り上がり
はもう、身震いがします!
　本当にミュージシャンの皆様のおかげで、より
進化した新曲が出来上がりました！こんなサウンド
の中で箏で演奏できるなんて、本当に嬉しいで
す!

「鼓動」
　仕事のために、妊娠はずっと隠していました。
当時のスタッフには辞めると言われてしまい、出
産によって音楽活動は終わってしまうのではない
かという思いから、妊娠を喜べずにいました。
　８ヶ月半の時、普段通り12cmヒールで産休前
最後のステージを終え、少しはちゃんとお腹の
中の人と向き合わねばと思った矢先にまたお仕
事を頂き、1人で対応しようとしたら案の定、切
迫早産に。
　ところが入院した病院で、何日間も回診なし

で24時間点滴の薬だけをどんどん強められ、顔
面痛をはじめいくつかアナフィラキシーを起こし、
とうとう身体中に薬疹が発生。それでも医師は
診にも来ず…ついにトイレから他の小さなクリニッ
クに電話して「セカンドオピニオンして欲しい」と
訴え、臨月になるのに病院を飛び出しちゃったん
です。
　胎内記憶で有名な先生のクリニックは、本来
は妊婦を入院させないのですが、先生は診察
後（しかも胎内にいる人の気持ちを聞いてくれ
た !）「やはり薬はもう必要ないと思う」と１泊入
院をさせて下さって、薬を抜くために提携して
いる大病院に入れてくれました。
　臨月に病院を変わるなんてあり得ないのに、
受け入れてくれた大病院の S医師と助産師 Kさ
んはじめスタッフの方々がすごーくあたたかく、
それまでの妊婦生活で荒んでしまった心のケア
までしてくれて、やっと安心して出産に臨む気
持ちになってベッドで過ごしているときに聞いた
音…。
　モニターから聞こえてくる中の人の心音は、
それまでも散々聞いてはいたはずなのに、心の
余裕がなかった私はそこで初めて、ちゃんと「聴
いた」んです。その時、やっといつもの自分に
戻れて、その鼓動が音楽に聞こえました。
　同時に、マネージャーも事務所もなくなった私
に「どうしても来てほしい」と連絡先を探しに探
してくださって G７サミットでの演奏の話が入りま

した。
　子どもを産んでも、私の音楽を聴きたいと言っ
て下さる方がいる限り音楽は続けられるな！と思っ
た瞬間でもあり、やっと明るい気持ちで子どもを
迎えよう！毎日当たり前に聞いていたモニターの心
音も聞けるのはあと数日、忘れずにいたい！と思
えるようになり、そのときの想いからできた曲です。

「村祭り」
　この曲は高校生の頃、山奥で行われている
盆踊りに遭遇した経験からできました。小さな櫓
の上に裸電球と小さな太鼓、下には篠笛が一
人。みんなが持っている提灯でほんわりと明る 
い中、村人たちが踊っていたのです。 
　普段、電気を煌 と々点け、屋台がたくさん並
び、スピーカーから大音量でカラオケを流して行
われる盆踊りしか見たことなかったので、衝撃
的でした。しかも、おそらくそこに伝わる曲なの
か、聞いたことのないほんの数曲をひたすらルー
プ！これはきっと、世界中にこんな場面があるん
だろうなぁと感慨深く、忘れられない時間となりま
した。
　Kt/Pf/Bsのトリオは JAZZYなサウンドです
が、それぞれ日本音階を意識したプレイをスパ
イスのように使って下さっています。そこにちょう
ど良い具合の太鼓や、お祭りの雰囲気を醸す
ためにチャンチキを入れて頂いたことで、グッと
日本的な風景が感じられるように仕上がりました。

「君への想い」
　天野清継さんのギターは、お人柄そのままの
やさしい暖かい音で、とても安心してギターの上
に乗っかるように音を出させて頂きました。元々
ギターとのDuoとして完成していた曲でしたが、
企画会議でBassを入れてみては?ということに
なりました。ところがベーシストの鳥越啓介さん
は、一通り弾いて聴いてみてから「自分は入ら
ない方が良い」と。そして効果的な箇所だけに
ものすごく繊細な音を入れて下さり、そのことで
本当に意味のあるBassになりましたし、何と言っ
ても切なさが倍増しました!

「Stream」
　世の中の流れや人の気持ちの渦に巻き込ま
れ、自分の思っていたのと違う方向へ進んでし
まうことってあります。そんな中でもどうにか軸足
を踏ん張って、譲れないものを守りたいというの
が私のポリシーでもあります。私の今までの人生
においては、その渦に巻かれないよう抗ってい
ることが多かったように思いますが、本当はどん
な荒波にも逆らわずSurfingみたいにヒョイっと
乗っかってしまって気ままに生きて行けたらいい
な～と、作った頃より少しだけ大人になった今の
私は思うようになりました。

「Blue moment」
　夕焼けの後の空が濃い蒼色になるほんのわ

ずかな時間のことをBlue momentというそうで
す。特に、海辺で見るBlue momentの広い
空は、たった１色ではなくグラデーション。数分
のうちに色は変化し、地球、宇宙までもを想像
させてくれます。さらに国際線の飛行機の中か
らは、もう少し長いこと本当に深い深い蒼が見
渡せて、もしかして人生が終わるときはこんな中
をどこかに戻っていくのかな…と、なぜか穏やか
な気持ちになるのです。
　幻想的な、そしてあたたかいのにキラキラし
た雰囲気は、大山泰輝さんのピアノにお願いす
るしかない！と最初から決めていたので、前半は
ピアノとのDuoに仕上げてみました。そしてやは
り暖かみを出せるドラムをと思い、数年前にご一
緒させていただいた入倉リョウさんにお願いしま
した。
　また、箏以外の和楽器をいくつか演奏する中
でも１番好きな「笙」で、決して人には創れな
い蒼の色の深さと、人の手には届かない空間を
表してみました。

「秋小径」
　祖父母の家に、柿の木が2本ありました。私
たちが遊びに行くと祖父は、洗濯カゴいっぱい
に柿を獲って待っていてくれました。ところが私、
柿が嫌いだったんです。持って帰ってもあまり食
べませんでした。
　祖父が亡くなったときは、今まで経験したこと

がない程とても大きな葬儀になり、急なことだっ
たのもあって本当にバタバタしました。一連のこ
とが全て終わって祖父母の家に戻ったとき、２つ
の洗濯カゴいっぱいに柿が入っているのに気づ
きました。それをみたとき、あぁ祖父の目の前で
美味しいって食べればよかった…と本当に後悔
したのです。家に持ち帰って、初めて自分で柿
をむきながら涙が止まりませんでした。
　社会的に活躍した祖父は常に堂 と々してい
て、ただ黙って座っているだけで怖いくらいの威
厳がありましたが、私には優しく、晩年は孫の
中で祖父曰く「トップバッター」（最年長）だっ
た私に弱みを見せることもありました。亡くなる
前日に交わした約束をずっと忘れないよう、祖父
母の家の一室から柿の木までほんの数メートル
小径になっていた当時の風景と、私の想いを曲
にしました。
　その後一部、東日本大震災で潰れて住めな
くなり、少し風景も変わってしまったけれど、今
も祖父との約束を胸に101歳の祖母の元を訪ね
ています。
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私は思うようになりました。

「Blue moment」
　夕焼けの後の空が濃い蒼色になるほんのわ

ずかな時間のことをBlue momentというそうで
す。特に、海辺で見るBlue momentの広い
空は、たった１色ではなくグラデーション。数分
のうちに色は変化し、地球、宇宙までもを想像
させてくれます。さらに国際線の飛行機の中か
らは、もう少し長いこと本当に深い深い蒼が見
渡せて、もしかして人生が終わるときはこんな中
をどこかに戻っていくのかな…と、なぜか穏やか
な気持ちになるのです。
　幻想的な、そしてあたたかいのにキラキラし
た雰囲気は、大山泰輝さんのピアノにお願いす
るしかない！と最初から決めていたので、前半は
ピアノとのDuoに仕上げてみました。そしてやは
り暖かみを出せるドラムをと思い、数年前にご一
緒させていただいた入倉リョウさんにお願いしま
した。
　また、箏以外の和楽器をいくつか演奏する中
でも１番好きな「笙」で、決して人には創れな
い蒼の色の深さと、人の手には届かない空間を
表してみました。

「秋小径」
　祖父母の家に、柿の木が2本ありました。私
たちが遊びに行くと祖父は、洗濯カゴいっぱい
に柿を獲って待っていてくれました。ところが私、
柿が嫌いだったんです。持って帰ってもあまり食
べませんでした。
　祖父が亡くなったときは、今まで経験したこと

がない程とても大きな葬儀になり、急なことだっ
たのもあって本当にバタバタしました。一連のこ
とが全て終わって祖父母の家に戻ったとき、２つ
の洗濯カゴいっぱいに柿が入っているのに気づ
きました。それをみたとき、あぁ祖父の目の前で
美味しいって食べればよかった…と本当に後悔
したのです。家に持ち帰って、初めて自分で柿
をむきながら涙が止まりませんでした。
　社会的に活躍した祖父は常に堂 と々してい
て、ただ黙って座っているだけで怖いくらいの威
厳がありましたが、私には優しく、晩年は孫の
中で祖父曰く「トップバッター」（最年長）だっ
た私に弱みを見せることもありました。亡くなる
前日に交わした約束をずっと忘れないよう、祖父
母の家の一室から柿の木までほんの数メートル
小径になっていた当時の風景と、私の想いを曲
にしました。
　その後一部、東日本大震災で潰れて住めな
くなり、少し風景も変わってしまったけれど、今
も祖父との約束を胸に101歳の祖母の元を訪ね
ています。

プロデューサー / ディレクター / エンジニア ： 昼田純一
アシスタント・エンジニア ： 藤沼一登
　　　　　　　　　　  篠原貞博
 
レコーディング・スタジオ ： フリーダム・スタジオ
　　　　　　　　　　 やまぼうし
 
デザイナー ： 大塚雅章
写真 ： 内藤雅光
ヘア・メイク ： 山田奈生子
 
 
マネージャー ： 平山 訓
 
エグゼクティブ・プロデューサー ： 岡田秀春

１. 舞ひらり
20絃箏 / 13絃箏 / ソプラノ箏 ： 宮西 希
プログラム / ギター ： 天野 清継
ピアノ ： 大山 泰輝
津軽三味線 ： 小山 豊
 
2. 鼓動
20絃箏 ： 宮西 希
ギター ： 天野清継
 
３. 村祭り
20絃箏 / 13絃箏 ： 宮西 希
ピアノ ： 大山泰輝
ウッドベース ： 鳥越啓介
和太鼓 / チャンチキ ： 大多和正樹
 
4. 君への想い
20絃箏 ： 宮西 希
ギター ： 天野清継
ウッドベース ： 鳥越啓介
 
5. Stream
20絃箏 ： 宮西 希
 
６. Blue moment 
20絃箏 / 笙 ： 宮西 希
ピアノ ： 大山泰輝
ウッドベース ： 鳥越啓介
ドラム ： 入倉リョウ
 
７. 秋小径
20絃箏 ： 宮西 希

楽曲解説 楽曲解説


