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Special Feature
ジャズ・ミュージシャンの誕生日

Jazz Birthday
　今回の巻頭特集は、これまで本誌＜ I am Jazz!（ジャズ・スーパー列伝）＞や＜Mr. Bassman（ベースマン
列伝）＞に登場したジャズの巨人たちを中心に、ジャズ・ミュージシャンの誕生日を紹介。
　自分と誕生日が同じジャズ・ミュージシャンがいたり、意外にもジャズ・ミュージシャン同士同じ誕生日だっ
たことが判明したりと新たな発見もあるかと思います。また、それぞれのジャズ・ミュージシャンと同じ誕生
日の著名人を世代、性別、国籍、職業を問わず 4人ずつ挙げてみました。
　人の誕生日を暗記している人と言えば、林家ペーさんが有名ですが、ペーさんのように暗記する必要はない
までも、意外な著名人が好きなジャズ・ミュージシャンと誕生日が同じだと知ることも面白いかもしれません。
　ここに挙げた著名人のファンの方がいましたら、その著名人と同じ誕生日や星座のジャズ・ミュージシャン
に興味を持って頂き、名盤やそれぞれのアーティストが残した素晴らしい音源に触れて頂けると嬉しいです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　 （The Walker’s 加瀬正之）

＜ 1月 10日生まれ（やぎ座）＞
マックス・ローチ（ジャズ・ドラマー） [1924]
福沢諭吉（啓蒙思想家、教育者） [1835]
小松政夫（タレント） [1942]
ロッド・スチュワート（ミュージシャン） [1945]
ジョージ・フォアマン（プロボクサー） [1949]

＜ 1月 13日生まれ（やぎ座）＞
ジョー・パス（ジャズ・ギタリスト） [1929]
伊藤蘭（女優）[1955]
太川陽介（歌手、俳優） [1959]
真矢（ミュージシャン） [1970]
オーランド・ブルーム（俳優） [1977]

＜ 1月 23日生まれ（みずがめ座）＞
ジャンゴ・ラインハルト（ジャズ・ギタリスト） [1910]
湯川秀樹（理論物理学者） [1907]
ジャンヌ・モロー（女優） [1928] 
ジャイアント馬場（プロレスラー、プロ野球選手） [1938]
葉加瀬太郎（ミュージシャン） [1968] 

＜ 2月 2日生まれ（みずがめ座）＞
ソニー・スティット（ジャズ・サックス奏者） [1924]
スタン・ゲッツ（ジャズ・サックス奏者） [1927]
天龍源一郎（プロレスラー） [1950] 
木戸修（プロレスラー） [1950]
劇団ひとり（お笑い芸人） [1977]
USA（ダンサー） [1977]

＜ 2月 27日生まれ（うお座）＞
デクスター・ゴードン（ジャズ・サックス奏者） [1923] 
エリザベス・テーラー（女優） [1932]
徳永英明（ミュージシャン） [1961]
マーク・パンサー（ミュージシャン） [1970]
佐藤隆太（俳優） [1980]

 

＜ 3月 2日生まれ（うお座）＞
ダグ・ワトキンス（ジャズ・ベーシスト）[1934]
渡辺晋（渡辺プロダクション創設者） [1927]
ルー・リード（ミュージシャン） [1942]
三遊亭小遊三（落語家） [1947]
カレン・カーペンター（ミュージシャン） [1950]

＜ 3月 3日生まれ（うお座）＞
ジミー・ギャリソン（ジャズ・ベーシスト）[1934]
村山富市（内閣総理大臣） [1924]
徳光和夫（アナウンサー） [1941]
ジーコ（プロサッカー選手） [1953]
川島海荷（女優） [1994]

＜ 3月 6日生まれ（うお座）＞
ハワード・マギー（ジャズ・トランペッター）[1918]
ウェス・モンゴメリー（ジャズ・ギタリスト）[1923]
ミケランジェロ（画家、彫刻家） [1475]
キラー・カーン（プロレスラー） [1947]
春風亭小朝（落語家） [1955]
柳沢慎吾（タレント） [1962]

＜ 3月 13日生まれ（うお座）＞
ロイ・ヘインズ（ジャズ・ドラマー）[1925] 
ブルー・ミッチェル（ジャズ・トランペッター）[1930]
高村光太郎（彫刻家、詩人） [1883]
藤田田（日本マクドナルド創業者） [1926]
吉永小百合（女優） [1945]
佐野元春（ミュージシャン） [1956]

＜ 3月 16日生まれ（うお座）＞
トミー・フラナガン（ジャズ・ピアニスト） [1930]
浅利慶太（演出家） [1933]
ベルナルド・ベルトルッチ（映画監督） [1941]
小比類巻かほる（ミュージシャン）[1967]
高橋大輔（フィギュアスケート選手） [1986]



The Walker's  5

＜ 3月 17日生まれ（うお座）＞
ナット・キング・コール（ジャズ・ヴォーカリスト） [1919]
山本陽子（女優）[1942]
マギー司郎（マジック漫談師）[1946]
甲本ヒロト（ミュージシャン）[1963]
藤森慎吾（お笑い芸人）[1983]

＜ 3月 22日生まれ（おひつじ座）＞
ジョージ・ベンソン（ジャズ・ギタリスト） [1943]
小磯國昭（内閣総理大臣）[1880]
草間彌生（彫刻家、画家、小説家）[1929]
大橋巨泉（放送作家、タレント、政治家）[1934]
有働由美子（アナウンサー）[1969]

＜ 3月 27日生まれ（おひつじ座）＞
ベン・ウェブスター（ジャズ・サックス奏者）[1909]
サラ・ヴォーン（ジャズ・ヴォーカリスト）[1924]
佐藤栄作（内閣総理大臣）[1901]
小林克也（DJ）[1941]
高中正義（ミュージシャン）[1953]
マライア・キャリー（ミュージシャン）[1970]

＜ 4月 3日生まれ（おひつじ座）＞
スコット・ラファロ（ジャズ・ベーシスト）[1936]
マーロン・ブランド（俳優）[1924]
エディ・マーフィ（俳優）[1961]
金本知憲（プロ野球選手）[1968]
大泉洋（俳優）[1973]

＜ 4月 6日生まれ（おひつじ座）＞
ジェリー・マリガン（ジャズ・サックス奏者）[1927]
アート・テイラー（ジャズ・ドラマー）[1929]
小沢昭一（俳優）[1929]
秋山幸二（プロ野球選手）[1962]
谷川浩司（将棋棋士）[1962]
宮沢りえ（女優）[1973]

＜ 4月 7日生まれ（おひつじ座）＞
ビリー・ホリデイ（ジャズ・ヴォーカリスト）[1915]
フレディ・ハバード（ジャズ・トランペッター）[1938]
フランシスコ・ザビエル（宣教師）[1506]
ラヴィ・シャンカル（ミュージシャン）[1920]
フランシス・フォード・コッポラ（映画監督）[1939]
ジャッキー・チェン（俳優）[1954]

＜ 4月 22日生まれ（おうし座）＞
チャールス・ミンガス（ジャズ・ベーシスト）[1922]
ポール・チェンバース（ジャズ・ベーシスト）[1935]
冨田勲（作曲家）[1932]
ジャック・ニコルソン（俳優）[1937]
三宅一生（ファッションデザイナー）[1938]
中田翔（プロ野球選手）[1989]

＜ 4月 25日生まれ（おうし座）＞
エラ・フィッツジェラルド（ジャズ・ヴォーカリスト）[1917]
アルバート・キング（ミュージシャン）[1923]
アル・パチーノ（俳優）[1940]
ヨハン・クライフ（プロサッカー選手）[1947]
鳥羽一郎（歌手）[1952]

＜ 4月 29日生まれ（おうし座）＞
デューク・エリントン（ジャズ・ピアニスト）[1899]
トゥーツ・シールマンス（ジャズ・ハーモニカ奏者）[1922]
昭和天皇（天皇）[1901]
安倍晋太郎（政治家）[1924]
田中裕子（女優）[1955]
千代大海龍二（大相撲力士）[1976]

＜ 5月 4日生まれ（おうし座）＞
メイナード・ファーガソン（ジャズ・トランペッター）[1928]
ロン・カーター（ジャズ・ベーシスト）[1937] 
森繁久彌（俳優）[1913]
田中角栄（内閣総理大臣）[1918]
オードリー・ヘプバーン（女優）[1929]
菊池桃子（女優、タレント）[1968]

＜ 5月 13日生まれ（おうし座）＞
ギル・エヴァンス（ジャズ・ピアニスト）[1912]
レッド・ガーランド（ジャズ・ピアニスト）[1923]
笠智衆（俳優） [1904]
鈴木光司（小説家）[1957]
デニス・ロッドマン（プロバスケットボール選手）[1961]
太田光（お笑い芸人）[1965]

＜ 5月 26日生まれ（ふたご座）＞
マイルス・デイヴィス（ジャズ・トランペッター）[1926]
ジョン・ウェイン（俳優）[1907] 
モンキー・パンチ（漫画家）[1937]
レニー・クラヴィッツ（ミュージシャン）[1964]
ローリン・ヒル（ミュージシャン）[1975]

＜ 6月 6日生まれ（ふたご座）＞
アル・グレイ（ジャズ・トロンボーン奏者）[1925] 
グラント・グリーン（ジャズ・ギタリスト）[1935]
大滝秀治（俳優）[1925]
堺正章（歌手、俳優、タレント）[1946]
葛西紀明（スキージャンプ選手）[1972]
斎藤佑樹（プロ野球選手）[1988]

＜ 6月 11日生まれ（ふたご座）＞
シェリー・マン（ジャズ・ドラマー）[1920]
豊田喜一郎（トヨタ自動車創業者）[1894]
ジョー・モンタナ（プロフットボール選手）[1956]
沢口靖子（女優）[1965]
ムーディ勝山（お笑い芸人）[1980]

＜ 7月 10日生まれ（かに座）＞
リー・モーガン（ジャズ・トランペッター）[1938]
ボボ・ブラジル（プロレスラー）[1924]
沢村一樹（俳優）[1967]
小泉孝太郎（俳優）[1978]
前田敦子（女優、アイドル）[1991]

＜ 7月 13日生まれ（かに座）＞
リロイ・ヴィネガー（ジャズ・ベーシスト）[1928]
アルバート・アイラー（ジャズ・サックス奏者）[1936]
ハリソン・フォード（俳優）[1942]
関口宏（俳優、タレント）[1943]
北斗晶（女子プロレスラー）[1967]
能年玲奈（女優）[1993]
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＜ 7月 15日生まれ（かに座）＞
フィリー・ジョー・ジョーンズ（ジャズ・ドラマー）[1923]
ミル・マスカラス（プロレスラー）[1942]
小池百合子（政治家、東京都知事）[1952]
柏木由紀（アイドル）[1991]
武藤嘉紀（プロサッカー選手）[1992]

＜ 7月 29日生まれ（しし座）＞
チャーリー・クリスチャン（ジャズ・ギタリスト）[1916]
橋本龍太郎（内閣総理大臣）[1937]
せんだみつお（タレント）[1947]
秋吉久美子（女優）[1954]
ちゅうえい（お笑い芸人）[1978]

＜ 7月 31日生まれ（しし座）＞
ハンク・ジョーンズ（ジャズ・ピアニスト）[1918]
ケニー・バレル（ジャズ・ギタリスト）[1931]
柳田國男（民俗学者）[1875]
石立鉄男（俳優）[1942]
古谷徹（声優）[1953]
糸井嘉男（プロ野球選手）[1981]

＜ 8月 4日生まれ（しし座）＞
ルイ・アームストロング（ジャズ・トランペッター）[1901]
ハーブ・エリス（ジャズ・ギタリスト）[1921] 
バラク・オバマ（アメリカ合衆国大統領）[1961]
佐々木健介（プロレスラー）[1966]
檀れい（女優）[1971]
内川聖一（プロ野球選手）[1982]

＜ 8月 15日生まれ（しし座）＞
オスカー・ピーターソン（ジャズ・ピアニスト）[1925]
シルヴィ・ヴァルタン（ミュージシャン）[1944]
サンプラザ中野くん（ミュージシャン）[1960]
秋山竜次（お笑いタレント）[1978]
岡田将生（俳優）[1989]

＜ 8月 16日生まれ（しし座）＞ 
マル・ウォルドロン（ジャズ・ピアニスト）[1925]
ビル・エヴァンス（ジャズ・ピアニスト）[1929]
菅原文太（俳優） [1933]
マドンナ（ミュージシャン）[1958]
ダルビッシュ有（メジャーリーガー）[1986]
ざわちん（ものまねメイクアーティスト、タレント）[1992]

＜ 8月 27日生まれ（おとめ座）＞
レスター・ヤング（ジャズ・サックス奏者）[1909]
宮沢賢治（詩人）[1896]
リンドン・B・ジョンソン（アメリカ合衆国大統領）[1908]
宇野宗佑（内閣総理大臣）[1922]
剛力彩芽（ファッションモデル、女優）[1992]

＜ 8月 29日生まれ（おとめ座）＞
チャーリー・パーカー（ジャズ・サックス奏者）[1920]
ダイナ・ワシントン（ジャズ・ヴォーカリスト）[1924]
イングリッド・バーグマン（女優）[1915]
スタン・ハンセン（プロレスラー）[1949]
八代亜紀（歌手）[1950]
マイケル・ジャクソン（ミュージシャン）[1958]

＜ 8月 30日生まれ（おとめ座）＞
ケニー・ドーハム（ジャズ・トランペッター）[1924]
ウォーレン・バフェット（投資家）[1930]
井上陽水（ミュージシャン）[1948]
キャメロン・ディアス（女優）[1972]
松本潤（アイドル）[1983] 

＜ 9月 1日生まれ（おとめ座）＞
アート・ペッパー（ジャズ・サックス奏者）[1925]
ジーン・ハリス（ジャズ・ピアニスト）[1933]
小澤征爾（指揮者）[1935]
グロリア・エステファン（ミュージシャン）[1957]
土田晃之（お笑いタレント）[1972]
渡部陽一（戦場カメラマン、フォトジャーナリスト）[1972]

＜ 9月 2日生まれ（おとめ座）＞
ホレス・シルバー（ジャズ・ピアニスト）[1928]
クリフォード・ジョーダン（ジャズ・サックス奏者）[1931] 
なかにし礼（小説家、作詞家）[1938]
ジョー山中（ミュージシャン）[1946]
キアヌ・リーブス（俳優）[1964]
早見優（タレント）[1966]

＜ 9月 7日生まれ（おとめ座）＞
ソニー・ロリンズ（ジャズ・サックス奏者）[1930]
バディ・ホリー（ミュージシャン）[1936]
長渕剛（ミュージシャン）[1956]
アンディ・フグ（格闘家）[1964]
山﨑賢人（俳優）[1994]

＜ 9月 9日生まれ（おとめ座）＞
エルビン・ジョーンズ（ジャズ・ドラマー）[1927]
カーネル・サンダース（ケンタッキーフライドチキン創業者）[1890]
オーティス・レディング（ミュージシャン）[1941]
弘兼憲史（漫画家）[1947]
ヒュー・グラント（俳優）[1960]

＜ 9月 15日生まれ（おとめ座）＞
キャノンボール・アダレイ（ジャズ・サックス奏者）[1928]
アガサ・クリスティ（推理作家）[1890]
トミー・リー・ジョーンズ（俳優）[1946]
竹下景子（女優）[1953]
彦摩呂（タレント）[1966]

＜ 9月 23日生まれ（てんびん座）＞
ジョン・コルトレーン（ジャズ・サックス奏者）[1926]
フランク・フォスター（ジャズ・サックス奏者）[1928]
レス・マッキャン（ジャズ・ピアニスト）[1935]
レイ・チャールズ（ミュージシャン）[1930]
ブルース・スプリングスティーン（ミュージシャン）[1949]
イジリー岡田（タレント）[1964]
叶美香（タレント）[1967]

＜ 9月 27日生まれ（てんびん座）＞
バド・パウエル（ジャズ・ピアニスト）[1924]
レッド・ロドニー（ジャズ・トランペッター）[1927]
羽生善治（将棋棋士）[1970]
小野伸二（プロサッカー選手）[1979]
朝青龍明徳（大相撲力士）[1980]
中田敦彦（お笑い芸人）[1982]
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＜ 9月 30日生まれ（てんびん座）＞
バディ・リッチ（ジャズ・ドラマー）[1917]
オスカー・ペティフォード（ジャズ・ベーシスト）[1922]
石原慎太郎（小説家、政治家、東京都知事）[1932]
五木寛之（小説家）[1932]
マーク・ボラン（ミュージシャン）[1947]
東山紀之（歌手、俳優）[1966]

＜ 10月 5日生まれ（てんびん座）＞
ジミー・ブラントン（ジャズ・ベーシスト）[1918]
ボブ・ゲルドフ（ミュージシャン、政治活動家）[1951]
黒木瞳（女優）[1960]
田臥勇太（プロバスケットボール選手）[1980]
吉田沙保里（レスリング選手）[1982]

＜ 10月 10日生まれ（てんびん座）＞
ハリー・エディソン（ジャズ・トランペッター）[1915] 
セロニアス・モンク（ジャズ・ピアニスト）[1917]
ジュニア・マンス（ジャズ・ピアニスト）[1928]
デイヴィッド・リー・ロス（ミュージシャン）[1954]
高橋留美子（漫画家）[1957]
風見しんご（タレント）[1962]
TOSHI（ミュージシャン）[1965]

＜ 10月 11日生まれ（てんびん座）＞
アート・ブレイキー（ジャズ・ドラマー）[1919]
ビリー・ヒギンス（ジャズ・ドラマー）[1936] 
榎本健一（喜劇俳優、歌手）[1904]
清水健太郎（歌手、俳優）[1952]
ケイン・コスギ（俳優）[1974]
菅野智之（プロ野球選手）[1989]

＜ 10月 13日生まれ（てんびん座）＞
アート・テイタム（ジャズ・ピアニスト）[1909]
レイ・ブラウン（ジャズ・ベーシスト）[1926]
リー・コニッツ（ジャズ・サックス奏者）[1927] 
ファラオ・サンダース（ジャズ・サックス奏者）[1940]
ポール・サイモン（ミュージシャン）[1941]
サミー・ヘイガー（ミュージシャン）[1947]
大和田獏（俳優）[1950]
松嶋菜々子（女優）[1973]

＜ 10月 21日生まれ（てんびん座）＞
ディジー・ガレスピー（ジャズ・トランペッター）[1917]
江戸川乱歩（推理作家）[1894]
蛭子能収（漫画家）[1947]
渡辺謙（俳優）[1959]
大江麻理子（アナウンサー）[1978]

＜ 10月 30日生まれ（さそり座）＞
クリフォード・ブラウン（ジャズ・トランペッター）[1930]
山本小鉄（プロレスラー）[1941]
ディエゴ・マラドーナ（プロサッカー選手）[1960]
仲間由紀恵（女優）[1979]
チェ・ホンマン（格闘家）[1980]

＜ 11月 12日生まれ（さそり座）＞
サム・ジョーンズ（ジャズ・ベーシスト）[1924]
グレース・ケリー（女優、モナコ大公妃）[1929]
ニール・ヤング（ミュージシャン）[1945]
由美かおる（女優）[1950]
清武弘嗣（プロサッカー選手）[1989]

＜ 11月 21日生まれ（さそり座）＞
コールマン・ホーキンス（ジャズ・サックス奏者）[1904]
ヒクソン・グレイシー（格闘家）[1959]
ビョーク（ミュージシャン）[1965]
ケン・グリフィー・ジュニア（メジャーリーガー）[1969]
指原莉乃（アイドル）[1992]

＜ 12月 8日生まれ（いて座）＞
ジミー・スミス（ジャズ・オルガン奏者）[1925]
ジム・モリスン（ミュージシャン）[1943]
マーティ・フリードマン（ミュージシャン）[1962]
川田利明（プロレスラー）[1963]
大竹一樹（お笑い芸人）[1967]

＜ 12月 9日生まれ（いて座）＞
ドナルド・バード（ジャズ・トランペッター）[1932]
カーク・ダグラス（俳優）[1916]
綾小路きみまろ（漫談家）[1950]
落合博満（プロ野球選手）[1953]
春風亭昇太（落語家）[1959]

＜ 12月 14日生まれ（いて座）＞
クラーク・テリー（ジャズ・トランペッター）[1920]
フィニアス・ニューボーン Jr.（ジャズ・ピアニスト）[1931]
ノストラダムス（医師、占星術師）[1503]
世良公則（ミュージシャン）[1955] 
坂本勇人（プロ野球選手）[1988]
高畑充希（女優、歌手）[1991]

＜ 12月 15日生まれ（いて座）＞
スタン・ケントン（ジャズ・ピアニスト）[1911]
バリー・ハリス（ジャズ・ピアニスト）[1929]
カーティス・フラー（ジャズ・トロンボーン奏者）[1934]
谷川俊太郎（詩人）[1931]
ドン・ジョンソン（俳優）[1949] 
ポール・シムノン（ミュージシャン）[1955]
高橋克典（俳優）[1964] 

＜ 12月 19日生まれ（いて座）＞
ボブ・ブルックマイヤー（ジャズ・トロンボーン奏者）[1929]
ボビー・ティモンズ（ジャズ・ピアニスト）[1935]
モーリス・ホワイト（ミュージシャン）[1941] 
反町隆史（俳優）[1973]
岩尾望（お笑いタレント）[1975]
三浦皇成（騎手）[1989] 

＜ 12月 23日生まれ（やぎ座）＞
チェット・ベイカー（ジャズ・トランペッター）[1929] 
フランク・モーガン（ジャズ・サックス奏者）[1933]
水森亜土（イラストレーター、歌手）[1939]
笑福亭鶴瓶（落語家、お笑いタレント）[1951]  
宮部みゆき（作家）[1960] 
武藤敬司（プロレスラー）[1962] 


