


島根県民会館 大ホール

HALL TOUR 2023 7月～ 2 0 2 3年1月まで計8回にわたり思い出の場所の写真をシリーズで紹介。
Sデジ会員様限定で思い出の場所にまつわるエピソード記事と動画も配信。

■お問い合わせ
山陰中央新報社読者局
TEL 0852-32-3426

入会されていない方は
まずはSデジ会員登録から

エピソードはこちらから

※Sデジの月額利用料は、山陰両県で山陰中央新報をご購読
の方は月額550円、隠岐地区と山陰両県外の方は無料です。
山陰両県外でご購読いただいていない方は月額3,300円で
す。※Sデジの登録初月は無料で、翌月から課金されます。登
録後の退会は翌月以降からとなります。 【月～土 9：30～17：30（祝日除く）】

金1 13FRI 14 土
SAT

山陰中央新
報

今、若者を中心に人気急上昇中の3人組バンド
「Saucy Dog（サウシードッグ）」のギター・ボーカル。
2021年8月にリリースされた石原慎也作詞・作曲の
「シンデレラボーイ」は、ストリーミング総再生回数が
1億6,000万回を突破。2022年のカラオケ上半期ラン
キングで2位に入るなど、ブレイクのきっかけになった。
楽曲に故郷・松江での思い出を込めることも多い。

石原慎也（松江市出身）

Episode 02

松江農林高校

高校時代は環境土木科に在学。
得意だった授業、仲間と打ち込んだ部活動、
時に厳しく温かい先生―。思い出のつまった
母校で、当時を知る先生に見守られながら、
思い出話に花を咲かせる。 
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今、若者を中心に人気急上昇中の3人組バンド「Saucy Dog
（サウシードッグ）」のギター・ボーカル。2021年8月にリリース
された石原慎也作詞・作曲の「シンデレラボーイ」は、ストリー
ミング総再生回数が2億5,000万回を突破。2022年のカラオケ
上半期ランキングで2位に入るなど、ブレイクのきっかけになった。
楽曲に故郷・松江での思い出を込めることも多い。

石原慎也（松江市出身）

Episode 03

島根県立美術館

山根 耕　つなぎ石

大切な人と２人、美術館前のオブジェに寝転んで
湖を眺めた。沈黙の時間が続いても、その沈黙が
湖に溶けていくような、穏やかで優しい時間だった。
仰向けになって見た湖を「宙に浮いてるみたい」
と例える彼女を見て、これまでの事を思い返し
ていた。
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今、若者を中心に人気急上昇中の3人組バンド「Saucy Dog
（サウシードッグ）」のギター・ボーカル。2021年8月にリリース
された石原慎也作詞・作曲の「シンデレラボーイ」は、ストリー
ミング総再生回数が2億5,000万回を突破。2022年のカラオケ
上半期ランキングで2位に入るなど、ブレイクのきっかけになった。
楽曲に故郷・松江での思い出を込めることも多い。
映画「君を愛したひとりの僕へ」主題歌「紫苑」が配信中。

石原慎也（松江市出身）

Episode 04

旧もうり商店
時には友人と、時には１人で足を運んだ地元の
商店。店の「おばちゃん」はいつも話を聞いて
くれて、褒めてくれて、変化に気づいてくれた。
地元を離れ、デビューしてからも変わらず「しん
ちゃん」として接してくれるおばちゃんに会うと、
自然と頬がゆるむ。
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Episode 06

お好み焼博多
友人と通っていたお好み焼き屋。部活帰りの寄り
道や体育祭の打ち上げで訪れた。友人と恋愛や
部活の話で盛り上がりながら、学生がお得に買
える「学玉」をつついた。進学で大阪に出る前日
には、別れた後も仲が良かった彼女と一緒にお
好み焼きを食べて、送り出してもらった。
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Episode 07

田和山公園
地元の仲間の中で「無人公園」と言えばここだっ
た。遊具もない公園だったけど、キャッチボール
や鬼ごっこをしたり、のんびり話したりして過ごし
た。松江での思い出を詰め込んだ「いつか」を作
詞作曲した時、この場所のことを書きたいと思っ
た。「田和山の無人公園」というフレーズが、思い
ついたメロディーにぴったりはまった。
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石原慎也（松江市出身）

Episode 08

B1 スタジオ
バンドマンだらけの楽屋は、高校生だった自分た
ちにとってはドキドキする場所だった。メンバー
全員が学生服で、もじもじしながらも有名バンド
の曲をカバーした。学校の先生と一緒に演奏した
こともあった。初めてライブをした時は緊張した
一方で、目立ちたがりの時期だったからもっと前
に出ようという気持ちもあった。

山陰中央新
報


