
Kiki Hanishina, 埴科きき 

１９５８年２月２０日生まれ　魚座のAB型 

筑波山麓の自然の中で育つ。 

感動すると詩を書きたいと思う子供だった。 

しかし根っからの体育会系。 

高校時代、スポーツテスト１級·体力テストAをとったのが唯一の自慢。（男女とも１人だけ） 

大学は音大のピアノ科に進む。 

僧侶であった祖父の寺に下宿、竹やぶに囲まれた江戸時代の建物の中でピアノを弾いていた。 

卒業後は４年間小学校教諭を務める。 

その後、ピアノ教師、タウン誌の編集、フレンチレストラン調理補助及びサービス、一日一客の 

レストランパティシエ、伝説のローズギャラリー游ギフト用製菓担当、昭和女子大オープンカレッジ製菓講座講師、折

形礼法講師などを務めつつ現在に至る。 

詩と超短編、エッセイなどを折に触れて書き続けている。 

音楽が芯棒であることは一貫して変わらない。 

作詞作曲は高校時代から始める。 

大学卒業後、友人とオリジナルソングユニットを結成、様々な形態の変遷を経て2015年、考えて 

みれば初めてのソロ活動を開始。 

アイルランドが魂の故郷。 

ケルト文化に関心を持ち、アイルランド、フランスのブルターニュ地方に旅する。 

アイルランド、スコットランド曲などに日本語の歌詞を付けて歌ったりもしている。（英語でも） 

嫌いな食べ物は特にないが、一番好きなものは紅玉りんごと生クリームのシュークリーム。 

好きな作曲家：ベートーベン、ブラームス、バッハ 

好きな曲：ソルベーグの歌、フォーレシシリアーノ、主よ人の望よ喜びよ、ブラームス間奏曲E♭ 

好きな映画：サウンド·オブ·ミュージック、once、メリー·ポピンズ 

好きなシンガー、ソングライター：ZAZ、ラファエル、笹倉慎介 

好きな言葉：奇跡 

好きな季節：秋～冬（クリスマスまで） 

Kiki Hanishina,

Type AB of Pisces born in February 20, 1958

I am brought up in nature of the foot of a mt.Tsukuba.
It was the child who wanted to write poetry when impressed.
I went to Tokyo collage of music.university.
I lived in the temple of the grandfather who was a priest and played the piano in the building 
among clumps of bamboo.

I worked as an elementary school teacher after graduation for four years.
I reach it afterwards at the present while acting as a piano teacher, the editing of the town 
magazine, the service of the French restaurant,　pâtissier for the legendary Rose gallery Yu, a 



lecturer at Showa Women's University opening college confectionery lecture, a lecturer at how to 
wrap by Japanese washi paper.

I continue writing a very short novel, essay and poetry.
It is not changed that music is the center of the heart throughout.
I began the songwriting from high school days. After graduation from university, I form an original 
song unit with a friend and, after various activity, start the first solo activity in 2015.

Ireland is the hometown of my soul. I am interested in Celts culture and go on a trip in Ireland, 
Bretagne district of France.
I add the Japanese lyrics to Ireland, Scottish music and, other than playing of own work, sing. 
(even as for English)

The most favorite food is a cream puff of an apple and the fresh cream.
A favorite composer: Beethoven, Brahms, Bach.
Favorite music: Brahms intermezzo E♭
A favorite movie: Sound · Of · Music, once, Mary Poppins
A favorite singer-songwriter: ZAZ, Raphael, Shinsuke Sasakura
Favorite words: Miracle
A favorite season: From autumn to winter (Christmas)


