
日本テレビ新人アナウンサー紹介日本テレビ新人アナウンサー紹介日本テレビ新人アナウンサー紹介日本テレビ新人アナウンサー紹介    （03.7.15）  

 

2003 年 4 月入社の日本テレビ新人アナウンサー5 人（女性 2 人、男性 3 人）をご紹介し

ます。 

右松右松右松右松    健太健太健太健太 （みぎまつけんた） 「がむしゃらに感動！全力で直進！」「がむしゃらに感動！全力で直進！」「がむしゃらに感動！全力で直進！」「がむしゃらに感動！全力で直進！」 

上重上重上重上重        聡聡聡聡 （かみしげさとし） 「新人らしく真ん中直球勝負！！」「新人らしく真ん中直球勝負！！」「新人らしく真ん中直球勝負！！」「新人らしく真ん中直球勝負！！」 

望月望月望月望月    浩平浩平浩平浩平 （もちづきこうへい） 「全身、喜怒哀楽の固まり！モッチーです」「全身、喜怒哀楽の固まり！モッチーです」「全身、喜怒哀楽の固まり！モッチーです」「全身、喜怒哀楽の固まり！モッチーです」 

森森森森        麻季麻季麻季麻季 （もりまき） 「もりまき。名のごとく、単純・明瞭・元気いっぱい」「もりまき。名のごとく、単純・明瞭・元気いっぱい」「もりまき。名のごとく、単純・明瞭・元気いっぱい」「もりまき。名のごとく、単純・明瞭・元気いっぱい」 

鈴江鈴江鈴江鈴江    奈々奈々奈々奈々 （すずえなな） 「ナナ転び八起きの精神で駆け抜けます！！」「ナナ転び八起きの精神で駆け抜けます！！」「ナナ転び八起きの精神で駆け抜けます！！」「ナナ転び八起きの精神で駆け抜けます！！」 

 

 
 

日本テレビアナウンス部日本テレビアナウンス部日本テレビアナウンス部日本テレビアナウンス部 
 

右松右松右松右松    健太健太健太健太 （みぎまつ けんた） 

入社年月 2003 年 4 月 

生年月日 1978 年 11 月 6 日 

出身地 東京都町田市 

身  長 178cm 

血液型・星座 Ｂ型・蠍座 

最終学歴 
國學院大学 

（専攻 日本近現代史） 

  

  

＊海外経験 グアム（2 週間程。飛行場で働きながらセスナ機の操縦体

験などをしていました） 

アメリカ（3 週間。高校時代に短期留学） 

タイ、韓国 

＊特技 ・古典の助動詞活用表を暗唱できる 

・電車の車掌のモノマネ 

＊資格 剣道初段、運転免許 



＊信条・モットー 「大物になるより本物になる」 

   

＊趣味 写真（特に散歩しながら撮り歩くのが大好きです） 

サッカー、音楽鑑賞 

＊現在の関心事 自分の将来。これからどのような人生を歩んでゆくのか 

＊自己 PR（性格） 何事にも熱く、感動屋、曲がったことが大嫌いな性格です 

  

★どんなアナウンサーを志したいか？ 

 ・報道番組や幼い頃から観ていた「老舗番組」を担当したいと思っています。 

 

 
 

 

日本テレビアナウンス部日本テレビアナウンス部日本テレビアナウンス部日本テレビアナウンス部 
 

上重上重上重上重    聡聡聡聡 （かみしげ さとし） 

入社年月 2003 年 4 月 

生年月日 1980 年 5 月 2 日 

出身地 大阪府八尾市 

血液型・星座 Ｏ型・牡牛座 

身  長 181cm 

最終学歴 立教大学 

  

  

＊得意な外国語 なし（関西弁！？） 

＊海外経験 ハワイ（旅行） 

＊特技・資格 野球（甲子園ベスト 4） 

料理（寮生活 7 年間で培った） 

普通自動車免許 

＊信条・モットー Only to do my best in any case！！ 

（尊敬する巨人軍の桑田真澄投手の言葉） 

   



＊趣味 ゴルフ（現在修行中）、映画鑑賞（感動系に弱い） 

＊現在の関心事 高見盛関の気合いの入れ方（見ていて圧倒される） 

＊自己の特徴 ほっぺが赤い、緊張すると内股になる 

＊自己 PR（性格） 負けず嫌い、はずかしがり屋 

  

★どんなアナウンサーを志したいか？ 

 ・ニュース・スポーツ・バラエティー何でもこなせるアナウンサー 

 ・歴史的瞬間を自分の言葉で伝えたい。 

 

 
 

 

日本テレビアナウンス部日本テレビアナウンス部日本テレビアナウンス部日本テレビアナウンス部 
 

望月望月望月望月    浩平浩平浩平浩平 （もちづき こうへい） 

入社年月 2003 年 4 月 

生年月日 1980 年 6 月 18 日 

出身地 静岡県清水市（現 静岡市） 

血液型・星座 Ｏ型・双子座 

身  長 177cm 

最終学歴 慶応義塾大学 文学部 

  

  

＊得意な外国語 英語の読み書き程度なら… 

＊海外経験 アメリカ・ユタ州ソルトレークシティー 

（パラリンピックを観に行きました） 

＊特技・資格 英検準 1 級、そろばん 2 級、 

パソコン検定各種（Word・Excel・MOUS）、普通自動車免許 

＊信条・モットー どんな時でも楽しんだもの勝ち！何事も堂々と。心はいつも 

No Fear！ 

   

＊趣味 プロレス、格闘技観戦、 



通販で掘出しモノ探し、カラオケで昭和の名曲を熱唱 

＊現在の関心事 楽して体脂肪率を減らす方法（夏に向けて…） 

体とノドのスタミナをつける方法 

「しゃべりながら考える」というフリートークの極意 

＊自己の特徴 テレビを何時間もじーっと見入ってしまう  

変なところで几帳面さを発揮する（リモコンの配置など） 

＊自己 PR（性格） あれこれ考える前に、直感で動く。お調子者 

  

★どんなアナウンサーを志したいか？ 

 ・子供の頃、朝からそわそわするほど待ち遠しかった番組が、いくつもありまし

た。いつか、そんなエンターテインメント番組を担当することが目標です。まずは、

「言葉の瞬発力」を磨くため、日々精進！ 

 

 
 

 

日本テレビアナウンス部日本テレビアナウンス部日本テレビアナウンス部日本テレビアナウンス部 
 

森森森森    麻季麻季麻季麻季 （もり まき） 

入社年月 2003 年 4 月 

生年月日 1981 年 2 月 19 日 

出身地 埼玉県川口市 

血液型・星座 Ａ型・魚座 

身  長 160cm 

最終学歴 青山学院大学 経済学部 

  

  

＊得意な外国語 英語（日常会話程度） 

＊海外経験 カナダ、イギリスに短期語学留学 

イタリア、フランス、オーストラリア、ハワイ、グアム（旅行） 

シアトル（野球観戦だけのために滞在時間わずか 5 時間） 

＊特技・資格 スコアブックをつけること、前屈、餃子を包むこと、 

第一種普通自動車免許（前進することのみ得意です。その他



は…苦手です） 

PADI ダイビング C カード 

＊信条・モットー Smile is best 

前を向いて歩こう！！（常に前向きです） 

   

＊趣味 旅行、野球観戦、 

お皿洗い、ヨーグルトを食べくらべること（毎日必ず食べます） 

＊現在の関心事 1 日 24 時間という限られた時間をどのように使うか（足りない

んです…） 

＊自己の特徴 目覚めがよいです！（朝も昼寝をしていてもパッと起きます） 

22 年間虫歯がないこと、よく笑うこと（笑う門には福来る？？） 

＊自己 PR（性格） プラス思考、情にもろい、ぬけている 

  

★どんなアナウンサーを志したいか？ 

 ・実際に現場に足を運び、たくさんの人に会い、自分の言葉で伝えたいです。 

視聴者の方に「今日も一日がんばろう」と思っていただけるようなアナウンサーに

なりたいです。 

 

 
 

 

日本テレビアナウンス部日本テレビアナウンス部日本テレビアナウンス部日本テレビアナウンス部 
 

鈴江鈴江鈴江鈴江    奈々奈々奈々奈々 （すずえ なな） 

入社年月 2003 年 4 月 

生年月日 1980 年 7 月 11 日 

出身地 神奈川県 藤沢市 

血液型・星座 Ｂ型・蟹座 

身  長 162cm 

最終学歴 慶応義塾大学 経済学部 

（専攻 開発経済部） 

  

  



＊得意な外国語 英語（日常会話程度） 

中国語（挨拶程度） 

＊海外経験 アラスカ（0 歳～2 歳） 

イギリス（短期語学研修） 

イタリア、フランス、ドイツ、ニューヨーク、ハワイ、ニュージーラ

ンド、ベトナム、マレーシア（旅行） 

＊特技・資格 第一種普通自動車免許 

＊信条・モットー 一つ一つ、一歩一歩 

   

＊趣味 ダンス（JAZZ、GIRLS、HIPHOP、創作ダンス） 

映画鑑賞、貝殻集め、動物と戯れる事 

＊現在の関心事 いかに瞬間的に、かつ音を立てずに鼻から大量の空気を吸

い込むか。 

＊自己の特徴 のんびり屋でマイペース、左利き、情にもろい 

＊自己 PR（性格） NEVER GIVE UP！ 

  

★どんなアナウンサーを志したいか？ 

 ・テレビを通じて日本の音楽や舞台などのエンターテインメントの世界を盛り上

げたい！！ 

  そして、テレビを見てくださる方の何かを始める切っ掛け作りをしていきたいで

す。 
 

 


