思い描く人生を送りたい︑そう思う人は多いことだろう︒
人生は︑誰もが求める︑最も大きな﹁カタチにする思い﹂と言えるかもしれない︒
自分自身の人生をデザインすることについて︑数々の職業を渡り歩き︑

盤を持てず︑また精神的自律も出来

自立出来なかったために︑経済的基

十分な能力を持ち合わせながらも︑

来る職につき︑経 済 力 を 身につけよ

のためにも一生働き続けることが出

生どこでどうなるか分からない︒そ

母をみながら育ったわたしは︑
﹁人

なりたい自分を創り上げてこられた︑のざき きいこ氏は語る︒

自分らしく生きるための
﹁自立・自律﹂
なかったために︑自分自身で自分の

した︒母は料理上手で裁縫上手︒家

父の事業の失敗と同時に離婚しま
こぼしながら泣き暮らしていた母は

途絶え︑貧乏暮らしのなかで愚痴を

事業に失敗した父からの仕送りは
と人生最初の哲学を持ったのです︒

のない自分らしい生き方をしよう！﹂

わたしの両親は︑わたしが幼少時︑ 人生の目標を見出せなかったのです︒ う︒ 愚 痴の出ない人 生のために後 悔

事を完璧にこなしながら︑父の事業
どんどん壊れていきました︒

刺青のように心に刻み込まれていっ

悲しみと不安の思いで壊れていく

と﹁違う！ このままではいけない﹂

いたのです︒ところがしばらくする

かが︑痛みに耐えながら掘り続ける

という違和感がわたしの心をつつく
ようになったのです︒
そのひとつは︑男女差のある組織
の縦割り構造の中で︑五年先の人生
糸に︑浪漫と行動力を横糸に︑わた

か っ た 当 時︑ 組 織 の な か で の 男 女

雇用均等法がまだ確立されていな

に夢が描けなかったことでした︒

しは〝なりたい自分〟を目指し︑人

差は結構厳しいものでした︒まして
や︑結婚︑出産という人生イベント

グランドホステスから

感じていたのです︒当時は育児と仕

なかで一生働いていくことに限界を

をシュミレーションすると︑組織の
ナレーター・声優へ

事の両立が今以上に難しい時代でし
の グ ラ ン ド ホ ス テ ス で し た︒ 笑 顔

ふたつめは組織の圧力と矛盾のな
上司や先輩たちにも可愛がってもら

日々に危機感を覚えていたのです︒

き換えに精神が萎えてしまう青春の

仕事に向かい合い︑生活の保障と引

そこで自分プロデュースで一生働

わたしの人生これで決まり！ フ
レッシュマン時代はそう確信して

えましたし︑お給料も満足でした︒

てサービス業は適職だったようです︒ かで︑唯々諾々と機械的︑歯車的に

がセールスポイントのわたしにとっ

たからね︒

わたしの最初の職業は︑航空会社

❖デザインその１

生をデザインしてきました︒

生き方は自由自在です︒自由を縦

なりたい自分になるための
生き方のデザイン

た十代の真ん中でした︒

いかに﹁自立・自律﹂が大切である

自分らしい生き方をするうえで︑

サポートもする良妻賢母︒母は私の

株式会社サムスィング代表取締役
全日空グランドホステスより、声優、ナレーターへと転職。３００社以上のＣＭ、
番組ナレーション、アニメ、洋画の吹き替えなど、長年声の世界に携わり、転
職を天職とする。
30代で予備校通いまでして、おばさん大学生となり、大学卒業後、無一文か
ら事業を立ち上げ、独自で資産とキャリアを創りあげる。
現在はナレーションの録音制作会社として、都心の高層ビルオフィスに自社スタ
ジオを構え、皆様お馴染み
「おふろが沸きました」の音声ガイダンス、カーナビ他、
大手企業２００社以上との取引実績がある。
音声合成のパイオニア的存在として、メディアからも時々取材を受ける。
企業、学校、官公庁などへ、話し方、ボイストレーニング、ナレーション、朗
読などの研修講演活動も展開中。
都内に 9件の事業用不動産物件を運営する事業家でもある。
のざききいこ オフィシャルサイト http://nozakikiiko.com
株式会社サムスィングホームページ http://www.some-thing.co.jp

誇りでした︒しかし︑離婚後の母は︑

のざき きいこ
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ター︑声優へと転職したのです︒

しい仕事に切り替えようと︑ナレー

ける︑自分の人生を賭けるにふさわ
目先のぬくぬくした心地よい生活に
杯になったものです︒

いるのかしら︶と不安と焦燥感で一

れでも五年近く務めていたのですが︑ 体わたしはこんなところで何をして

けれど︑人生は求めているものを
すんなりと与えてくれるほど簡単で
はありません︒ですから︑与えてく
れるのを︑ただじっと待つのではな
ひがんだりするのではなく︑自分か

く︑与えてくれないのを愚痴ったり︑
新しく改善するには︑時に今ある
ら動いてみようと︑自分で自分を奮

失敗はやり直せても︑
後悔はやり直せない

との決断︒二十代の真ん中でした︒

いつまでもひたっていてはいけない

ナレーター︑声優というと︑今で
こそ華やかな職業のひとつですが︑
当時は裏方仕事の位置づけでした︒
世間的には航空会社のグランドホス
ましてや会社を辞めると言えば︑寿
ものを捨てる勇気が必要なことがあ
い立たせ︑苦手の営業回りを始めた

テスのほうが︑説得力がありました︒
退社が当たり前の時代です︒
﹁結婚
ります︒
のです︒

しないで︑安全・確実・有利の会社
わたしの場合もそうでした︒毎月

チャンスに巡りあい︑なんと︑新人

半年後アニメオーディションの

りを毎日展開させたのです︒

元気よく︑最高級の笑顔で挨拶回

﹁おはようございま〜す！ 将来

の定期収入を捨てて︑先行き不透明

を辞めてどうするの ﹂周囲は大反
対でしたが︑あの時︑人生のチャン
有望のナレーターです︒よろしくお

トの屋上で開催される子供ショーの

でその日暮らしのフリーターへの転

お姉さんＭＣとなり︑ぬいぐるみの

ネルを変える決断ができたからこそ
ナレーター︑声優の仕事を選んだ
怪獣と戦かったり︑クラブでのＭＣ︑

願いします！﹂

のは︑一生働いていくのなら︑好き

身です︒養成所に通う傍ら︑デパー

な仕事に就こうと考えたからです︒
企業イベントのナレーターコンパニ

今のわたしがいます︒

グランドホステスの仕事も好きで
分でライフプランニングできる仕事

仕事を続けながら予備校通いをして

少ないステージに立っていると︵一

ドサ周りの地方巡業先で︑観客の

❖デザインその３

語﹄のララちゃん役です︒ためこん

わたしの代表作品﹃ドンチャック物

オン等アルバイトに励む毎日でした︒ ながらも準主役に抜擢されました︒

ではなかったことが障害でした︒そ

大学進学にもチャレンジしました︒

したが︑人生デザインにおいて︑自

だパワーストックで大きくジャンプ

ナレーター・声優から

できた︑はじめの一歩でした︒

過酷な受験戦争から解放された若

そして大学卒業後︑ひとりの事業

会社経営者へ

今の自分︑今の生き方を︑新しい自

い学生たちは︑大学生になると待っ

お金もコネも︑会社経営のノウハ

分︑
新しい生き方に変えるには︑
チェ

きたなかで沢山の不条理や疑問を抱

ウもなく︑あるのはただひとつ︒夢

家として更なる展開をめざし︑大き

え︑人生の回答を求めて大学へ入っ

への熱い思いだけです︒ところがこ

てましたとばかりに遊び始めます︒

だから今の自分を変えたい人は︑

たので勉強が面白くて仕方がない︒

の熱い思いが大爆発したのです︒あ

ンジが必要です︒そしてチェンジと

失敗を恐れずに︑どんどんチャレン

勉強したい時が勉強時の旬とばかり

とはもう︑バイタリイティあふれる

な夢を掲げて︑小さな会社を立ち上

ジしましょう︒失敗を恐れてチャレ

に︑乾いたスポンジが一気に水を吸

真に分かるという事は︑きちんと

音声合成のパイオニア的存在とし

ンスをつかんだ例﹀

げたのです︒

ンジせず︑
﹁ああ〜あの時なぜやら

い込むような勢いで勉強を楽しみま

一方わたしは︑社会経験を積んで

なかったの！﹂と︑あとで悔やむほ

行動力でとことん真剣勝負です︒

チャレンジはセットなのですね︒

うが大きな失敗です︒

した︒

ンジに挑みながら数多くのＣＭ︑番

言葉で認識出来ること︒文学︑哲学

て大手企業様からたくさんのナレー

こうしてわたしは︑沢山のチャレ
組 ナ レ ー シ ョ ン︑ ア ニ メ︑ 洋 画 の

を通して︑気付きの言葉︑感動の言

︿マイナスの出会いをご縁にしてチャ

吹き替えなどのチャンスを頂き︑現

勉強という遊びに夢中だった四年

た︒わたしはすぐさまＯ社へ駆けつ

年前︑Ｏ社のクレーム電話からでし

なったきっかけは︑かれこれ二十数

ション録音のご依頼を頂けるように
間は︑かけがえのない人生の充電期

け︑誠心誠意謝罪し︑出来る限りの

でした︒

した︒

在まで声の仕事に携わっております︒ 葉︑珠玉の言葉との出合いがありま
まさに転職が天職になったのです︒
❖デザインその２
三十代のおばはん大学生
三十代では︑ナレーター︑声優の
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た︒それが功

に努力しまし

サービス対応
テレビの﹁着信御礼！ケータイ大喜

この音声ガイダンスではＮＨＫ総合
のフル回転で動き出しました︒そう

成で早朝から深夜まで早巻きモード

自社スタジオを造り︑十人チーム編

成音声業務の

なり︑後に合

だけるように

ご信頼をいた

チャンスをつかんだ例﹀

CAN DOスピリットで

︿ONE MOREスピリット×

して一直線の日々︒
﹁のざき きいこ

慢性肩こり︑眼精疲労と過労死目指

おまけに鉄板のように凝り固まった

したので︑栄養不足でストレス太り︒

素晴らしいビジネスチャンスでした︒ 末だけの重労働︒外食がほとんどで

一本のクレーム電話から始まった︑ で仕事に追われ︑帰宅出来るのは週

してオハヨウからオヤスミナサイま

利﹂に声のゲストとして出演させて

提携に至った
Ｐ社から︑業界初のＤＶＤのカー
のコピーが欲しい！﹂の心境でした︒

いただきました︒

のです︒
ナビを出したいが︑二ヶ月で制作で

を奏して逆に

その後︑合
そして約束どおり二ヶ月後に無事
納品︒このＰ社との業績が評判とな

きますかとの問い合わせを受けたの
り︑その後の仕事にも大きな成果を

たった二ヶ月！ 物理的に無理です︒ がちゃんとわたしの頑張りぶりを見

北は北海道から︑南は沖縄まで︑

は︑十数年前のことです︒

成音声は爆発

的なヒットをみせ︑お陰でかなりの
収益アップにつながりました︒

ここはやはり丁寧にお断りするべき

もたらしました︒チャンスの女神様

フォメーションガイダンス︑家電商
でしょうと思いきや︑なんとわたし

全国の交差点名を読み上げるのに

品に組み込まれている音声ガイダン
与えてくれるものですが︑Ｐ社との

ＡＴＭ︑カーナビ︑各企業のイン

ス等々︒嬉しいことにわたしの仕事
は﹁かしこまりました︒お任せくだ

仕事で〝やれば出来る！〟の自信を

仕事はお金以上のものをたくさん

ていてくれたのですね︒

は世の中のあちこちで耳にすること
さい﹂と︑
満面の笑顔で答えてしまっ

得ることができました︒これは決し

が出来ます︒
たのです︒

例えば皆さんがよくご存知なの

てお金では買えない大切な財産です︒

精神で頑張っている生き方が素敵だ︒ 素直に︑間髪を容れずにポンと口か

さあ︑大変です！ わたしは早速

ら出た答えでした︒そんな自分に微

が﹁お風呂がわきました﹂
︒ちなみに︑

た財産︒それはチームの力です︒Ｐ

僕は一生君のファンでいたい﹂
︒最

苦笑しながら︑あぁ〜私は︑本当に

たての子供のようにあっけらかんと

社 と の お 取 引 は 十 数 年 で す が︑ ス

高のラブメッセージです︒一カラッ

生きることが好きなのだなと思いま

とがあります︒
﹁いつもチャレンジ

タート当初からの協力スタッフがひ

トのダイヤモンドのプレゼントより

した︒

そしてもうひとつ︑仕事で得られ

とりも抜けておりません︒同じ目標

も嬉しかった！ 残念ですがその恋

流されながら暮らしをなぞる生き方

わたしの〝生きる〟とは︑季節に

に向けて共に頑張った仲間同士の信

の遺言として︑生きる姿勢の礎とし

でなく︑自分を生きる人生です︒自
分の人生を賭けて本気で遊ぶ人生で
す︒ですから︑
わたしにとっては﹁人
生まるごと真剣な遊び﹂なのです︒

﹁自分らしく生きるために﹂とい

自分らしく生きたければ︑あなた

人生まるごと真剣な遊び

ております︒

頼関係は︑かけがえのない財産です︒ 人は亡くなってしまいましたが︑彼
特別優れた能力があったわけでも
なく︑特別ラッキーだったわけでも
ありません︒自分から挑戦すること
で︑行動することで︑ラッキーチャ
ンスを引き寄せたのだと思います︒
とつひとつオリジナルブランドの

うテーマでの講演で︑女子生徒から

自身で人生を創るしかないのです︒

生 ま れ た の は 偶 然 で も︑ 人 生 を

キャリアを創ってきたのです︒お陰

こんな質問をもらったことがありま

何故って︑あなたの人生はあなたし

そうして四苦八苦の手探りで︑ひ

様で皺の数に比例して︑仕事の実績

人生を創りますか︒

でしょう！ さあ︑あなたはどんな

とが出来るって何と素晴らしいこと

でも︑自分の人生を自分で創るこ

か生きることが出来ないから︒

創っていくのはあなた自身です︒

と共に経済的基盤も確立出来ました︒ した︒
﹁きいこ先生は︑どうしてそんな
に頑張れたのですか？﹂

天国の母に心からの感謝です︒わ
たしが自立創造的人生を成し遂げら

﹁生きることが好きだからです﹂
どあれこれ考えることなく︑生まれ

体裁とか︑カッコ良い理屈付けな

れたのは︑すべて反面教師の母から
の学びですから︒
元恋人にこんなことを言われたこ
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「着信御礼！ケータイ大喜利」のセットで

