
大会があって、「これはなんかボケ
なあかん」と思って、水着で行き
ました。

植野　ええっ！
大山　12月やのに。で、先生が「な
んで水着やねん！」って言うので
「ビーチバレーと思っていました」
と（笑）。だから集合写真も一人
だけ水着で、その一週間後に原
付で事故ったから、もしその時死
んでいたら、遺影が水着でしたね。
危なかった（笑）。
呉山　面白過ぎる。
植野　破天荒ですね。
大山　それで味をしめて、修学旅
行で関空に行くときに、全身タイ
ツで行きました（笑）。でも「あい
つ全身タイツで来るらしい」という
のが何故かみんなにバレてて。皆
「絶対反応せんとこ」みたいな感じ
になって。その通り誰も無反応。
先生も誰もいじってくれへん。関
空のトイレで、泣きそうになりなが
ら着替えました。（笑）

【今に影響を与えた住高時代の経験】
植野　住高時代に経験したこと

大山　それが、そのまっさんが受
験に落ちるっていう。
植野・呉山　　えー！
大山　合格発表は二人で見に行っ
て、まっさんは通知表が良かった
から、絶対大丈夫って思っていた
のに番号がなかった。そのあと
北畠の駅で、僕は説明会がある
から住高残るし、まっさんはチン
チン電車で帰って行って、辛かっ
た。だから住高生活の最初は、
仲の良いやつがほとんどいなく
て。しかも自分の両親が離婚して、
南港の中学を卒業したら母親の
実家に帰るっていう約束やったか
ら、高校入学と同時に堺に転居。
これまでと生活が一変して、寂し
いスタートでした。

植野　その後、同学年の中心人
物みたいになった人がそんなスター
トやったとは……。

【破天荒な高校時代】
植野　次の質問は住高での思い
出。できれば面白い破天荒なエピ
ソードを交えて教えてください。
大山　一年生の時、バレーボール

【住高を選んだ理由】
植野　まずはお二人が住高を選ん
だ理由を聞かせてください。
呉山　僕にとっては、国際教養科
という学科が魅力的でした。自分
のバックグラウンドがミックスだか

ら、小中学校では何となく肩身が
狭いと感じていて、国際教養科な
ら何か違ったものが感じられるん
じゃないか、そんな直観がありま
した。名前の響きがグローバルと
いうか、新しい価値観を持った人
達が来て、未知の扉を開けてくれ
るんじゃないか、と感じていました。
植野　大山君はどうでしょう？
大山　僕の場合は当時「ゆず」と
か「コブクロ」（共に二人組の歌手）
が流行っていて、それに憧れて中
学の時から南港で路上ライブをし
ていました。それで「高校に入っ
たらもっと路上ライブをしたい!」と
いう理由で天王寺に近い住高を。
天王寺の歩道橋で、まっさんとい
う中学の友達と一緒に住高入って、
「武道館目指そうぜ!」って（笑）。
呉山　武道館への足掛かりが住
高！

で、今の自分に影響を与えたこと、
あの頃の経験が今の自分に繋がっ
ているな、ということがもしあれば

教えてください。
大山　ひーちゃんって友達がビデ
オ機能のある携帯電話を持ってい
て、遊びで放課後にムービーを撮
っていました。初監督作品は現在
もひーちゃんの携帯に残っていま
す。その携帯で、卒業生皆に配布
される記念DVDの映像を作りまし
た。理科棟の岡本先生の部屋に
編集できるパソコンがあって、そこ
で初めて編集をして。人がドアを
開けて教室入るまでをどういうカッ
トで撮って編集したらいいかを放
課後に考えていました。
植野　呉山くんはどうですか？
呉山　住高にいたことで恩恵に感
じているのは、人間関係かな。国
際教養科っていう環境にいて、外
国人が交換留学で来たりとか、外
国で勉強して帰ってきた人がいたり
とか、いろんな世界を見た人達が
身近にいたから、外の世界を近く
に感じていました。その経験があ
ったから、海外に行くことに対して
の抵抗はほとんどなくて。むしろ
その人達を通して「ああ、海外で
はこういう風なこと考えたり表現し
たりするんや。全然違うから面白
いな」って感じましたね。僕は今、

海外でも仕事をするんですけど、
最初の頃は自分に何の縁もないと
ころに行って、いきなりドアを叩い
て「すみません、よろしくお願いし
ます」っていうスタイルでやってい

ました。自費で航空券を買って、
知らない国に行って、英語も拙い
けど、いきなりノックして「仕事下
さい！日本から来たんです！」って。
これは住高で色んな人と出会って
いたからできたことかなと。

大山　自分も今の歳になって海外
に行って、「日本の中だけでおった
らあかんな」ってようやくわかった

けど、それを国際教養科の子らは
当時から感じてたんや。
呉山　それはすごい有難かったか
な。

【現在までのキャリア】
植野　高校卒業後からこれまでの
キャリアについて教えてください。
大山　当時は映像を学べる大学
が四つか五つくらいしかなくて、近
いという理由で大阪芸術大学の映
像学科を受験しました。僕の場合
は中学の時から映画監督になるっ
て決めていたので。大学一年生の
夏休みに、たまたま東京のロケ隊
が映画撮影で大阪に来ていて、ボ
ランティアスタッフを募集していまし
た。そこで友達と働いたのがター
ニングポイントになりましたね。そ

の時の助監督に「学校行ってもし
ゃーないから東京来いよ」と誘って
いただいたので、僕も「行きます！」
って。それで、家に帰っておかん
に「東京行くわ」って伝えて→おか
ん「学校どうすんの？」→僕「辞め
る！」→おかん「学費助かるわー」
ってなりました（笑）。僕は一人息
子で、祖父母も同居していて、祖
父母からは「休学一年して、行って
あかんかったら大学に復学すると
か、そういうのにしたら」って言わ
れたけど、おかんだけは「あかん。

おまえに戻る場所なんてあると思う

な」と。僕も「最初からそのつもり
やわ」って言って、夏休みの最終日
に退学届を出しました。そして次の
春までに50万円くらい貯金してか
ら東京に行こうと思ったら、年末に
東京から電話がかかってきて「年
明けすぐに映画のスタッフを募集し
てるから来るか」って言われて「は
い、行きます」となって。それで
バイトを全部やめて、1月2日の夜
行バスで行こうと準備していたら、
おかんが元日に新幹線のグリーン
車のチケットを持ってきて「おまえ
はこれで上京しろ」と言われたのが
印象的でした。「お金まだ20万円
くらいしか貯まってないし、切り詰
めて夜行バスで行くのに。そのチ
ケット換金してくれや」って言うた
ら「あかん、グリーン車で行け」っ
て。その理由をおかんに聞いたら、
自分が働いている会社の社長が、
格上の取引先に行く時にはいつも
グリーン車で行って、話が行き詰
まったら、「僕はグリーン車で来た
男や」と念じて、願掛けをしてい
るって話で。その話を聞いて納得
して、18歳の元旦に、おかんの用
意してくれたグリーン車で上京し
て、おかげさまで今日まで東京で
映像の仕事をやっています。
植野　最初の仕事はテレビドラマ
の助監督でしたか？
大山　映画にあこがれて、最初は
有名な映画監督について仕事をし
てたけど、びっくりするくらい仕事
ができなくて。素行不良で、酒飲
んで寝坊するわ、遅刻するわ。僕
は日本で五本の指に入るくらい仕
事のできない助監督だったと思い
ます。それに18歳で現場に入った
から常識がなく、ほんまに「大阪帰
れ」ってしょっちゅう言われて、途
中で逃げもしましたし、この仕事
向いてないんかなって悩みました。
そのどん底から拾ってくれたのが、
テレビドラマなんですよね。映画
の仕事を色々クビになって、その

時、二時間サスペンスの助監督と
して呼ばれました。その監督はす
ごく怖くて、絶対に逃がしてもらえ
なかった。寝坊したら「家まで迎
えに行くぞ」と。そういうところで一
から出直した。その経緯から、今
もドラマと映画の仕事の割合は８
対２くらいで、テレビドラマが多い
です。やりたいのは映画製作です
が、性に合っているのはテレビドラ
マだと思います。自分を育ててくれ
たテレビ業界で、ようやくドラマの
監督業ができるようになったから、
テレビの仕事も大切にしたい。映
画の次回作はもちろん撮りたいけ
ど、今テレビ離れって言われてい
るからこそ、テレビの監督としても
いいものを作っていきたい。
植野　呉山君は住高で国際感覚
を身に着けた後、どうして今のキ
ャリアに？

呉山　大学進学を先生から勧めら
れていたけれど、いざ神戸大学に
見学に行って、ここで勉強して何
を得られるのかなあと想像して、
何も浮かばなかった。「進学校や
からとりあえず大学行かな」みた
いな、そんな考え方が周りにも多く
て。友達に「何したいん」と聞いた
ら「別に。とりあえず行ったら仕事
つけるかな」って答えが返ってきて。
その価値観は自分にとっては謎で
した。僕の家も母子家庭やったか
ら、そんな考えで母親にお金出し
てもらうって意味わかれへんなと思
って。そこでアメリカ行きを考えた。
ケイ君っていう同じ学科にいた男
の子がいて、彼は劇団四季団員か
ら、今はアメリカでブロードウェイ
でも出演している人なんやけど、
彼がダンスに誘ってくれて、そのま
まダンスにハマった。同時に英語
の勉強をしたいという思いもあっ
て、アメリカに行きたいと感じたん
です。アメリカで進学するにはお
金がかかるから、お金を作るため
に引っ越しと朝刊配達のバイトを

始めて、半年くらい毎日二時間くら
いしか寝ない生活を続けました。
そしてようやくお金が貯まってきた
なぁと思った時に、たまたま別居し
てた親父と会う機会があって。親
父が「今、いくら貯まってん」→「150
万円ぐらい、もうちょっとやわ」→「そ
っか。それ、一回俺に貸してみ。
色付けて返すわ」と言われて。僕
は親父をそんなに信用してなかっ
たけど、でも、真剣な顔してそんな
こと言うから、親父としての責任
を果たすチャンスくらいはあげた
いなと思って、全額渡した。もちろ
ん母親には絶対言われへん。で、
結局そのままバックレられて。
植野・大山　ええーっ！！
呉山　それで貯めたお金、全部な
くなってどうしようかなと悩んだ時
に、ダンスのレッスンをやってた所
のオーナーが、モデル事務所のオ
ーナーを知っていて「あんたちょっ
とモデルやってみたらええんちゃ

う」みたいに誘ってくれて。当時は
モデルにまったく興味がなかったけ
ど、小遣い稼ぎにみたいな感じで
やり始めた。それから1年ぐらいモ
デルの仕事をして、大きい仕事が
決まって現場に行った時に、ノウ
ハウも経験も少ないから、混乱す
ることが多くて。現場で「おまえ、
モデルとして才能ないわ」みたいな
ことを二日間の撮影でずっと言わ
れて、悔しくて仕方なくて。その
時に改めて、モデルの仕事はしっ
かり勉強して、経験を積み重ねた
上で、プロとしてやるべきだと感じ
た。これからはちゃんとやろうと。

その瞬間に大阪では厳しいと感じ
て、事務所をやめて、全部引き払っ
て東京に出てきました。そしていざ
東京で売り込みのために事務所を
回ったら「おまえこんな写真で、東
京なめてんのか」と追い返されて。
それで、もう一回自腹で自分の写
真を撮り直して、あえて追い返され
た事務所に行ったら、「この写真
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ならいける」となって、その事務所
に所属が決まりました。事務所の
社長に「おまえは何やりたい。どん
な仕事をしたい。ファッションなの
か広告なのか」と聞かれて、「僕、
全部やりたいです」って言うたら「な
めんじゃねえよ」って言われたけど、
２年後にはどの仕事もこなしていま
した。すると社長からも何も言わ
れないようになりましたね。

植野　24歳で東京に来て、26歳
くらいで安定してきて今のモデルの
地位が築かれたと。
呉山　そうですね。そしてしばら
くしてモデルの仕事の天井が見え
た。トップモデルはこのぐらい稼げ
るんやなというのが見えた時、ま
た面白くなくなって。これじゃ成長
止まるなと感じて、その時に改め
て海外に行こうと思いました。さっ
き言ったように、いきなり海外の
事務所のドアをノックして所属だけ
決めてから、一回日本に戻って来
て身辺整理して、また海外へ行っ
て３か月生活して、仕事の契約を
とってみたいな。

大山　最初、どこに行ったの？
呉山　香港に行って、香港で仕事
をやりつつ、次はシンガポール行っ
て。半年経ったらまた日本に戻って
半年間日本で仕事をして、という
のを三年くらい繰り返したかな。
植野　常に新しい挑戦を続けてき
たんですね。そういえば俳優もや
ってましたね。みやなおこさん（女
優・高32期）とも交流があるとか。
呉山　みやさんが僕が芝居を教わ
っている現場に来られる機会があ
って、それ以降仲良くさせてもらっ
ています。実は海外だとモデルの
仕事で芝居もさせられるんですよ。
日本のCMだと１～２秒しか出演し
ないことも多いけど、海外ではちゃ
んとしたクライアントのCMは、１分
とか２分とか芝居をしながら出続
けるものが多いんです。だから海
外の仕事だと、モデルの中でもハリ
ウッドで芝居をやっていたという人
が集まってくる。そういう人達と戦
わなあかんから、芝居の勉強も必
要だなと。芝居の上手い人に話を
聞いたら、みんな声をそろえて勉強
してきたっていうし。芝居がうま
いのは才能やと思っていたけど、
皆勉強して身につけたと聞いて、
じゃあ、僕も勉強したらええんや
と思って、芝居の勉強をするよう
になりました。

【現在の仕事について】
植野　大山君が制作した映画「い

つくしみふかき」は、「ゆうばり国
際ファンタスティック映画祭2019」
のゆうばりファンタランド大賞を受
賞するなどしましたが、映画制作
のきっかけは？

大山　助監督を続けていたらエス
カレーター式に監督になれるわけ
ではないのがこの世界で、30歳が
目前となった時にそろそろ勝負せん
とって感じたんです。もともと僕が
急いで東京に来たのは、祖父がす
ごい映画好きで、祖父が生きてる
間に銀幕で最後に僕の名前が出る
のを見せたい、と思ったからだった
んです。それで30歳までに映画
監督になるっていう目標を立てて
たけど、祖父は僕が28歳の時に
亡くなっちゃって。一旦は自分の中
で糸が切れて、もういいやみたいな
気持ちになって。結婚して、子供育
てて、別に監督にならなくてもい
いかなと思った時期もあったんや
けど、やっぱりよくないなと思い返
して、もう一回勝負に出ようかって。
そして映画を作るのなら、自分が
演出を担当している「劇団チキン
ハート」の主宰の遠山と二人でや
ろう、と。

植野　このままじゃよくないなと思
ったきっかけは何かありましたか？
大山　僕は自分を地道に積み重ね
るタイプだと思っていて、二十代の
頃はひたすら助監督として現場で
怒鳴られたり、殴られたりしていま
した。自分がビッグになるために
は修業期間が必要やと信じていま
した。でも今の時代は監督になる
のに、助監督から進むというのは
一番地味で、そのコースを選んで
いない人がどんどんデビューして、
いっぱい賞とかを獲っている。あ
れ、僕スタートダッシュは早かった
のに、十年経ってもまだ助監督して
て、これでいいんかなって感じて。
同世代がどんどん監督デビューし
たんが焦りになったかもしれない
ですね。今は十年間修業して良か
ったなと思ってるけど。
植野　映画の公開するにあたって
の、苦労話や裏話などはあります
か？

大山　死ぬほどありますよ。最初、
いざ映画を作ろうとなって、どうに
かして一千万円借金したら映画作
れるんじゃないかっていう、すごい

ざっくりとした予想で始めました。
でも結局は二千万円かかった（笑）。
クランクイン直前に１千万円足りな
かったんです。忘れもしない８月
31日、西荻窪の駐車場で相方の
遠山と「どうする？」って。９月１日

からスタッフ30人くらい拘束するし、
9月20日のクランクイン目がけて主
演の渡辺いっけいさんとか他の役
者さんのスケジュールを押さえちゃ
うと、いろいろお金もかかってきて、
８月が終わったら絶対戻られへん
ぞ、と。でもお金がもうないのはわ
かってるし、行くか止めるか。ここ
で止めたら200万円くらいの損失
で済むけれど、ここで止めると自
分が監督になるのも多分また十年
以上遠回りしちゃうし、どうしよう
って。駐車場で45分間くらいずっ
と無言でした。
呉山　まるでハムレットやな。「生
か死か」（笑）。
大山　で、やろうって決めてから
は、遠山は自分の撮影がない日は
ロケ地の長野から東京に帰ってき
て、いろんなところにお願いして、
足りないお金を借りて回ってくれ
て。それなのに僕が製作費をさら
に膨らませていくから、遠山は僕
のことを「殺したい、殺したいって」
（笑）。もともとこの映画は東京国
際映画祭のスプラッシュ賞を目指し
ていました。ロケ地の長野県飯田
の方にも「この映画は東京国際映
画祭で賞を獲ります。僕は確信し
ています」と言っていたんですが、
実際は落選した。それが2018年
の９月くらいです。気づけば借金だ
らけだし、公開の目途も立ってな
くて、僕たち負けたんだって落ち
込みました。遠山も名前を変えて、
北海道でナマコの漁しようって
（笑）。そんな中、2019年1月18日
にゆうばり国際ファンタスティック映
画祭に招待が決まって。ゆうばり
映画祭では全部で500本ぐらいの
作品がありましたが、そこで選ば
れないと僕らに後はありません。さ
らに借金して、主演の渡辺いっけ
いさんにも無理を言って会場に来
てもらいました。ビラを二千枚ぐら
い刷って、関係者 25人くらいで、
朝からずーっと会場でビラ配りし

て、なんとか映画を見てもらいまし
た。そして最後に賞をもらえて、
初めて光が見えた。
植野　その受賞から流れが変わり
始めたと。
大山　そうですね。受賞した次の
日、配給会社のGAGAから電話
がかかってきて、海外の配給を請
け負いたいと。そこから海外の映
画祭の出品など、GAGAが全部
負担してやってくれたりとかして。
自主映画としては珍しく、50余り
の映画館で上映もできました。
植野　呉山君は、今、大手の企
業広告や雑誌にモデルとして出演
していますが、成功の秘訣はあり
ますか？

呉山　成功の秘訣って難しいよ
ね。「どうやったら成功できますか」
とか「どうやったらそうなれますか」

とよく聞かれる。でも、答えるの
が難しくて。僕が聞かれた場合に
は「じゃあ今、目標に向かって何
をしているの」って聞く。「〇〇を
やったうえで、〇〇を悩んでいます」
という答えなら、自分の経験に基
づいたアドバイスができると思う。
でも「成功するにはどうしたらいい
ですか」って聞くのは、それを聞い
てる時点で、多分何もやってない
のかなと思います。僕のアドバイス
で絶対に成功するということは言
えないけど、でも一つ信じてること
があるとすれば、大山君と一緒で、
地道に行動すること。僕らの仕事
って「見た目商売」というか、「好
かれ商売」のように言われることが
多いけど、僕が思うプロの方は、
皆めちゃめちゃ準備をしている。
例えばモデルのオーディションで服
のサイズ合わせをして、「ちょっとサ
イズがピッチリしてるね」と言われ
たら、普通は不合格とされるんや
けど、その撮影が3日後とかなら、
僕はその場で「体重を落として、
撮影までに合わせてきます」と言っ
て帰り、実際に体重を落として仕

事を勝ち取ります。多分、そこま
で身体をメンテナンスして、調整が
できる人は少ない。本当に地道な
ことです。自分がこの仕事が欲し
いと思った時、しんどくても準備
ができるかどうか。その準備がで
きる人が最後に残るのかなと思い
ます。絶対にそれで成功するとは
言えないけれど（笑）。

【逆境の中でのスタンス】
植野　コロナ禍では様々な苦労が
あると思いますが、二人はどんな
スタンスで乗り越えようとしていま
すか？

呉山　逆境に立った時に考えるの
は、人がやらないことをやろうとい
うことですね。

大山　それは、僕もそうかも。
呉山　これをやったら、「あいつほ
んまアホや」と言われるようなこと
をする。

大山　なんかね、伝説を作ろうと
する。ほんまにしょうもない事でも。
たとえば彼女に「ヨーグルト買って
きて」って言われたら、コンビニで
ヨーグルトを買う伝説を作ろうとす
る。彼女のほしいものがわからん
から、売ってるヨーグルトを全種
類買ってきて、それで一万円使う
みたいな。どれだけ小さな事でも、
やり過ぎやわ、ってくらいやる。
呉山　うん、そうね。そういうと
こある。

植野　むちゃくちゃ二人で通じてる
（笑）。
呉山　自粛生活で、多分みんなど
うやって毎日を過ごしたらいいか
迷ったと思うんやけど、僕は自粛
生活前にやっていたことのほかに、
さらにできることって何かなって考
えた。それで僕は倒立を始めると
か、いつもしているトレーニング

以上のものをやった。その時に
SNSで「自粛生活前より握手する
握 力が強くなってるようにしま
す！」って公開したり（笑）。
植野　物事のとらえ方が、二人と
も似てますね。常にどう面白い事
ができるか、どう人と違う事できる
かという考え方。

大山　そうやね。でも実は僕、準
備中はすっごいネガティブやねん。
撮影前なんて、雨降ったらどうしよ
うとか、ダメになった時の事を想
定して考える。でも始まったら真
逆で、「イエー！」って感じになって。
そのスタンスが自分を支えているか
なと思います。

【今後の展望】
植野　最後にこの先の展望につい
て聞かせてください。
大山　フェスを開催したいなと、
ずっと考えています。大きい野外
会場で、音楽ライブをしてっていう
ことだけじゃなくて、呉山君みた
いに色々な業種の人間が一緒にワ
ーワーできたら面白いなって、常に
思っています。　　
呉山　いいねえ、いいねえ！
大山　そういうことを考えて生きて
ると、どんどんそういう人が集まっ
てくるんよ。今年この後、監督す
るテレビドラマが６本ぐらいあって、
それも怒涛のように決まった。アパ
レル会社のYouTubeチャンネルの
製作総指揮をしてほしいという依
頼もあって、「僕の畑じゃないです
けど、いいんですか、僕で」→「予
算は数億円あります」→「やりまし
ょう」（笑）とかいう流れで受けた
り。忙しくなるけど、面白いなって。
新しい人と知り合って、色々すご
い事をしたいですね。
植野　ありがとうございます。呉
山くんは？
呉山　大山君の話を聞いて、面白
い事を考えてる人間は、同じとこ
ろにたどり着くんやなあと思った。
僕はコロナ禍にあって、自分の仕
事がいったい何になるのかという
事をすごく悩んだの。そこで気づ
いたのは、人と人との繋がりこそが
大事ということ。今までは自分の
ためにトップになりたいとか、自分
一人のために突っ走ってきたけど、
そのスタンスに違和感を覚えて。
自分の持つものとか、自分の持つ
コミュニティーとか、それをシェアす

る側にならないとあかんと感じた。
それを感じた時に、ふとジュース屋

をやろうと思ったの。いろんな人
が集まって、得体の知れない熱い
エネルギーが一つに集まって、色々
な事をシェアできる空間がもし今あ
ったとしたら、大勢の人が救われ
るんじゃないかなと思って。たまた
ま自分がフィットネスやヘルスに関
わる人間だったので、その関係で
ジュース屋を選んだ。仲間がジュー
スのプロだったというのもあるけ

ど、人を交流させるという目的が
仲間と一致して、仲間と一緒に開
業をしました。僕たちがブリッジに
なって、でっかいコミュニティーが

できたら、その後何でもできそう
な気がしています。
植野　最後に、何か告知はありま
すか。

大山　4月から始まるテレビ朝日の
「警視庁捜査一課長」の監督をし
ているのでぜひ見てください。あ
と監督をした映画「いつくしみふ
かき」のDVDが発売予定です。
呉山　僕はジュース屋ですかね。
「SETSUKO JUICE」という名前
で渋谷にオープンしています。もち
ろん、モデルの仕事もやりつつ、
ジュース屋を成長させられればと
思っています。
植野　ありがとうございました。

住高33期　岡本 暁

ヘルステックヘルスケアの人材育成

緊急事態宣言の只中の新宿。時
間と感染対策に気を配りつつ、取
材は行われた。BAR　DUDE
は、実は大山監督の行きつけの
店であり、店主のご夫婦は「いつ
くしみふかき」に出演していたり
する。その兼ね合いもあって、快
く取材場所を提供してくれた。イ
ンディーズ映画の制作関係者が
集う、レトロで味のある店なの
で、映画ファンなら楽しめること
請け合いだろう。ぜひ訪ねていた
だきたい。今回は初の若手企画と
いうことで、私も含め全員に緊張
があったが、話が進むにつれ、住
高時代を彷彿とさせるやんちゃさ
が顔を覗かせた。文章に少しでも
その雰囲気が残っていれば幸い
である。

大山 晃一郎 ＜略歴＞
住吉高校普通科 56 期卒。18 歳で大阪芸術大
学を中退し上京、フリーの助監督に。映画「リ
ング」の中田秀夫監督や映画「沈まぬ太陽」の
若松節郎監督の下、助監督として数多くの映
画やテレビドラマの製作現場で活躍。初監督
長編映画「いつくしみふかき」（2020年公開）は、

「ゆうばり国際ファンタスティック映画祭 2019」
ゆうばりファンタランド大賞をはじめ、国内外
の映画祭で14 の賞を獲得した。また「刑事７
人」「警視庁捜査一課長」などのテレビドラマ
の演出も手掛けるほか、「劇団チキンハート」、

「大山劇団」の作・演出家として年 2 回ペース
で演劇公演も行っている。

呉山 賢治 ＜略歴＞
住吉高校国際教養科 56 期卒。22 歳の頃、大
阪でモデルキャリアをスタート。24 歳で東京に
移住。26 歳頃からは、香港やシンガポールな
ど、海外でモデルの仕事を獲得し、年の半分を
海外、半分を東京という生活を送る。現在は髭
剃りの「Gillette」のCMを筆頭に、数々の世界
規模、日本全国規模の広告をこなしながら、フ
ァッション雑誌「OCEANS」、「MEN'S EX」、

「Very」などのモデルとして出演している。2021

年、ファッションモデルの傍、渋谷にフレッシ
ュジュースカフェ「SETSUKO JUICE」を共同
経営者としてオープンした。また、冒険者達の
旅マガジン「ADVENTUREKING」などで、取材
や旅撮影も行っている。

植野 友生
住吉高校普通科 56

期卒。住高時代はバ
レーボール部で日夜
練習に励む。現在は、
電通パブリックリレー
ションズにて企業の広
報・PRのコンサルティングに従事。コミュニケー
ションを通じて社会や暮らしがより良くなるよう
に、企業や自治体との情報発信に力を入れてい
る。受賞歴に、世界的なPRのプライズである

「IPRA Golden World Awards for Excellence」、「2018 

Global SABRE Awards WinnersTOP40 （世界29 位）」
などがある。

請川 俊之
（旧名 清水 俊之）
住吉高校普通科 56

期卒。大阪音楽大学
短期大学部クラシッ
クギター科卒。イベン
ト制作会社勤務など
を歴て、編集プロダクションに入社。以後独立
し、現在はフリーのライター、編集者、カメラマン
として活動する。執筆では医療系からエンターテ
イメント系まで幅広くこなし、広告のキャッチコピ
ーからホームページの文章制作まであらゆる制
作を行う。カメラマンとしてはインタビュー撮影
や、有名グルメレビューサイトの料理撮影などを
行っている。

＜インタビューアー＞ 紹介




