
TU MAGAZINE
1 0 代 の ため の 音 楽 ガイド

v�.2



まさにスラッシュメタルの金字塔。近年盛り上
がりをみせるメタルコアシーンのルーツはここに
あると断言できる。Justice For All や Black 
Album など他の名アルバムが多い Metallica
だが、名前だけでも知っている人はこの作品が
入門編として聴くのがよいだろう。良メロ・ヘ
ヴィさ・速さの三拍子揃った完成度の高さはも
ちろん、Vo / Gt ジェイムス・ヘッドフィールド
の高速ダウンピッキングが圧巻の一言。（上田）

Metallica / MASTER OF PUPPETS

イギリス マンチェスター出身のジャズトリオ、
Go Go Penguin の傑作。ピアノ・ウッドベース・
ドラムというオーソドックスなジャズの編成だ
が、エレクトロミュージックやポストロックのよ
うな音楽をジャズを通過して表現し、はっきり
申し上げると、良さを通り越してもうキモい。
Radiohead よろしく UK の音楽シーンは異なる
ジャンルをクロスオーバーさせて新しいサウン
ドを作るのが巧みである。（上田）

Go Go Penguin / V.02

音楽通なら必ずチェックしてる 8 人組・人力ミ
ニマルミュージックバンド、東京塩麹の 2nd ア
ルバム。ちょっと変わった音楽を聴きたいと思っ
てるひねくれ者はもちろん、シンプルなダンス
ミュージック好きにもヒットする１枚。綿密に構
築された「音の配置」が重なりあることで「音楽」
に成ることに気づかされる。ちなみにメンバー
のタカラマハヤは横須賀中央で飯島商店という
ギャラリーを運営してる（住んでる）。（上田）

東京塩麹 / You Can Dance

地下のグルーヴさせている変態ヒップホップバ
ンド、Skillkills のキャリアをまとめるベスト盤。
70 年代 NY ブロンクスで発祥したヒップホップ
は 2010 年代入ると東京のアンダーグラウンド
シーンで突然変異。あえて「リズムをずらす」
ことでグチャグチャなビートを鳴らし、ノレる
ビートではないのに、思わず身体が揺れてしま
う凄さ。ヒップホップ進化の最前線。まさに
Tokyo No1. Dope Shit 。（上田）

Skillkills / THE BEST

クラシックとロックを融合・複雑化させた音楽
「プログレッシヴロック」の代表バンド、Yes の
名作。分かりやすいポップさなんて一切無しの
音楽オタク向け。曲も長いし、分かりにくい、
でもじっくり聴いてるうちに「あれ、なんか凄
いな...」と中学生のころ衝撃を受けた。ジョジョ
の奇妙な冒険 ED や動画でバズった「To Be 
Continued...」の曲、「Roundabout」が収録
されている。分からなくても聴くべし。（上田）

Yes / Fragile

US カリフォルニア出身のエレクトロシュ ーゲイ
ズバンド。エレクトロとシューゲ イズを組み合
わせた音楽って実はたくさ ん存在しています
が、その中でも絶妙な バランス感を持っている
数少ないバンド だと思います。そして何よりメ
ロディが ずば抜けて良い。アートワークも含め
て 期待を裏切らない、トータルバランスが 本当
に素晴らしいバンドです。10 代の時 に出会っ
ておきたかったバンドNo.1。（久下）

Letting Up Despite Great Faults

10 代の時に1番聴いていた日本のバンド、スー
パーカー。デビューから解散までの 8 年間でリ
リースされたアルバムは、時期によって作風が
だいぶ違うので、どの1枚を選ぶか悩みました。
本当はどのアルバムも聴いてもらいたいのです 
が、シューゲイザーからエレクトロに向 かって
いく大きな分岐点のアルバムだっ たと思う
「HIGHVISION」を選んでみました。（久下）

スーパーカー / HIGHVISION

ブリティッシュロックの名盤中の名盤。 僕が改め
てここにどうのこうの書く必要はなにもないで
すね。もしまだ聴いていないという人がいたら、
必ず一度は聴いてもらいたい。世代も国境も超
えた名曲を体感できるので。僕は中学生の時に
このアルバムを何度も何度も聴いて、曲作りを
学んだ原点。（久下）

OASIS / (What's the Srory) Morning Glory？

Death Cab for Cutieのギバード(シアトル在住 )
と Dntel のタンボレロ ( ロサンゼルス在住 ) が
DAT テープを郵送しあって制作 していたこと
が、The Postal Service（郵政）というユニッ
ト名の由来。この時点で センス高過ぎます。
10 代の頃、エレクトロというジャンルに入り込
んでいくきっかけをくれた思い出深いアルバム
です。 エレクトロポップを普段聞かない人にで 
も迷わずオススメできる1枚。（久下）

The Postal Service / Give up

UK レスター出身のポストロックバンド。 もうた
だただ美しいサウンドです。M1 の 「Planet」
から 7 分を超える曲なんですが、そんなの気に
な ら な い く ら い の 没 入 感。M2 の
「Boundaries」で kyte の世界の深いところま
で落ちていきます。こういう音楽をルーツに 10
代の時からバンドやってみたかったので選んで
みました。（久下）

kyte



2018 年 6 月始動、詳細がほとんど明かされて
いないユニット。YouTube でバズった「現代の
音楽の 1 つの在り方」を感じる。透き通った歌
声に荒々しくも繊細な気持ちの良いピアノ、物
語性の強い楽曲をしっかり伝える歌唱力や突き
刺さってくるハイトーン。とてもバランスが良く
ワクワクさせてくる。気づいたら毎日エンドレス
で聴いていた。まだ聴いたことが無いなら必聴。
MV も併せてチェックしてみてほしい。（よしか
ず）

ずっと真夜中でいいのに。 / 潜潜話

幼少期から音楽が好きだった自分がバンドをや
りたい、よりバンドサウンドを好きになる影響
を与え、今でも変わらず自分の音楽の根本にい
る彼ら。そんな彼らの 3 枚目、メジャー 1 枚目
のこの 1枚、出会いは 2nd だったがここではこ
ちらを。独特の世界観の歌詞を時には畳み掛
けるように、時には優しく寄り添うように、そし
てその言葉の魅力を最大限引き出す楽曲とプレ
イヤー。彼らがいる時代で音楽できている事が
嬉しい。（よしかず）

RADWIMPS / RADWIMPS3～無人島に持っていき忘れた一枚～

俺の全てを捧げました。たくさんの人と出会っ
てたくさん笑って泣いてを共に過ごしたアルバ
ム。アイドルを普段聞かないっていう人なら尚
更聞いてみてほしい。実は楽曲のクオリティが
エグい程高く、神曲が多い。ジャンルレスなア
イドル、1 つのジャンルに特化したアイドル等
色々ある中できっかけになればいいなと思う。
でんぱ組としてのジャンルを確立した 1 枚、こ
の当時のこの 6 人だからこその雰囲気、出会っ
てくれたら嬉しい。（よしかず）

でんぱ組 .inc / WORLD WIDE DEMPA

Vo. 越智さんの哀愁ある歌声、 圧倒的なメロ、
心揺さぶる歌詞その全てが混ざり合う BUZZ 
THE BEARS。LIVE ではキッズが泣きじゃくりな
がらモッシュやダイブが多発する。オススメ曲
が多すぎるが故にベスト盤をここでは紹介。是
非歌詞の一言一言を噛み締めながらじっくり聞
いてもらいたい。心臓を鷲掴みされる感じを覚
える。気づいたらあなたも泣いているかもしれ
ない。（よしかず）

BUZZ THE BEARS / BUZZ THE BEST

横浜の大先輩 OVER ARM THROW。こんなに
カッコ良いバンドが近くにいる事を知ってほし
い。このバンドに関して余計な説明はいらない
のかなと思う。ハイトーンボイスなおしゃれな
感じで～という今のブームとは真逆にいると思
われる OAT、だからこそ今もう一度熱気あるな
んだか汗くさいようなこのアルバムを聞いてほ
しい。（よしかず）

“白帯で黒帯に勝つ” マインドを叩き込んでくれ
た 1 枚です。1 腹ペコ（ホルモンファンの呼称）
としては最近のアルバムに比べるとポップとミク
スチャーの比率がほぼ逆転していることも魅力の
ひとつ。燃えるような初期衝動全開のギターリフ、
一見（一聴？）他言語にしか聞こえない歌唱法、
そして全員超歌えるということ等… 見習うべき点
が沢山あります。僕が人生で 1 番好きなバンド
だし何なら人生そのものです。（どすこ）

マキシマム ザ ホルモン/ロッキンポ殺しOVER ARM THROW / 

兵庫は西宮のロックンロール / ブルースバンド。
ジャパニーズ•ロックンロールの荒々しさすらあ
る力強さと weezer のブルーアルバム（これも
必聴）を彷彿とさせるようなエモーショナルさ。
ギターボーカルとギタースクリームがそれぞれの
声質に合ってると思います。（現在活動していな
いが）ギタースクリーム担当のマーヤ氏がボー
カルをしていた” N’ 夙川ボーイズ” というバン
ドも要チェック。（どすこ）

KING BROTHERS / THE FIRST RAYS OF THE NEW RISING SUN

日本一 3 連覇のバトル MC R- 指定と昨年世界一
になったターンテーブリスト DJ 松永による
HIPHOP ユニット。一度聴いてみればすぐに解
ると思いますが、想像しているラッパー像とは
違くロック寄りの詞が多く聴きやすいと思いま
す。韻を踏む以外にもユーモアのある言葉遊び
に溢れていて中々面白いです。中でもタイトル
チューンである「たりないふたり」の歌詞は僕
のような比較的オタク寄りな人間の学生時代に
確実に重なると思います（どすこ）

Creepy Nuts / たりないふたり

こちらも2人組。昭和歌謡やジャズ、キャバレー
音楽などをクロスオーバーさせた音楽。ボーカ
ルの中納良恵の並外れた歌唱力にギタリスト森
雅樹の絡みつくようなフレーズ。バックバンド
のホーン隊との相性の良さも魅力のひとつです
が、個人的にライブの MC がコッテコテの大阪
弁なのが好きです。幼少期にカーステレオから
このアルバムを聴かされて育ったので正直今で
もバリバリ影響受けてます。（どすこ）

EGO-WRAPPIN’ / Night Food

カリフォルニア発パンクバンド グリーンデイの
3rd アルバムにしてメジャーデビューアルバム。”
Dookie( う●ち )” と名付けられたタイトルとは
裏腹に 2011 年には 1500 万枚を売り上げる程
のヒット作です。実は僕は中学生の頃にギター
からベースに転向していて、ギターで最初に弾
けるようになった曲が７曲目の「Basket Case」
なのです。コピーしやすさも音楽に触れる上で
大切な事だと思います。来日公演楽しみです。
ステイパンク。（どすこ）

Green Day / Dookie



　10代に向けたディスクガイドの一部を頂

いて、「俺のバンド論」というのを書かせ

てもらっていますicelandblueのVo&Gt久

下(くげ)と申します。生まれも育ちも横須

賀で、たくさんの素敵な先輩・後輩アーテ

ィストと出会い、色々と教わりながら、縁

もあって10代の頃からレーベルの元で音

楽を作らせて頂いてました。そんな僕の独

断と偏見、そして経験にはなりますが、こ

ういう意見もあるんだなーといった感じで

読んでもらえたら 幸いです。

　

　僕が10代の頃、寝ても覚めてもバンドの

ことばかり考えていて、バンドのためにバ

イトして、遊ぶ時間を削って曲作りと練

習、すべてはバンド中心の生活をしていま

した。それがバンドで上を目指すために必

要不可欠だと思っていたから。だけど、今

思えばこれはちょっと違ったかな、と思い

ます。

　どの分野に関してもそうですが、面白い

なって感じさせてくれる人は、圧倒的にい

ろんなことを経験している人が多い。音楽

に置き換えるならば、バンドのことばかり

考えている人より、友達とたくさん遊んで

、いろんな景色見て、たくさんの思い出と

感情を経験している人の方が、魅力的な

音楽を作り出せていると僕は思います。

　なので、たくさんの音楽を聴くとか、た

くさん練習するとかはもちろん大切なこと

だけど、どうかたくさん遊んでください。そ

れがこの先、音楽を作り続けていく上での

大切な経験になると僕は思います。

　そして10代のうちに、自分の音楽的なキ

ャラクター(武器となる部分)に気づけたら

とても強いかと。

　僕はボーカルで曲を書いている立場な

ので、そこからの目線になってしまいます

が、声質だったり歌い方、言葉選びだった

りメロディの癖など、どんな些細なことで

も構わないので、自分の武器となる部分に

気づいて、とにかくそれを磨き上げてほし

い。苦手なことやできないことを克服して

も、あくまで普通にたどり着くだけで周り

からは注目されません。

　まずは誰にも負けない(もしくは負けた

くない)と思える武器を探してみてください

。そしてその武器をバンドメンバー同士で

共有できたら、なお良いかと。曲作りやス

テージの見せ方、アートワークなどを決め

ていく上での大きな要素になってきます。

　長々と自論を書かせて頂きましたが、バ

ンドをやっていく上での課題や疑問、そし

てヒントはライブハウスにだいたいありま

す。新型コロナの影響でライブハウスの偏

った報道がされていますが、バンドマンに

とって間違いなく大切なライブハウス。落

ち着いたらまたライブハウスに通ってみて

ください。そして横須賀からかっこいいバ

ンドをたくさん輩出していきましょう。

久下淳史

icelandblue Vo / Gt 

神奈川県横須賀市出身。

 学生時代に4ピースロックバンド、

CONCEIT OF BIRTHを結成し、その頃から

全国ツアーや音源リリースなど精力的に活

動。解散後、2014年2月にicelandblueを

結成し現在まで自主制作CD4枚・配信限

定ミニアルバム1枚をリリースし、リリース

毎に全国ツアーを実施している。

好きな食べ物は焼き鳥。

俺のバンド論

たくさん遊ぶことの大切さ

筆者 久下淳史

あえてポップ・ミュージックは一切無し。ちょっと偏屈なオ
タクセレクトになってしまいました。まず他のセレクター
の皆さんのレコメンドを聴いてから、オタクゾーンを入り
込んでみてください。Twitter @innerspacelab

上田大輔 (inner space lab 代表)

僕が10代の時に聞いていた音楽と、10代の時に出会って
おきたかった音楽を選んでみました。
Twitter @kugeatsushi

久下淳史 (icelandblue)

自分の音楽に強い影響を与え人生を変えた盤の一部分
から、あまり他が選出しなさそうな所で選びました。
@yskz_reminds

よしかず (THEリマインズ / Docking Dog)

出来るだけ各種サブスクで聴けて、そのアーティストの中
でもクラシック感のあるアルバムをセレクトしました。聴
けば何かしらを得られると思います。Twitter @watary4

鹿嶋 “dosko” 渉 (Raymond)

SELECTOR COMMENT

自分だけの武器を見つける


