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5歳からダンスをはじめ、ジャズダンス、タップダンス、クラシックバレ

エ、ヒップホップなどのダンスを始め、いくつかの舞台を踏み、99年『ボ

ーイズ・タイム』（パルコ劇場他）で本格的に舞台デビューを果たしてか

らは、舞台、映画、テレビドラマを数多くこなし、人気と評価を得ている

森山未來。

この夏には平成25年度文化交流大使としてイスラエル滞在時に、イス

ラエル人アーティスト、エラ・ホチルドと共に太宰治著「駆け込み訴え」

を土台にして制作し、昨年9月にテルアヴィヴでプレミア上映した

「Judas, Christ with Soy」を愛媛県・内子町にある来年100周年を

迎える内子座で上演しましたが、その時空を超えた自由で旺盛な想像

力はどこから生まれてくるのか・・・湧き上がる発想は？

貴重映像も交えたスペシャル・トーク。

創 造 の 旅 人

創造学
11月1日 ㊐
PM1:30～3:00（開場PM1:00）

 多目的ホール
入場無料

定員 先着400名

第89回 公開講座

森山未來



再生紙を使用しています

　ジャズダンス、タップダンス、クラシックバレエ、ヒップホップなど

のダンスを始め、いくつかの舞台を踏み、99年『ボーイズ・タイム』

（パルコ劇場他）で本格的に舞台デビューを果たす。

　その後、多数の舞台経験を重ね、ドラマ『さよなら小津先生』『ウォ

ーターボーイズ』『ラストクリスマス』など話題作に次々と出演。舞

台・ドラマと活躍するなか、2004年『世界の中心で、愛をさけぶ』で、

サクの高校生時代を好演し、ブルーリボン賞新人賞、日本アカデミー

賞優秀助演男優賞、新人賞を総嘗めにし、話題となった。近年では、

自身が主演するダンスライブの演出も手掛けるなど、俳優業だけで

なく、活躍の場を拡げている。

　近年の出演作にドラマ『刑事の現場』『リミット-刑事の現場２-』

（NHK）、（TBS）、ドラマ24第20弾特別企画『モテキ』（TX）、映画：

『百万円と苦虫女』（タナダユキ監督）、『フィッシュストーリー』（中村

義洋監督）、『その街のこども 劇場版』（井上剛監督）、『モテキ』（大根

仁監督）、舞台劇団☆新感線 SHINKANSEN RX『五右衛門ロック』、

ミュージカル『RENT』、『メカロックオペラR2C2』（宮藤官九郎作・演

出）、『ネジと紙幣』（倉持裕作・演出）、『変身』（スティーブン・バーコ

フ演出）、『タンゴ-TANGO-』（作：演出：長塚圭史）、劇団☆新感線

『髑髏城の七人』（演出：いのうえひでのり）など。

　12年は、映画『セイジ-陸の魚-』（伊勢谷友介監督）、『ALWAYS 三

丁目の夕日'64』（山崎貴監督）、舞台『テヅカTeZukA』（振付：シデ

ィ・ラルビ・シェルカウイ／制作協力：手塚プロダクション）、映画『苦

役列車』（山下敦弘監督）、ロックミュージカル『ヘドウィグ・アンド・ア

ングリーインチ』（上演台本・演出：大根仁）、映画『北のカナリアた

ち』（阪本順治監督）に出演。

　13年は、ミュージカル『100万回生きたねこ』（演出・振付・美術：イ

ンバル・ピント、アブシャロム・ポラック）に出演、声優初挑戦となる

アニメ映画『聖☆おにいさん』（監督：高雄統）が公開。

【舞台】
99 ｢ボーイズ・タイム｣
00 ｢ママ・ラヴズ・マンボ｣
00 ｢火の鳥｣
00 ｢ボーイズ・タイム｣再演
01 ｢こくまろな女達｣
02 ｢ママ・ラヴズ・マンボ」再演
02 ｢ライアー・ガール｣
04 ｢スター誕生｣
05 ｢BAT BOY THE MUSICAL｣
05 ｢最悪な人生のためのガイドブック｣
05 ｢WONDERLAND｣
06 ｢BAT BOY THE MUSICAL｣
06 ｢OVER THE RAINBOW｣
06 SHINKANSEN☆RS ｢メタルマク
ベス｣（演出：いのうえひでのり）

07 アトリエ・ダンカン プロデュース公
演 ｢血の婚礼｣主演

07 ｢戦争わんだー｣
07 パルコ・プロデュース ｢キャバレー｣
08 SHINKANSEN☆RS ｢五右衛門ロ
ック｣（演出：いのうえひでのり）

08 ミュージカル ｢RENT｣（演出：エリ
カ・シュミット）主演

09 「メカロックオペラ R2C2」（作・演
出：宮藤官九郎）

09 「ネジと紙幣」（演出：倉持裕）主演
10 「変身」（演出：スティーブン・バーコ
フ）　主演

10 "I'm Levi's® 二人芝居"「Griffon」
（作・演出：倉持裕）　

10 きゅうかくうしお vol.0 「素晴らし
い偶然をもとめて」（脚本・演出・出
演）

10 「タンゴ-TANGO-」（作：スワボミー
ル・ムロジェック/演出：長塚圭史）
主演

10 「Revival / ヤザキタケシ」（演出・振
付：ヤザキタケシ）

10 「LOVE LETTERS -20th 
Anniversary Christmas Special-」
（作：A.R.ガーニー／訳・演出：青井
陽治）

11 劇団☆新感線「髑髏城の七人」（作・
中島かずき／演出：いのうえひでの
り）

12 「テヅカ TeZukA」（振付：シディ・ラ
ルビ・シェルカウイ／制作協力：手

塚プロダクション）
 　 ※ヨーロッパ他、世界公演
12「ヘドウィグ・アンド・アングリーイン
チ」（上演台本・演出：大根仁）

13 ミュージカル「100万回生きたね
こ」（原作：佐野洋子／演出・振付・美
術：インバル・ピント、アブシャロム・
ポラック／脚本：糸井幸之介、戌井
昭人、中屋敷法仁）

【映画】
03 『リボルバー 青い春』（オリジナル・
ビデオ作品）

04 『世界の中心で、愛をさけぶ』（行定
勲監督）

05 『スクールデイズ』（守屋健太郎監
督）

07 『スマイル～聖夜の奇跡～』（陣内孝
則監督）

08 『百万円と苦虫女』（タナダユキ監
督）

08 『20世紀少年』（堤幸彦監督）
09 『20世紀少年～第2章～最後の希
望』（堤幸彦監督）

09 『フィッシュストーリー』（中村義洋
監督）　

09 『20世紀少年～最終章～ぼくらの
旗』（堤幸彦監督）

10 『その街のこども 劇場版』（井上剛
監督）

11 『モテキ』（大根仁監督）
12 『ALWAYS三丁目の夕日'64』（山崎
貴監督）

12 『セイジ-陸の魚-』（伊勢谷友介監督
／第14回台北映画祭招待作品）

12 『苦役列車』（山下敦弘監督／第15
回上海国際映画祭招待作品）

12 『北のカナリアたち』（阪本順治監
督）

13 ゲキ×シネ『髑髏城の七人』（作・中
島かずき／演出：いのうえひでの
り）

13 アニメ映画『聖☆おにいさん』（監
督：高雄統子）イエス役

13 『人類資金』（阪本順治監督）

【テレビ／ドラマ】
01 「TEAM」（フジテレビ・ドラマスペシ

ャル）
01 「さよなら、小津先生」（CX）
02 「サイコドクター」（NTV）
03 「最後の弁護人」（NTV）
03 「ウォーターボーイズ」（CX）
04 「ほんとにあった怖い話／第4話最
後の買い物」（CX）

04 「愛し君へ」（CX）
04 「ラストクリスマス」（CX）
05 「危険なアネキ」（CX）
06 「僕たちの戦争」（TBSスペシャルド
ラマ）

06 「役者魂！」（CX）
07 「まるまるちびまるこちゃん」（CX）
08 「刑事の現場」（NHK）
08 「夢の見つけ方教えたる！」（フジテ
レビ・ドラマスペシャル）

08 「被取締役新入社員」（TBSスペシャ
ルドラマ）

08 「ROOKIES」（TBS）
09 「リミット-刑事の現場２-」（NHK）
09 「土俵際のアリア」（au LISMOオリ
ジナルドラマ）

10 淡路大震災１５年特集ドラマ「その
街のこども」（NHK）
※第３６回放送文化基金賞 番組部
門 テレビドラマ番組部門 本賞受賞

10 太宰治生誕百周年特別記念番組
「太宰治短編小説集 vol.2～走れメ
ロス～」（NHK-BS2）　

 　 ※映文連アワード2010　優秀作
品賞 準グランプリ受賞

10 ドラマ24 第20弾 特別企画「モテ
キ」（テレビ東京）　

　  ※第48回ギャラクシー賞 上期 テ
レビ部門 入賞

10 「塀の中の中学校」（TBS／平成22
年度文化庁芸術祭参加作品）

 　 ※モンテカルロテレビ祭「最優秀作
品賞」「モナコ赤十字賞」「最優秀男
優賞（渡辺謙さん）」受賞

11 「東海道中膝栗毛」（NHKワールド）
12 連続ドラマW「贖罪」（WOWOW／
第69回ヴェネチア国際映画祭招待
作品）
※第37回トロント国際映画祭、第
60回サン・セバスチャン国際映画
祭、第17回釜山国際映画祭、第34

回ナント三大陸映画祭、第34回ぴ
あフィルムフェスティバルにて上映

13 土曜ドラマ「夫婦善哉」（NHK）

【ドキュメンタリー】
09 「未来は今」（NHK）

【ナレーション】
 「アジアンスマイル」（NHK）

【PV】
04 B'z「ARIGATO」
10 フジファブリック「夜明けのBEAT」

【CM／広告】
マクドナルド　
J-PHONE　
ハウス食品
ダイハツ工業「ミラジーノ」
大塚製薬「カロリーメイト」～そこは持
っとかないと。新人の朝～
パルコ 「福岡パルコOPEN記念CM」
Levi's 2010年春のブランドキャンペ
ーン「I'm Levi's®」
パルコ 「2011夏グランバザール」
三菱商事「More Challenges」 ※ナレ
ーション
サントリー「天然水」
TOYOTA「考えるハイブリッド」（CMナ
レーション)

■主な受賞歴
第28回 日本アカデミー賞（優秀助演男
優賞・新人俳優賞）
第47回 ブルーリボン賞（新人賞）
第24回 高崎映画祭（最優秀助演男優
賞）
第66回 毎日映画コンクール（男優主演
賞）
第16回 日本インターネット映画大賞
（主演男優賞）
第86回 キネマ旬報ベスト・テン（主演
男優賞）
第36回 日本アカデミー賞（優秀主演男
優賞・優秀助演男優賞）
2012年度 全国映連賞・男優賞

 森山未來　Mirai Moriyama　プロフィール
出身地兵庫県 身長・血液型172cm・AB型 生年月日1984年8月20日
SITE www.moriyama-mirai.com/
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