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ネスレ日本株式会社（本社：神戸市、代表取締役 社長 兼 CEO 高岡 浩三、以下「ネスレ」）は、13 年目を迎える 

「キットカット 受験生応援キャンペーン 2015」において、「キットカット 受験生応援アーティスト」として歌手の May J. 

さんを迎え、ともに受験生を応援する活動を展開しています。 

そしてこの度、May J.さんが歌う受験生応援ソング「My Sweet Dreams」が完成しました。2014年 12月 17日（水）より 

「キットカット 受験生応援キャンペーン 2015」のキャンペーンサイトにて楽曲の PVを公開いたします。 

May J.さんは、受験生応援アーティストとして活動する中で、夢の実現を目指す受験生の姿を自身と重ねあわせ、

「私に音楽がパワーを与えてくれたように、夢に向かって頑張っている受験生の皆さんに、私の歌で勇気と力を届けた

い。」という想いを強く抱きました。その想いを表現したのが「My Sweet Dreams」です。不安やプレッシャーを乗り越え、

新たなステージへチャレンジする受験生に対し、「キット、願いかなう。」という強いメッセージを伝えています。 

「My Sweet Dreams」は、挑戦する人の胸の内をリアルに描いたミディアムバラード。“悩み迷う時も夢を信じ続けて

いればきっとかなうんだ”という前向きなメッセージを、マーチングの要素を取り入れたトラックと力強い歌声で表現し

た楽曲です。 

ネスレは、「歌でたくさんの人を幸せにする」という大きな夢に向かって、努力を惜しまず日々前進を続ける May J. 

さんとともに、同じく夢をかなえるために第一歩を踏み出す受験生をサポートしていきます。 

 

 

 

 

May J.さんが歌う 受験生応援ソングがついに完成 

「My Sweet Dreams」 
「キット、願いかなう。」の想いを込めて、全国の受験生を応援！ 

2014年12月 17日（水）より、「キットカット」のウェブサイトで PV公開 



受験生応援ソング「My Sweet Dreams」概要 

・ 楽曲タイトル ： My Sweet Dreams 

・ アーティスト ： May J.（キットカット 受験生応援アーティスト） 

・ PV公開 ： 2014年 12月 17日（水） 

 「キットカット 受験生応援キャンペーン 2015」サイト 

http://nestle.jp/brand/kit/juken2015/movie 

・ 発売日 ： 2014年 12月 17日（水）配信スタート 

      ： 2015年 1月 1日（木）発売  2枚組ベストアルバム 

 「May J. W（ダブル）BEST- Original & Covers -」に収録 

・ 作詞  ： 渡辺なつみ 

・ 作曲  ： Jez Ashurst, Kanata Okajima 

 

◆「My Sweet Dreams」歌詞 

 

 

 

 

 

 

 

 

「My Sweet Dreams」楽曲制作エピソード 

「キット、願い叶うの」のワンフレーズに想いを込めるMay J.さん 

今回の楽曲の中で、May J.さんにとって特に想い入れがあるのは、サビの最後のワンフレーズ「キット、願い叶う

の」。このフレーズに関して May J.さんは「ものすごく決心のある言葉だと感じています。受験生のみんなにも、自分で

夢をかなえるんだ、という強い気持ちを持ってもらえれば嬉しい。」と、その想いを語ってくれました。その言葉通り 

「キット、願い叶うの」のフレーズを歌う際には、何度も何度も制作スタッフと打ち合わせをする姿が印象的でした。レコ

ーディング時には、May J.さんは「ビブラートで歌うよりも、真っ直ぐに歌った方が伝わりやすいかも。」と、より受験生

にメッセージが伝わるような歌い方を試行錯誤することで、レコーディングを重ねるうちにどんどん歌声が洗練されて

いき、自身も納得の楽曲に仕上がりました。 

 

 
  
 

眠れない夜に 想う 沢山のこと 

昨日までの日々 続くこれからのこと Ah 

 

少し開けた窓 寒い空気の中で Oh 

芽生え始めている 次の季節の匂い 

 

どれ位 迷い目覚めて 強くなれば 

描く明日にこの手が 届くの? 

 

新しいステージへ もう近づいて近づいて 

Goal 駆け抜けるの 

胸に繰り返し そう確かめる確かめるの  

Reach for my sweet sweet dreams 

キット 願い叶うの  きっと めぐり逢う 

違う場所で多分 君も見上げている Oh 

励まし合いながら 共に歩んで来たの 

 

果てしなく 広い夜空に 光る星は 

悩み歩む道さえも 照らすの 

 

新しいスタートは この胸の中 胸の中 Try 

始まってる 

硬い蕾さえ そう咲き誇る咲き誇るの  

Reach for my sweet sweet dreams 

きっと たどり着けるの きっと 掴まえる 

誰にもひとつずつ 輝ける 素敵な場所 

私たちを 待っているの Oh 

 

新しいステージへ  

もう近づいて近づいて  

Goal 駆け抜けるの 

 

胸に繰り返し 

そう確かめる 確かめるの  

Reach for my sweet sweet dreams 

 

キット 願い叶うの きっと めぐり逢う  

 

- Reach for my sweet dreams - 

http://nestle.jp/brand/kit/juken2015/movie


May J.さんインタビュー 

≪受験生応援ソングについて≫ 

1. 受験生応援アーティストとして、今回の楽曲を歌われる際に込めた想いをお聞かせください。 

 

私は小さいころから歌手になる夢を追いかけてきました。私にとって音楽は常に大きな存在で、音楽が私に勇気

をくれたり、前に進むパワーを与えてくれました。決して諦めず、踏ん張り続けていくことで、必ず夢をかなえるこ

とができるという事を、音楽が私に教えてくれました。ですから、様々な夢や目標がある受験生の皆さんにも、音

楽を通じて笑顔や明日に向かっていくパワーを届けたいという想いで、「My Sweet Dreams」を歌いました。 
    
2. 今回の楽曲で、特に好きなところ・思い入れがあるところ（歌詞/メロディー）はどこですか？ 

またその理由を教えてください。 
 

この楽曲は、切なさの中に力強い言葉が入っているので、歌詞がずしっと心に響いてきます。その中でも特に、

サビの最後の「キット、願い叶うの」という部分が一番好きですね。このフレーズはものすごく決心のある言葉だな

と感じていて、受験生のみなさんにも「夢をかなえるんだ」という強い想いを持って、一歩を踏み出してもらえたら

と思います。 

 

≪May J.さんご自身について≫ 

3. May J.さんの受験生時代に、ご自身が励みにしていたことはどんなことですか？ 

 

私にとっての初めての受験は、中学校を卒業してアメリカンスクールに入学するときでした。歌手になりたいとい

う夢をかなえるためにアメリカンスクールへの道を選び、言語の壁がありながらも、「夢のために絶対に合格する

んだ！」という自分自身の強い意志を励みにして、辛い受験勉強も乗り越えました。 

 

4. May J.さんの次なる夢（目標）を教えてください。 
そして、その夢に向かって今行っていることを教えてください。 
 

私は音楽から勇気や希望をもらったので、自分の歌声で誰かに夢やパワーを届けられたらいいなと思っていま

す。実は、2015年の 1月には「武道館でのライブ」という大きな夢が一つかなうんです。そのライブを新たなスター

トとして、全国各地のたくさんの方々の前で歌って、みなさんに笑顔になって頂けたら嬉しいです。 

 

5. May J.さんがまた高校生に戻れるならば、どんなことをしたいと思いますか。 

 

高校生の時にデビューしたので、学校が終わったらすぐに歌のレッスンをしたり、ライブやレコーディングをこなす

毎日だったので、いわゆる「放課後」や「部活動」がなかったんですね。高校生に戻れたら、私はバスケットボール

がとても好きだったので、バスケ部に入りたいですね！ 

 

6. 大きな夢に向かって頑張っている受験生に向けてメッセージをお願いします。 

 

受験生のみなさん。それぞれの夢や目標に向かって、日々受

験勉強を頑張っていると思います。 

今は辛いと感じることもあると思いますが、今この瞬間を乗り越

えることができれば、必ず自分が思い描いている未来にたどり

着くことができるはずです。 

私は、歌を通じてみなさんに笑顔になってもらい、「前向きに頑

張ろう！」と思えるパワーを届けられたら嬉しいです。 

是非、“ブレイク”タイムにこの曲を聴いてください。 

みなさん、一緒に頑張りましょう！ 

OK メイキングデータを 

貼付します。 

 

貼付します 



May J. プロフィール 

1988年 6月 20日生まれ。神奈川県横浜市出身 
 
日本、イラン、トルコ、ロシア、スペイン、イギリスのバックグラウン
ドを持ち多彩な言語を操るマルチリンガルアーティスト。 
幼児期よりダンス、ピアノ、オペラを学び、作詞、作曲、ピアノの
弾き語りをもこなす。 
 
圧倒的な歌唱力とパワフルかつ澄んだ繊細な歌声、そして前向
きでポジティブなメッセージが共感を呼び、幅広い世代から支持
を受けている。 
 
2006年 7月 12日ミニアルバム「ALL MY GIRLS」でメジャーデビ
ュー。 
2009年リリースの 2ndアルバム「FAMILY」では、「Garden」のカヴ
ァーで一躍注目を集め、同曲の累計配信は 200万 DLを突破し、
オリコンウィークリーチャート初登場 4 位を記録。3rd アルバム
「for you」と 2作連続で TOP10入り。 
2013年 2月に初のベストアルバム「May J. BEST」をリリース。 
2013年 6月にはカヴァーアルバム「Summer Ballad Covers」を発
売し、オリコン 5週連続 TOP10入り、累計 30万枚突破の大ヒット。
最新カヴァーアルバム「Heartful Song Covers」は女性アーティス
トのカヴァーアルバムとして今世紀初のオリコン 8 週連続 TOP10
入りを果たす。記録的な大ヒットで社会現象にもなった、2014 年
公開のディズニー映画「アナと雪の女王」の日本版主題歌を担当
し、その歌声でお茶の間人気を不動のものにしている。 
 
テレビ・ラジオのレギュラーMCや多数の CM出演でも活躍中。 
 
2015年 1月 1日には、May J.の歴史が詰まった 2枚組ベストアルバム「May J. W（ダブル）BEST- Original & Covers -」
を発売予定。 
さらに、2015 年 1 月 18 日には、自身初となる日本武道館での単独公演「May J. BudokanLive 2015 ～Live to the 
Future～」の開催が決定している。 

 

素材の貸出しについて 

 

 レコーディングのメイキング画像、映像もございます。素材貸出しをご希望の方は下記の連絡先までお問い
合わせください。なお、楽曲紹介以外での素材の使用、および二次使用は禁止とさせていただきます。 

 資料などに関しては、リリースをお渡しした貴媒体のみの使用とさせていただきます。他媒体への資料の供
与および掲載、オンエアはご遠慮ください 

 掲載、オンエアなどの予定が決定した際は、大変お手数ですが下記宛にご一報くださいますようお願いいた
します 

 

 

ネスレ キットカット 「受験生応援キャンペーン 」PR事務局  担当： 林田、中川 

TEL： 03-6894-3330 / FAX： 03-5413-3050 / MAIL：  kk2015juken@ssu.co.jp 



◆ キットカット 受験生応援キャンペーン 2015について                                      

今年、13 年目を迎える「キットカット 受験生応援キャンペーン 2015」では、「キットカット」が大学と受験生の“かけはし”と

なることを目指し、昨年に引き続き全国の大学と連携した取り組みを展開。計 20 校のパートナー大学とともに、一丸となっ

て受験生を応援しています。さらに、今年の「キットカット 受験生応援アーティスト」には、歌手の May J.さんを迎えました。

本キャンペーンの“夢をかなえる第一歩に挑む高校生をサポートする”という趣旨と“夢を育てる場所である大学を経験し、

受験生の先輩として応援したい”という May J.さんの想いが合致し、本キャンペーンの受験生応援アーティストに May J.さん

を起用することとなりました。受験生応援ソング「My Sweet Dreams」を通じて、夢をかなえるために頑張る受験生に勇気と

力を与えていきたいと考えています。 

◆「キットカット 受験生応援キャンペーン 2015」受験生応援商品                                 

■「ネスレ キットカット ミニ 受験メッセージパック」（14枚入り／3枚入り）と「ネスレ キットカット ミニ 紅白パック」 

 「 キ ッ ト 、願い★叶いますよ うに 」 な ど 1 5 種類もの応援メ ッセージが 「キ ッ ト カ ッ ト 」 に刻印された 

「ネスレ キットカット ミニ 受験メッセージパック」。そして、スタンダードなミルクチョコレートとホワイトチョコレートのふたつ

の味が楽しめ、ホワイトチョコレートの個包装には、連携する 20 大学ならではの応援メッセージを掲載している 

「ネスレ キットカット ミニ 紅白パック」。2 種類を 2015 年の受験生応援商品として 12 月 15 日（月）より発売。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■キットカット キットメール 
「キットカット」と日本郵便株式会社との共同企画商品「キットメール」を12月1

日（月）より発売中。 

 手書きで応援メッセージや伝えたい想いを書き添えて郵送できる商品です。

2 0 1 5 年 版 の 「 キ ッ ト メ ー ル 」 に は 、 お 守 り が デ ザ イ ン さ れ た 、 

赤色、黄色、緑色、桜色、青色の全5種類から成る「“キット、願いかなう”しおり」

が付いてきます※。 

※5種類のうち1つが同梱されています。しおりの種類は選べません。 

 

 

 

 

 

 

■商品概要 

商品名 種類別名称 
熱量 

（1枚あたり） 

製品1枚あたりの 

熱量の栄養素等表示

基準値に対する割合 

内容

量 

希望小売

価格 

（税込） 

発売地域 発売日 

ネスレ キットカット ミニ  

受験メッセージパック  

14枚入り 

チョコレート 64kcal 3％ 14枚 540円 全国 

2014年 

12月15日 

（月） 

ネスレ キットカット ミニ 

受験メッセージパック 

3枚入り 

チョコレート 64kcal 3％ 3枚 108円 

全国 

コンビニエンス

ストア限定 

ネスレ キットカット ミニ 

紅白パック  

<キットカット ミニ> 

チョコレート 

<キットカット ミニ 

ホワイト> 

準チョコレート 

<キットカット ミニ> 

64kcal  

<キットカット ミニ  

ホワイト> 

64kcal 

3％ 14枚 540円 全国 

キットカット 

キットメール 
チョコレート 64kcal 3％ 4枚 230円 

全国の郵便局

（一部の郵便

局と一部の簡

易郵便局は除

く） 

2014年 

12月1日 

（月） 

 

（同梱）「“キット、願いかなう”しおり」 左：表 右：裏 

 

ネスレ キットカット ミニ 受験メッセージパック（14 枚入り） ネスレ キットカット ミニ 紅白パック（14 枚入り） 

【参考】 


