
世界的ピアニスト、松永 貴志をイベント・ディレクターに迎え、世界各地よりトップアーティストを招聘

18歳の異才ピアニスト紀平 凱成、10歳の天才ドラマーよよか、車椅子シンガー小澤 綾子をゲストに迎える

障害・性・世代・言語・国籍などのあらゆる多様性があふれ、みんなが支え合う社会の実現を目指し、2019年9月～2020年

7月まで開催する「True Colors Festival – 超ダイバーシティ芸術祭 -」では、1年間を通じて、ダンス・ミュージカル・音楽ライブ・

演劇・ファッションショーなど、多彩な身体表現によるシリーズ「True Colors パフォーミングアーツ」を展開しています。その第三弾演

目として、2020年1月、東京・大阪・熊本の3都市で、「True Colors JAZZ ～異才 meets セカイ～ Directed by 

Takashi Matsunaga」を開催。その大阪公演に、スペシャルアーティストとして、ジャズ・トランペッター黒田卓也の出演が決定し

ました。

ニューヨークを拠点に世界的に活躍するジャズ・トランペッター黒田卓也と、世界的ピアニストの松永貴志の共演が実現。世界

各地よりトップアーティストを招聘し、True Colors Festivalのためだけのスペシャルバンドを結成します。さらに特別ゲストとして、18

歳の異才ピアニスト紀平凱成、10歳の天才ドラマーよよか、車椅子のシンガー小澤綾子が出演します。また、小澤綾子は、東京・

大阪に加え、さらに熊本公演にも出演することが決定しました。

今回、東京と大阪公演に出演するピアニスト、紀平凱成（きひら・かいる）は、2歳で自閉症と診断され、その後、聴覚過敏や

視覚過敏も訴えながら、16歳でイギリスの権威ある音楽大学に合格。2019年10月に、デビューアルバムを発売。“見えない障害”

を抱えながら、多くの人にピアノを聴いてもらうことが自信となり、徐々に感覚過敏を克服し始めています。10歳のドラマー、よよかは

4歳で家族バンドを結成し、6歳でCDデビュー。国内外で数々のトップアーティストと共演を果たし、いま世界でもっとも注目される日

本人アーティストのひとりです。車椅子のシンガー、小澤綾子は、20歳のときに筋ジストロフィーと診断を受けたことを機に、“自分らし

く生きることを諦めたくない”と音楽活動を続けています。

超ダイバーシティ芸術祭では、誰もが参加しやすい環境を目指し、手話通訳や点字チラシの制作などの情報保障、ゆずりあいエリ

アの設置など、多様な背景や個性のある人に居心地のよい会場づくりに取り組んでいます。ぜひ会場で、さまざまな個性が生み出

す”セカイ”をご堪能ください。

＜報道関係の方からのお問い合わせ先＞
True Colors PR事務局 担当：高良(たから/080-4904-3115)、浅野(070-3190-3708) 
TEL：03-6894-3201 Email：tcf@ssu.co.jp
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世界各地の音楽家と異才が出会うコンサート

True Colors JAZZ ～異才 meets セカイ～ Directed by Takashi Matsunaga

2020年1月4日(土) Billboard Live OSAKA（大阪）
2020年1月6日(月) Blues Alley Japan（東京）
2020年1月8日(水) CIB（熊本）

イサイ ミーツ

ニューヨークを拠点に活躍するジャズ・トランぺッター、黒田 卓也の出演が決定！
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True Colors JAZZ ～異才 meets セカイ～
Directed by Takashi Matsunaga

世界各地の音楽家と異才が出会うコンサート

注目のピアニストで日本財団と東京大学が進める「異才発掘プロジェクト」ホーム・スカラーの紀平凱成、10歳で世界のミ
ュージシャンとの共演を重ねるドラマーのよよか、車椅子シンガーの小澤綾子など特別な才能を持つゲストミュージシャンが
新たな世界に出会うジャズ・セッションをピアニスト松永貴志のディレクションで3都市にて開催。

人はそれぞれの場所、時間、環境を生きている。それを個性ということもできるかもしれない。そしてミュージシャンは音楽を
使い、その個性を重ね合わせることで新しいセカイを作りだすことが出来る。世界各地から集った一流のジャズミュージシャン
と特別な才能を持つミュージシャンが出会う、多様な可能性を持ったセカイ。

■True Colors JAZZ 開催概要

<大阪＞

日時：2020年1月4日（土）
1st Stage 開場 15:30 開演 16:30 / 2nd Stage 開場 18:30 開演 19:30

会場：Billboard Live OSAKA（大阪市北区梅田2-2-22 ハービスPLAZA ENT B2F)
料金：サービスエリア 6,000円／カジュアルエリア 5,000円
予約：http://www.billboard-live.com/ または TEL 06-6342-7722（予約専用）

<東京＞

日時：2020年1月6日（月）開場 17:30 開演 19:00 
会場：Blues Alley Japan（東京都目黒区目黒1-3-14 目黒ホテルレオンインターナショナルB1F）
料金：6,000円 ※当日券 6,550円
予約：https://www.bluesalley.co.jp/ または TEL 03-5740-6041（予約専用）

<熊本＞

日時：2020年1月8日（水）開場 18:00 開演 19:30 
会場：CIB（熊本市中央区花畑町11-14 KOHENビル2F）
料金：3,000円 ※当日券 3,500円
予約：http://cib-co.jp/ または TEL 096-355-1001（代表）

出演者：イベント・ディレクター 松永貴志（ピアノ）
スペシャルアーティスト 黒田卓也（トランペット／大阪公演）
ゲスト・アーティスト 紀平凱成（ピアノ／大阪・東京公演）
よよか（ドラム／東京・熊本公演）、小澤綾子（ボーカル／大阪・東京・熊本公演）
海外招聘アーティスト（大阪・東京・熊本公演 共通）
Alina Rostotskaya （アリーナ・ロストツカヤ／ボーカル、ロシア）
Jonno Sweetman（ジョンノ・スウィートマン／ドラム、南アフリカ）
Josep Traver （ジョセップ・トラベル／ギター、スペイン）
Luca Alemanno （ルカ・アレマンノ／ベース、イタリア）
Ravee Treesaksesakoon （ラヴィー・トリーサックシーサクーン／トランペット、タイ）
Sarah Elgeti （サラ・エルゲティ／サックス、フルート、デンマーク）

アクセシビリティ対応項目 【大阪・東京・熊本共通】
車椅子席あり、会場最寄駅からのご案内あり、介助者1名無料
（上記の鑑賞サポートをご希望の方は事務局にご連絡ください）
手話通訳あり、日英通訳あり

主催：日本財団 ／ 共催：日本財団 DIVERSITY IN THE ARTS、Billboard Live OSAKA（大阪公演のみ）
特別協賛：東急グループ、TikTok
協賛：Facebook、Twitter Japan 株式会社、ヤフー株式会社、CINRA.NET、タイムアウト東京、渋谷キューズ、パイオニア株式会社
字幕協力：株式会社NHKグローバルメディアサービス
後援：イタリア大使館、ロシア大使館（申請中）、デンマーク大使館（申請中）、渋谷区、目黒区（申請中・東京公演のみ）、

日本障害フォーラム、くまもと・まち魅力向上協議会（熊本公演のみ）熊本市現代美術館（申請中・熊本公演のみ）
協力：社会福祉法人愛火の会 野々島学園（熊本公演のみ）、SLOW LABEL熊本（熊本公演のみ）
広報協力：多胡真佐子（大阪公演のみ）、LONG SIX BRIDGE（熊本公演のみ）-2-
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松永 貴志（まつなが・たかし）

17歳でメジャー・デビュー。全米及びヨーロッパ、アジア各国で「STORM ZONE」をリリー

ス。NYブルーノート・レーベル75年の歴史上、ジャズの帝王マイルス・デイビスの記録を

塗り替え最年少リーダー録音記録樹立。テレビ朝日「報道ステーション」、フジテレビ「新

報道2001」など数々のTV番組オープニング曲、CM、映画音楽を担当。2013年、パ

リのルーヴル美術館で開催されたSNBA授賞式典に招待され演奏。2015年、ポーラン

ドのManggha Muzeum設立20周年式典に招待されポーランド大統領の前で演

奏。パリの文化省トップから「彼のピアノは世界を驚愕させる」と評価された日本が誇る世

界的天才ピアニスト。抜群のリズム感と圧倒的なピアニズムは世界中から高い評価を得

ている。https://takashimatsunaga.com/

黒田 卓也（くろだ・たくや） ※大阪公演に出演

1980年、兵庫県生まれ。12歳からトランペットを始め、中学・高校・大学を通してビッ

グバンドに所属。学校ではカウントベイシー、グレンミラーなどのレパートリーを演奏する傍

ら、神戸、大阪のジャズクラブにて16歳から演奏を始める。2003年に渡米し、ニューヨ

ークのジャズ・スクールの総本山、ニュースクール大学ジャズ科に進学。2010年には、自

身初のリーダーアルバム『Bitter And High』をリリース、レコーディングメンバーと共に日

本ツアーをし、その名を徐々に広げる。

2011年にリリースした２枚目のアルバム『Edge』はJAZZWEEK.COMのTOP50 

JAZZ ALBUMSで3位にランクインされ、 アメリカ最大のラジオ局National Public 

Radioで、「ディジーガレスピーを彷彿」と大絶賛される。2014年には名門ブルーノートと

日本人としては初の契約を果たしメジャーデビュー作『Rising Son』、2016年には西

海岸の老舗メジャーレーベルより『Zigzagger』を発表。また、日本国内では報道ステー

ションの新テーマ曲をニューヨークで活躍する日本人グループ、ジェイスクアッドの一員とし

て携わっている。ジャズの枠を超えた幅広い音楽性から、DJ プレミア、JUJU、CERO、

MISIA、Antibalasなど様々なアーティストとのコラボレーションを展開している。

https://www.universal-music.co.jp/kuroda-takuya/

紀平 凱成（きひら・かいる）※大阪・東京公演に出演

16歳で由緒ある英国の音楽大学トリニティ・カレッジ・ロンドンの上級認定試験に高得

点で合格し奨励賞受賞。昨年、 17歳で同大学のディプロマ（卒業認定）を取得。

幼年期より耳で聞いた音楽をエレクトーンで再現し始め、楽譜理論も自然に習得。小

学校にあがる頃にはお絵描き帳が作曲した曲で溢れていた。高学年になると聴覚過敏

が強くなるが、世界中の人に自分の曲を聴いてもらいたい一心で挑戦を続け、今年４

月浜離宮朝日ホールでソロ・リサイタル・デビュー。クラシック、ジャズ、ポップス、個性豊か

な自作曲、さらには即興演奏まで行う異才ピアニストとして、数々のTV番組で話題とな

る。2019年10月、オリジナルCDデビュー、11月には『カイルのピアノ 紀平凱成 よろこ

びの音』（岩崎書店）も出版。発達障害、感覚過敏を抱えながらも沢山の感動を届

けられる音楽家をめざし奮闘中。

https://kihirakyle.com/

出演者プロフィール：
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よよか YOYOKA ※東京・熊本公演に出演

2009年10月生まれ。2歳からドラムを始め、4歳からライブ活動を開始し、5歳で家族

バンド「かねあいよよか」を結成。幼稚園在籍中の6歳で1stCDを発売する。ドラムのみ

ならず、作詞作曲、ボーカル、ピアノも担当。2018年、世界的な女性ドラマーのコンテス

ト『Hit Like A Girl』の18歳以下の部にて、最年少の8歳でウイークリーチャンピオンと

なる。Led Zeppelinの『Good Times Bad Times』をカヴァー演奏した応募動画が、

アメリカのNBC、NPR、ローリングストーン誌やビルボードで特集され、世界中に拡散し、

世界中のミュージシャンから大絶賛される。2018年は『RISING SUN ROCK 

FESTIVAL in EZO』に史上最年少出演を果たし、2019年には『サマーソニック東京』

でマウンテンステージのトリ、Fall Out Boyのステージにサプライズ登場し2万人の観客を

沸かせた。2019年ロサンゼルスの老舗ライブハウス「Whisky A Go Go」にて海外初ラ

イブ。Newsweek日本版「世界が尊敬する日本人100人」に史上最年少で選出。

“Yoyoka”の衝撃は今も世界へ広がり続けている。

https://yoyoka.jp/

小澤 綾子（おざわ・あやこ ） ※大阪・東京・熊本公演に出演

千葉県君津市生まれ。小学校の頃からだんだん走るのが遅くなり歩き方がおかしくなり、

周りと違っていく自分に気づく。病院を転々とし、20歳のときに進行性の難病筋ジストロ

フィーと診断がつく。10年後には車椅子、その先は寝たきりと医師から告げられ、人生の

どん底に落ちるが、「筋ジスと闘い歌う」と掲げ、現在はイベント、学校、病院、老人ホー

ムなどで講演ライブを行い、全国に生きることを伝えている。その活動はTVや新聞などメ

ディアでも多く取り上げられている。2015年は東京コレクションモデル、ドリームプランプレ

ゼンテーション世界大会感動大賞受賞など活躍の場を広げている。

https://challenged-ayako.com/

出演者プロフィール
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海外アーティスト ※全公演に出演

Alina Rostotskaya （アリーナ・ロストツカヤ）

ボーカル、ロシア

ロシア・モスクワ出身のシンガーソングライター。ロシア語、英語、

ラディーノ語や様々なジャズ・スキャットから現代音楽までの言

葉を使わない歌唱法を実験的に取り入れながら独特のスタ

イルを確立。

Jonno Sweetman（ジョンノ・スウィートマン）

ドラム、南アフリカ

南アフリカの海沿いの小さな街で生まれ、サーフィンをこよなく

愛するドラマー。ジャズ・ドラムの伝統とアフリカン・ドラムの伝

統を融合させたスタイルで高い評価を得ている。

https://yoyoka.jp/
https://challenged-ayako.com/


海外アーティスト ※全公演に出演
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Sarah Elgeti （サラ・エルゲティ）

サックス、フルート、デンマーク

デンマークのサックス、フルート奏者、作曲家。『Into the 

Open』『Synchroniza』は日本でもリリース。新作『Dawn 

Comes Quietly』は独特で透明感に溢れたスカンジナビア

ンな作品。

Josep Traver （ジョセップ・トラベル）

ギター、スペイン

プロのギタリスト。ギターの講師として活躍後、クラシカル・ギタ

ーでバンデロナ音楽院修士を取得。最近ではサイレント映画

「戦艦ポチョムキン」のサウンドトラック作品を発表。

Ravee Treesaksesakoon （ラヴィー・トリーサックシーサクーン）

トランペット、タイ

バンコク生まれ。2009年ジャズ・トランペット奏者を志し、マヒドル大学音楽

科ジャズ専攻に入学。2016年からThe Kitasewi Bandでリード・トランペ

ットとして多くのイベントに参加している。

Luca Alemanno （ルカ・アレマンノ）

ベース、イタリア

イタリア・レッチェ出身。現在はLAを拠点にし、「イタリアが輩

出する最も優れた若い世代のモダンジャズの音楽家」と評価

を受けるアップライト・エレクトリックベース奏者。

異才発掘プロジェクトとは

日本財団と東京大学先端科学技術研究センターは、異才を発掘し、継続的なサポートを提供することで、将来の日本をリードしイノベーショ

ンをもたらす人材を養成することを目指し、2014年12月に「異才発掘プロジェクト ROCKET（Room Of Children with Kokorozashi 

and Extraordinary Talents）」を始動しました。詳しくは、公式HP http://rocket.tokyo/ をご参照ください。

http://rocket.tokyo/

