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読者投稿募集中 

「雨のち晴れ」では、１０代の生の意見を募集中です。 

限られた紙面ですができる限り紹介していこうと思います。 

＜応募方法＞ 

作品は、図書館内ヤングアダルトコーナー設置の箱へ入れるか、 

下記発行元まで郵送してください。 

次回の募集は下記のとおり。 

                         ※〆切は、１１月３０日です！ 

★冬号の特集★ 

「歴史を感じる１冊」

最近歴史ブームですか？（笑）何の歴史でもかまいませんので、 

時間や想いのつまった１冊を教えてください。 

イラストコンテスト 

たくさんの投稿待っています。 

名前又はペンネームの記入を忘れずに！ 

 

編集ボランティア募集中 

「雨のち晴れ」では、編集を手伝ってくれる中高校生ボランティアを

募集しています。１０代による１０代のための図書館情報紙づくりを

自分たちの手でやってみたい、とりあえず何かがしてみたいと思った

人は、倉吉市立図書館まで気軽に問い合わせてみましょう！編集委員

はあなたを待っています! 

【奥付】Rain followed by Sunny 雨のち晴れ 2008 秋号 #021 2008/10 発行 

[編集委員] （高校生）山本・田村  （司書）谷口 

[発  行] 倉吉市立図書館  〒682-0816 倉吉市駄経寺町 187-1 

http://www.lib.city.kurayoshi.tottori.jp/ 

 

 

中高生版 

としょかんＮｅｗｓ 

       

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

撮影地；倉吉交流プラザ内リス舎 

 

特集Ⅰ 「鳥取の星」声優・下田麻美        …２～４ 

特集Ⅱ ドリーミング～!!             …５ 

新着図書                    …６・７ 

最近寝るのがもったいないんですよ。の秋 

雨のち

晴れ 

 



質問①：  声優になりたいと思ったき

っかけは？ 

下田麻美さん（以下“下田”）＞ いろん

な所でこの質問をいただくのですが、

実は！・・・全くもって覚えていないんで

す。小学校３年生くらいには、クラスのみ

んなに「声優になりたい」と話していた

のですが、そこに至るまでの記憶が全

くなくて。ただ、初めて知った声優さん

がセーラームーンの三石琴乃さんだっ

たので、セーラームーンがきっかけにな

ったのかもしれません。 

 

質問②：  声優の他に舞台やライブな

ど幅広く活躍しておられますが、それ

ぞれの楽しさや苦労話を語ってくださ

い。 

下田＞ そうですね。ここ２～３年は舞

台活動にも非常に興味がわき、積極的

に取り組んできました。舞台は声優のお

仕事とは違って、１つの作品や役に数ヵ

月間じっくり向き合うため、演技力もだ

いぶ鍛えられたかも。良い芝居って、声

の表現だけでなく、表情や動き、それら

全てがあってやっと生まれるものなん

だって、舞台を通して実感することがで

きました。 

 

質問③： カゼなどで声が変わってし

まったらどうされるのですか？ 

下田＞ まずは、ひかないことが第一

なのですが・・・。そのために、寝る時や、

空気が乾燥してたり寒い時は、必ずマ

スクをして過ごしています。あとは、毎

日ビタミン剤を飲んでます。でも、もし

ひいて声が変わってしまったら・・・なる

べく喉や体を温めて、水分をたくさん

飲み厚着をして寝て、少しでも早く治る

ようがんばっています。 

 

質問④： キャラクターごとの気持ち

の切り替えはどうやっていますか？ 

下田＞ キャラを演じる時は、「この子

はどんな声なんだろう」と想像してから

声にしています。そこから、キャラの性

格に合わせて色づけしていきます。キャ

ラクターの声には魅力が多いほうが楽

しいじゃないですか！きっとみなさんも

そうだと思うので、イメージに合った声

を出すとともに、たくさんの魅力を注ぎ

こむつもりで演じています。 

 

質問⑤：  今まで担当されたキャラク

ターの中で、思い入れのあるキャラ

は？ 

下田＞ ゲーム「アイドルマスター」の双

海亜美・真美ですね。双子の女の子を２

人とも私が演じさせていただいてます。

彼女達とは、デビュー当時からの付き合

いで、この２人がきっかけで私のことを

知って下さった方が非常に多く、感謝の

気持ちでいっぱいです。 

 

質問⑥： どんな学生でしたか？ 

下田＞ 小学校の時は、クラスではもの

すごくおとなしい子でした。しかし、家で

は元気で、いつもモノマネやギャグを言

って家族を笑わせていました。中学校に

入ってからは、作文や英語が得意で、よ

く弁論大会に学校代表で出ていました。

高校の時には、鳥取から東京まで、毎週

夜行バスで行って養成所に通ったり仕

事をしていたりとかなりパワフルな生

活をしていました。 

 

質問⑦： 声優を目指している学生に、

今からできることはありませんか？ 

下田＞ 常に明確な目標を持って行動

することが大切だと思います。あとは、

新聞や本等を、声に出して、人に伝えよ

うという意識を持って読むトレーニング

などを私はよくやっていました。 

 

質問⑧： 中高生のときに読んでおも

しろかった本や、中高生に読んでほし

い本を教えてください。 

下田＞ マンガなのですが、ラーメンズ

の小林さんが書かれていた「ハナウサ

ギ」です。基本的にはギャグマンガなの

ですが、愛情とか小さな幸せがさりげ

なく描かれていて、読んでいていつも

心が温かくなる作品です。 

 

質問⑨： 鳥取を出てみて思う鳥取を

語ってください。 

下田＞ 最近、鳥取が日本で一番カレ

ー消費量の多い県だと知りました。嬉し

いことです。日本一人口の少ない県が、

日本一たくさんカレーを食べているな

んて、どんだけカレー好きなんだと（笑）

でも、日本一になることってやっぱりス

ゴイと思うのです。あとは、よく鳥取と

③ ② 

第6回鳥取の星は、高校在学中に声優デビューを果たした下田麻美さんにインタビ

ュー！それでは早速どうぞ！ 

下田麻美(しもだ・あさみ) 

アーツビジョン所属。鳥取県出身。 

16 才のときにアーケードゲーム「THE IDOLM@STER」の 

オーディションに合格しデビュー。 

声優だけでなく、舞台女優や歌手など幅広く活躍中。 

代表作は「THE IDOLE@STER」の双海亜美・真美、 

「VOCALOID2 キャラクター・ボーカル・シリーズ」の 

鏡音リン・レンなどなど。 

 

お仕事から日常まで丸わかりなブログはこちら>> 

あさぽんの小屋（http://yaplog.jp/asaponmax/） 



声優になるには? 

声優になるには、発声法や日本語の正しい発音・アクセント、表現力な

どを身につけることが必要で、独学ではなかなか難しいのが現実で

す。一般的には、声優養成過程のある専門学校や、声優プロダクション

などで勉強したあとに、声優プロダクションや芸能プロダクションに所

属し、オーディションを受けて仕事を手に入れるようです 

専門学校や養成所は、アニメ雑誌や下記の参考資料に載っています。 

 

参考資料： 「声優になるには」 山本健翔／著 ぺりかん社 

「やりたい仕事がある！」 池上彰／監修 小学館 

「しごとライブラリー ２」 旺文社 

月刊「Ｎｅｗｔｙｐｅ」 角川書店 

 

島根を間違える方が東京には非常に多

く、そこが残念！ 

質問⑩： これからの展望や目標を教

えてください 

下田＞ 私は、男の子でも女の子でも、

元気な役をいただくことが非常に多い

のですが、「元気キャラと言ったら下

田！」と言われるようになれるよう、こ

れからも自分自身のパワーを磨いてい

きたいです。あと、最近歌のお仕事をよ

くいただくのですが、歌がとっても大好

きなので、キャラクターボイスだけでは

なく、歌でもみなさんに元気をお届けで

きるように、もっともっと頑張りたいと

思います。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

★夢を実現させるには、ブレない軸と

行動力が必要なんだなぁと思いました。

みんなも夢に向かって、できることから

始めてみよう! 

インタビューに快くご協力してくださっ

た下田様、アーツビジョンの町田様、本

当にありがとうございました。これから

のご活躍を楽しみに応援してます！ 

読者にメッセージ！ 

アニメにゲームに歌にナレーション・・・！

これからもどんどん活動の場を広げて

いけるよう頑張りますので、これからも

よろしくお願いしま

す！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特集Ⅱ 

 



今回は夢にまつわるあれこれ。 

 

「1日 3分『夢』実現ノート」  

岡崎太郎／著  フォレスト出版 

 
夢がない、夢が見つからない、と悩んでいる人へ。驚

くほど簡単に、わかりやすく夢が見つけられる方法が

あるんです。まずは、自分なりの『モチベーションシー

ト』を作って、小さなことから習慣をつけどんどんやる

気を起こしましょう!このシートの詳しい内容はぜひ本

書で＾＾ 

 

「松井秀喜 僕には夢がある」  

広岡勲／著 学習研究社 

 
野球選手になるという夢を叶え、今ではメジャーリー

グで活躍中の松井選手、彼を夢見る人も多いはず。こ

の本は彼を間近で見てきた著者が、マスコミを通じて

では知られていない等身大の松井選手を教えてくれ

ます。 

 

「遥かな町へ」 

谷口ジロー／著  小学館 

 

48 歳の主人公が、現在の自分と同じ歳で亡くなった

母の墓参り中 14 歳の自分になり、失踪した父や当時

の同級生と夢とも現実とも言い切れない体験をす

る・・・ 

実はこのマンガ、倉吉が舞台なんですが、フランス、イ

タリア、スペイン、ドイツで数々の漫画賞を受賞してい

ます。外国の人が昔の倉吉の風景を見て感動してい

るなんて、なんだか不思議な感じですね。 

※みなさんのオススメも教えてください。投稿待ってます！ 



「書店はタイムマシーン」   桜庭一樹／著 東京創元社 

「少年少女のための『江戸しぐさ』」  越川礼子・林田明大／著 三五館 

「もったいないばあさんと考えよう世界のこと」 真珠まりこ／作・絵  講談社 

「元素がわかる」 小野昌弘／著 技術評論社 

「男前猫」 新美敬子／著 河出書房新社 

「巨匠の代表作でわかる絵画の見方・楽しみ方」 井出洋一郎／監修 日本文芸社 

「キモチのかけら」  華恵／著  筑摩書房 

「ちょい大人力検定」  石原壮一郎／著 河出書房新社 

「別冊図書館戦争 ２」  有川浩／著  アスキー・メディアワークス 

「劇場版ＮＡＲＵＴＯ－ナルト－疾風伝絆」   岸本斉史／原作 集英社 

「お釈迦様もみてる」  今野緒雪／著  集英社 

「パコと魔法の絵本」  関口尚／著  幻冬舎 

「灼眼のシャナＳ ２」   高橋弥七郎／著 アスキー・メディアワークス 

「都会（まち）のトム＆ソーヤ  ６」  はやみねかおる／著  講談社 

「武士道セブンティーン」  誉田哲也／著  文藝春秋 

「走れ！Ｔ校バスケット部  ２」   松崎洋／著 彩雲出版 

「機動戦士ガンダム００  ２」   矢立肇／原作  角川書店 

「ゆず恋」  ゆず／原案  講談社             などなど 

 

今回も、新着がたくさん入っています。見つからない場合は、 

お近く、またはカウンターの職員さんに聞いてみてください。 

 

「大人になる前に身につけてほしいこと」  

坂東眞理子／著 ＰＨＰ研究所 

 

ベストセラーの『女性の品格』の著者が、学生や若者に

向けて人生のヒントを書かれています。この本を読む

と、こんな大人になれたら素敵だなと感じるはず!!もう

大人になってしまった方にも読んで欲しい一冊です。 

 

「カイくんの家族ではじめるエコ」 

主婦と生活社 

 

某ケータイ電話のＣＭでおなじみの“カイくん”が、「残さ

ず食べる」「マイ箸・マイ水筒を持つ」など、家庭ででき

るエコアイデアを紹介します。 

削減できる二酸化炭素量が書いてあるんですけど、㎏

単位で減るんですよ…びっくりです。 

かわいいカイくんの写真も満載です。 

 

「空想科学読本 ６」  

柳田理科雄／著  メディアファクトリー 

 

どれくらい音痴だと、『ドラえもん』のジャイアンのよう

に窓ガラスが割れる？ガチャピンはなぜ、あんなにスポ

ーツ万能なの？などなど、今回も読者の疑問難問に柳

田理科雄先生が片っ端から答えるオドロキ・スッキリ４１連

発！！ 

 

「戦う司書と恋する爆弾」  

山形石雄／著  集英社 

 

全ての死者は『本』になり、図書館に収められる世界。

最強の武装司書ハミュッツを暗殺するために胸に爆弾

を仕込まれたコリオは、偶然手に入れた美しい姫の

『本』に一目で恋をする･･･。過去と現在が『本』を通し

て交差する壮絶なファンタジー。 

 

「ぼくは落ち着きがない」 

長嶋有／著  光文社 

 

高校図書部の日常を綴った脱力系青春小説（？）日常

と言っても、青春時代の日常は真剣で他愛もなくて深

刻で幸せだったりするんですよね。 

本好きな人や現役＆元高校生なら“分かる分かる！“と

思わずうなずくエピソードが満載です。 

⑥ ⑦ 


