5％相当戻ってくる！ 今日はオトクな5のつく日
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ITベンチャーからの誘いを断りニッポン放送へ 前島花音アナウンサ
ーの後悔しない生き方
11/11(木) 11:05 配信

"4

11月4日（木）、Click Holdings株式会社・代表取締役社長 半沢龍之介が編集長、ニッ
ポン放送・前島花音アナウンサーが副編集長を務めるラジオ番組「ラジオマガジン・登龍
門」（ニッポン放送・毎週木曜20時30分〜21時）が放送された。

ITベンチャーを断って、アナウンサーの道へ
毎週様々な分野で活躍するゲストを迎えて、ここでしか聴
けない人生の登龍門について訊く「ラジオマガジン・登龍
門」。
今回は前島アナウンサーが自身の“登龍門”となったニッポ
ン放送のアナウンサー採用試験について語った。
現在は数々の番組で活躍する人気アナウンサーだが、そこ

Click Holdings株式会社・代表取締
役社長 半沢龍之介／ニッポン放送・
前島花音アナウンサー

に至るまでの道のりは決して平坦ではなかった。

前島：大学時代、ITベンチャー企業のインターンで学ばせてもらう機会があったのです
が、そのご縁で、某ITベンチャーから「うちで働きませんか？」とお誘いを受けました。
ただその時に「このままでいいのかな」と思ってしまって。元々、アナウンサーという職
業に憧れはあったので。挑戦しないで後悔するよりチャレンジしてから後悔したいと思い

アクセスランキング（エンタメ）
小室眞子さん 笑顔でＮＹ到着、
カジュアル離日で新生活へ幸せの
旅立ち

1

ました。

デイリースポーツ 11/15(月) 5:59

元TOKIO山口達也の長男ジャニー
ズデビューは既定路線だった それ
を台無しにした父のバイク事故

2

半沢：滑り止めができた（笑）
前島：そうなんですけど、滑り止めができるとなった時に「このまま進んでいいのか、こ
れは誠意ある行動なのかな」と感じて、その企業を断ってしまいました。
半沢：義理堅いですね！ 普通はオファーをいただきながら、ギリギリで受けて。チャレ
ンジしてダメだったら元のところに戻るものですけど。ニッポン放送一筋だったんです

日刊ゲンダイDIGITAL 11/15(月)
9:06

国民民主・玉木代表 衆院１日１
００万円を謝罪「制度改正できず
大変申し訳なく」協議指示と

3

デイリースポーツ 11/15(月) 10:21

白石麻衣の“すっぴん”に衝撃広が
る「異次元すぎてもはや芸術」

4

MusicVoice 11/15(月) 9:59

ね。
前島：私が不器用な性格なこともあって（笑） 腹を括らないとエンジンがかからないこ

池田エライザ、 “お腹が出ている”
体形を指摘する声へ「気にしてい
ません」 1年前には体重58キロ
公表も

5

とは自分で分かっていたので、「きちんとアナウンサーになったことをご報告できるよう

ねとらぼ 11/14(日) 13:57

にがんばりますので」と社長に伝えて。

PR 今年ラスト！初月基本料0円にビ
ール4本付

半沢：そうなんですね！ その社長にアナウンス試験を受けると宣言していたんですね、

キリンビール

素晴らしい！

Yahoo! JAPAN広告

前島：ラジオがとても好きだったので、ニッポン放送もすごく聞いていましたし、「アナ
ウンサーになりたい！」と思って受けました。
半沢：成功の法則だと思いますよね。普通は滑り止めを用意して次を目指すんですけど、
前島さんがおっしゃったように、自分の中で背水の陣で臨まないと踏ん張れないんです
よ。そこが人と違ったところで成功法則だと思います。
前島：ニッポン放送の面接で、私が色々なアルバイトをしていたことに注目されて。「仕
事によって使う声も違うと思うので、マイクの前で表現してください」と言われました。
半沢：声優さんみたいですね（笑）
前島：「例えば、テレホンセンターで」というので、その時の声を再現してくださいと。

今年ラスト！初月基本料0円
にビール4本付
キリンビール

半沢：「お電話ありがとうございます！」という感じで。
前島：振り切ってやったので硬い顔をした面接官も笑っているかなと思って表情をチラッ
と見たんです。そうしたら口を真一文字に結んで、誰一人まったく笑ってない（笑） 静

キリンが開発！自宅で感動のビール体
験が、ギフト級の本格的なビール体験
を専用サ…

寂の空間でした。
半沢：僕も面接官をすることがあるんですけど、内心は笑っているんですよ。ただ面接官
なので厳しい顔を演じなくてはいけない。そういう役割なんですよ。笑ったら空気が崩れ
ちゃうので我慢していたと思います。

雑誌アクセスランキング（エンタメ）
視聴率女王「細木数子さん」死
去 今だから言えるテレビに出な
くなったホントの理由

1
前島：その時の私はそれを冷静に考えることもできずに「終わった……」と思いました。
半沢：でもそれが合格に繋がっていたわけですよね。

デイリー新潮 11/15(月) 11:45

「無限列車編」で煉獄杏寿郎が魘
夢と直接戦わなかったワケ 植朗
子〈dot.〉

2

AERA dot. 11/14(日) 23:40

前島：有楽町に来るのはこれが最後だと思ったので、日比谷公園をぐるぐる歩いていまし
た。諦めようと思って涙を拭いて、地下鉄の階段を降りている時にニッポン放送の人事か

Cocomi＆Koki「パパの腕を握っ
てキス顔」にファン歓喜！

3

ら電話があって。「ぜひニッポン放送に入ってくれませんか？」と言われて。

FRIDAY 11/15(月) 9:32

宮迫博之「焼肉店問題」でヒカル
に全額弁済の“かっこつけ”体質

4

半沢：嬉しいね〜！ 泣きそう！

FRIDAY 11/15(月) 7:02

半沢：前島アナウンサーにとって人生の登龍門は？

自転車で疾走、神対応Ｔシャツ…
木村文乃「オーラ感じる」秘蔵写
真

5

前島：アナウンサーになる上での登龍門は退路を断って「アナウンサーになるぞ」と決め
た時だと思います。

FRIDAY 11/15(月) 11:32

PR 今年ラスト！初月基本料0円にビ
ール4本付

キリンビール

半沢：逃げ道を断った瞬間に自分の登龍門が決まったわけですもんね。

Yahoo! JAPAN広告

前島：退路を断ったのも、ニッポン放送のアナウンサーになったのも登龍門の1つかもし
れないですね。

動画アクセスランキング（エンタメ）
眞子さんと小室圭さんがNY到着、
新生活スタートへ

1

ロイター 11/15(月) 9:40

半沢：前島アナウンサーにとって仕事とはなんですか？

1:00

ヒロミ、電動工具メーカーのCCO
に就任も『いい夫婦の日』のプレ
ゼントは「銀座でバッグを…」

2
前島：ゴールのない冒険です。

1:40

日本テレビ系（NNN） 11/11(木)
13:20

半沢：かっこいい！

熊田曜子さん証言 夫とやり取り
の生々しい音声も…

3

テレビ朝日系（ANN） 11/9(火)
19:02

前島：アナウンサーという仕事は、ご一緒している半沢編集長はじめ仕事をするみなさ
ん、スタッフ、そしてリスナーのみなさん。こうした方々のサポートや応援がないと冒険
に歩みだすこともできないと思うんですよ。しかも正解がない仕事だと思うので、自分が

皮膚がん手術のキャシー中島 “素
顔” で登場… 22針縫い「夫は引
いていました」

4

決めた目標は毎秒毎秒変わっていきますが、そこに向けてストイックにがんばっていこう

日本テレビ系（NNN） 11/2(火)
13:40

と思います。

1:54

パリス・ヒルトンが結婚

5

アフロ 11/14(日) 17:55

前島アナウンサーのアツい思いを聞いた半沢編集長は「さすがです。」と唸り、彼女の次
の登龍門に期待したいと語った。

3:16

0:56

PR 今年ラスト！初月基本料0円にビ
ール4本付

キリンビール
Yahoo! JAPAN広告

■前島花音 プロフィール
早稲田大学卒業後、2019年、ニッポン放送が日比谷公園で行ったラジオイベントでお披
露目となった前島アナウンサー。現在は数々の番組で活躍する人気アナウンサー。
4

記事にリアクションしてみませんか？

学びがある

1

3

わかりやすい

おすすめの有料記事
PayPay残高

使えます

紅白4回「ゴールデンボンバー」歌広場
淳 不倫・妊娠中絶女性が「偽りのエ
アー愛」告発【全文公開】
文春オンライン 11/11(木) 11:00

新しい視点

税込220円

阿川佐和子/岸田総理に「聞く力」を聞
く〈「嫌いな政治家は？」「いっぱい
いますよ」〉――文藝春秋特選記事
【全文公開】

【関連記事】

前島花音アナが徹底インタビュー！ 横浜のIT企業「アイネット」ってどんな会社？
新人・前島花音アナが初めて明かす、同期・熊谷実帆アナに感謝した出来事

文春オンライン 11/10(水) 6:00

新人・熊谷実帆アナ、最大の武器は“サムライ根性”「常に自分に勝っていきたい！」
笑福亭鶴瓶、初対面の新人女性アナに愛ある“宿題”

税込330円

すしざんまいは“助成金不正”ざんまい
【全文公開】

世の中の成功の秘訣を紐解く新番組『ラジオマガジン・登龍門』
最終更新: 11/12(金) 11:51

文春オンライン 11/11(木) 11:00

ニッポン放送

税込220円

内藤尚行・川崎憲次郎の深掘りトー
ク！ お題「戸田寮の青春時代」【平
成ドロップ・ヤクルト編】
週刊ベースボールONLINE 11/15(月)
11:00

維新3回生が議員会館で“マルチ化粧品
セミナー” 4回生は妻の“マントラ”で会
館来客拒否【全文公開】

【コラボ開催】ビビッと来たら今
すぐプレイ
CTW株式会社

税込110円

文春オンライン 11/11(木) 11:00

体験する

税込220円

こんな記事も読まれています

ITベンチャーからの誘
いを断りニッポン放送
へ 前島花音アナウン…
ニッポン放送
ーの後悔しない生き方
11/11(木) 11:05

クラウドファンディン
グで歴代1位の金額を
集めた…
ニッポン放送
『HONBIKE』。プロ
11/11(木)
11:00
デュースを手がけた半
沢龍之介の登龍門と
は？

PR

みちょぱ「お詫びの気
持ちを込めて……」 鷲
見玲奈について話し…
ニッポン放送
ラジオを本人が聴いて
11/14(日)
11:50
いたことに冷や汗

文化放送・西川文野ア
ナ、「自分の声をつま
みにお酒飲めます」…
スポーツ報知
なやかな好奇心で挑戦
11/12(金)
の日々 7:00

!ページ上部へ戻る

Yahoo! JAPAN広告

【コラボ開催】ビビッと来たら今すぐプレイ｜中毒者続出のSLG。アプリと
違うハイクオリティゲームを今すぐ体験しよう！
CTW株式会社

「リボは借金です」減額申請お早めに！｜2社以上から借金してる人は要チ
ェック。貯金0の私がまずやった事
リベルタ総合法律事務所

今年ラスト！初月基本料0円にビール4本付 ｜キリンが開発！自宅で感動の
ビール体験が、ギフト級の本格的なビール体験を専用サ…
キリンビール

読み込み中…

コメント非表示

あなたにおすすめの記事
「佐久間宣行といつか武道館へ」ニッポン放送・石井玄氏が見据える“普通の
おじさん”の楽しすぎる未来
オリコン 11/8(月) 19:00

「全部が予想外」“船長”佐久間宣行が行き着いた5000人＋αとの大航海
京国際フォーラムへ「出し惜しみなし」

東

オリコン 11/11(木) 19:00

タフト／ダイハツ公式
ダイハツ工業
Yahoo! JAPAN広告

ファーストサマーウイカ、『ガキ使』憧れの企画に出演「もう1ミリも思って
なかった！」
ニッポン放送 11/15(月) 11:45

「7回転んで、8回起きることってなんだっけ？」遅咲きコンビ・錦鯉があま
りにもバカバカしい理由
文春オンライン 11/13(土) 6:12

堤勇高アナ 後輩・伊藤瞳アナの企画にタジタジ・・・仙台
放送アナウンサーコラム
スポーツ報知 11/12(金) 12:41

安住アナ “後輩”日テレ滝菜月アナからのまさかの報告にビックリ「違ったも
のが出てきたから動揺して」
スポニチアネックス 11/14(日) 12:31

「好きなアナ」ランク圏外だからこそ？
の大器晩成力

本懐で本領発揮するTBS女性アナ

オリコン 11/12(金) 8:40

今年ラスト！初月基本料0円にビール4本付
キリンビール
Yahoo! JAPAN広告

菅野莉央、『SUPER RICH』で江口のりこから学び
青天を衝け』も語る

赤楚衛二には驚き!? 『

マイナビニュース 11/14(日) 13:00

日向坂46 松田好花「ちょっと引っかかるんですよね（笑）」 丸山桂里奈から
のサプライズメッセージに大喜びも、その違和感にすかさずツッコむ
ニッポン放送 11/14(日) 21:50

フワちゃん、和田アキ子からの心遣いに感謝「ご褒美におに
ぎりくれる人初めて見た（笑）」
ニッポン放送 11/10(水) 11:50

衛は優に告白されるもはぐらかす／「ＳＵＰＥＲ

ＲＩＣＨ」第５話あらすじ

日刊スポーツ 11/11(木) 7:00

三上真奈アナ、人生設計全て母の言う通り「価値観押しつけられてきた」も不
満なし
デイリースポーツ 11/12(金) 11:48

伝統芸能の継承者になってみませんか？
政府広報
Yahoo! JAPAN広告

佐久間P、アルピー酒井の結婚を祝福「ラジオ界に激震が走りました」
ニッポン放送 11/10(水) 11:40

ナイナイ岡村 相方・矢部から謝罪を要求された高校時代の“失態”「オシャレ
な人No.1になってたもん」
スポニチアネックス 11/12(金) 12:05

人にきちんと伝わる「説得力のある言葉」とは？【アナウン
サーの言葉使い】
webマガジン mi-mollet 11/10(水) 7:31

ミス東大2021・河村汐莉さん、目指すはアナウンサー「憧れは、フジテレビ
の生野陽子アナ！」
SmartFLASH 11/13(土) 20:09

佐久間宣行がリスナーを熱狂の渦に！ 劇団ひとり・DJ松永とともに一夜限り
の“夢の宴”を国際フォーラムで開催
ニッポン放送 11/12(金) 22:27

クラウド会計 大蔵大臣
応研株式会社
Yahoo! JAPAN広告

「男の子のことを好きになったほうが」と語るりゅうちぇるさんにひろゆきさ
んは……〈dot.〉
AERA dot. 11/10(水) 11:30

ぺこぱ、「ヒルナンデス！」前説からレギュラーへ『毎回充実感があります』
今後はファッション企画にも意欲【ヒルナンデス！連載#5】
WEBザテレビジョン 11/12(金) 6:00

櫻坂46 守屋茜「悔しかったね〜。悔し泣き」卒業を控えて
振り返る号泣エピソード 尾関梨香と渡辺梨加も追想
ニッポン放送 11/15(月) 11:50

騒動から2年、カラテカ入江の今
設立

相方・矢部の言葉で一念発起…清掃会社を

ENCOUNT 11/14(日) 16:10

三四郎・小宮、番組企画で人間ドックへ「タクシーに乗ってからもずっと大ピ
ンチ」
ニッポン放送 11/12(金) 11:50

コンビニに週1200円使う人は知るべき事
クレカNAVI
Yahoo! JAPAN広告

「フリーになるってこういうこと…」佐久間宣行と平子祐希の“奇妙なバラン
ス”――てれびのスキマ「テレビ健康診断」
文春オンライン 11/14(日) 19:12

小林麻耶、新たな仕事決まり笑顔のショット公開 「元気そうなお顔が見れて
嬉しい」「応援しています」などファンからエール
ねとらぼ 11/11(木) 20:21

松村沙友理「若さを失うことの恐怖から逃げてきた」
て向き合った“年齢”の呪縛

初め

ENCOUNT 11/15(月) 10:20

江口のりこ「ＳＵＰＥＲ

ＲＩＣＨ」第５話７・０％

優が１年間の留学へ

日刊スポーツ 11/12(金) 10:27

佐久間船長がリスナー5000人を前に劇団ひとりとここだけの話、急遽出演の
DJ 松永にも感謝
お笑いナタリー 11/13(土) 8:05

本当に効果が凄いおすすめ育毛剤５選！→
育毛剤パーフェクトガイド
Yahoo! JAPAN広告

「ズバリ言うわよ！」総合演出の坂田栄治氏「話術が半端ない」細木さん悼む
日刊スポーツ 11/11(木) 5:00

Sexy Zone中島健人くんがリラックスするために寝室に飾っているものは？
〈AERA〉
AERA dot. 11/13(土) 10:30

日テレ新人・小高茉緒アナが“意外な告白” 頑な一面にオー
ドリー若林がエール「自分の道を進んでほしい」
オリコン 11/12(金) 15:00

マツコ＆Creepy Nuts、日本の“HIPHOPの未来”語る
涙も

本音トークでまさかの

オリコン 11/13(土) 7:00

YOASOBI・ikuraは“ちゃおっ子”、『きら☆レボ』ダンスは「めちゃくちゃ踊
れる」
ニッポン放送 11/9(火) 11:45

石川恋の自然と歴史に触れる大人旅・坂井市
【旅色】
Yahoo! JAPAN広告

相川七瀬が語る3児の子育てに奮闘の20年
に歌えますから（笑）」

一緒にカラオケも「NiziUは普通

ENCOUNT 11/14(日) 11:10

＜FRESH CAMPUS CONTEST 2021＞“日本一可愛い新入生”に明治の有賀
怜香さん “憧れ”は弘中綾香アナ「素の自分も愛されるような人に」
MANTANWEB 11/15(月) 11:48

「絶対に謝らせたい男」矢部浩之 vs 「絶対に罪を認めない
男」岡村隆史 “ほこたて対決”が勃発
ニッポン放送 11/12(金) 17:50

ニッポン放送「サンドウィッチマンのオールナイトニッポン」ラジオ準グラン
プリ受賞 〜2021年日本民間放送連盟賞
ニッポン放送 11/9(火) 17:18

黒木華、ネット記者役で来年１月放送のフジテレビ連続ドラマ初主演「気負わ
ず、いつも通り頑張りたい」
スポーツ報知 11/11(木) 8:52

最大70%OFF・11/12〜23開催
酒々井プレミアム・アウトレット
Yahoo! JAPAN広告

「よくお客さんに嫌われる」お笑いコンビ・ロケット団、観客が楽屋に怒鳴り
込んできた事件を明かす
ニッポン放送 11/15(月) 11:40

辻希美にとって、夫・杉浦太陽の存在は「同志」？
ニッポン放送 11/9(火) 16:47

江口のりこ＆赤楚衛二が撮影合間にウロウロ…ほほ笑ましい
裏話をプロデューサーが明かす＜SUPER RICH＞
WEBザテレビジョン 11/13(土) 6:00

NHK朝ドラ出演の松村北斗さん

「弟な性格」でも長男役に挑戦

毎日新聞 11/10(水) 7:00

田中みな実
たい」

美容室でコッソリ…稲葉友が驚き「男前」「ビートたけしさんみ

スポニチアネックス 11/13(土) 19:38

ニッポン放送社長、前澤友作氏の宇宙から「ＡＮＮ」出演「非常に夢のあるこ
と」
スポーツ報知 11/12(金) 14:16

ピーマンは「種」も「わた」も丸ごと食べられる！ 食のプロ集団・農林水産
省直伝、おいしい豆知識
ニッポン放送 11/12(金) 11:15

＜トリンドル玲奈＞来年で30歳に 振り返ると「大丈夫かな？」が多かった
今は1周回って「何事にも楽しさ」
MANTANWEB 11/13(土) 8:05

＜日本一の大学新入生＞グランプリは明治大の有賀怜香さん
ー、憧れはテレ朝・弘中アナ

夢はアナウンサ

毎日キレイ 11/15(月) 11:58
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