
フリーアナウンサー

生年月日 1982/9/16

出身地 愛知県岡崎市

出身校 上智大学文学部新聞学科

血液型 B型

趣味
音楽、オリジナルソング作り、防災調査、ギャラリー・美術館巡り、旅行、茶道、
華道、着物 、窯元巡り

資格 煎茶売茶流教授職、防災士、高等学校地理歴史科教員免許、美術検定3級 、英検2級

・2005年 上智大学文学部新聞学科 卒業
・放送研究会、ゴスペルサークル、落語研究会に所属
・映画「下妻物語」「スウィングガールズ」試写会司会

《講師活動》
・小・中・高校・大学・企業を対象にラジオの魅力を伝える「ラジオの出前授業」を50回以上
実施

《雑誌インタビュアー》
・日本私立大学連盟発行の『大学時報』でインタビュアーを務める
日本オリンピック委員会会長・竹田恒和氏、フィギュアスケートの安藤美姫選手、佐藤信夫コー
チ、オリンピアン冨田洋之さんなどのインタビューを行う

【経歴】
◆2005年~2012年 東海ラジオ放送 アナウンサー
《ラジオ番組》
・「安蒜豊三夕焼けナビ」「川島葵のココロサプリ」「多田木・川島 茶の間でショ
ウ」「ドラゴンズNo.1ジョッキー」などを担当
・ドキュメンタリーラジオ番組「アキラの地雷博物館~元少年兵の選択~」で放送文化
基金 番組賞受賞
・音楽番組では佐野元春さんや吉井和哉さん、サカナクション、RHYMESTERなど
300組以上のゲストを迎える

◆2012年～フリーアナウンサー
《ラジオ番組》
・東海ラジオ レギュラー番組「TOKYO UPSIDE STATION」（パーソナリティ）
・東海ラジオ レギュラー番組「川島葵の東京からも歌謡曲」
・東海ラジオ レギュラー番組「ザブングル&川島葵のカッチカチ大放送！」
・東海ラジオ レギュラー番組「あさいち元気」
・東海ラジオ レギュラー番組「燕弥・小談志の愛魂」（落語家真打・柳家燕弥さん・立川小談
志さん）
・東海ラジオ「Sounds meet 台湾」ナビゲーター
・東海ラジオ レギュラー番組「FINEDAYS!」（月曜日「彦摩呂の今日もまんぷく!DAY」火曜日
「桂三度のホトケの顔も三度ま DAY!」）
・東海ラジオ レギュラー番組「爽快！エブリデイ」（野球評論家・井上一樹さん）
・東海ラジオ レギュラー番組「トーキョーロック」（パーソナリティ）
・東海ラジオ レギュラー番組「No idea!?」（パーソナリティ）
・東海ラジオ レギュラー番組「平野宏枝の美人日和」（パーソナリティ）
・東海ラジオ 特別番組「川島葵のみなさん、こんにちは!」（パーソナリティ）
・レインボータウンFM レギュラー番組　「大江戸ワイドスーパーアフタヌーン」
・TBSラジオ「アイドルカルチャー論」ナレーション
・ニッポン放送「ホリデースペシャル」（荘口彰久さんと）

川島 葵
かわしま あおい



《ナレーション》
・TBS「ワザビト」
・TBSラジオ　特番「アイドルカルチャー論」ナレーション
・BS-TBS「世界が驚くCool　Japan！～日本の技が食の未来を変える！～」
・BS-TBS「わかやまに恋をしました　密着！しあわせ移住計画」
・BS-TBS「梅旅 Wakayama」
・BS-TBS「梅旅‐nagomi‐和歌山」
・BS朝日 「未来を拓く土木の力」
・BS朝日「和nagomiわかやま」
・ABCテレビ「eBASEBALL パワプロ・プロリーグe日本シリーズ直前スペシャル」
・東海ラジオ「五七五俳句の力」
・東京新聞「埼京工場紹介DVD」
・中日新聞「中日新聞紹介DVD」
・「法律事務所ホームワン」ラジオCM
・「連合愛知タウンミーティングDVD」ナレーション
・「酵素青汁レシピ動画」

《司会》
■シンポジウム
「いきもの地球会議」（滝川クリステルさん出演）/「日韓技術士会議」/「JICA共催　国際シン
ポジウム」/「東アジア地域の循環文化の構築と国際協力」/「中日新聞130周年記念シンポジウ
ム ノーベル賞受賞者と語る 宇宙と物質の謎」
■トークショー
「第62回東海四県スポーツ推進委員研究大会　舞の海秀平氏　講演会」/香川県坂出市「坂井市
民大学」道端カレンさん
トークショー進行/俳優・平山浩行さんトークショー司会/雑誌「NEXT WEEKEND」編集長村上
萌トークショー/梶芽衣子さん
トークショー司会/桐谷健太1stAlbum「香音-KANON-」リリースイベント/吉沢亮さんトークイベ
ントMC/
映画「ママレードボーイ」イベントMC（吉沢亮さん・桜井日奈子さん・佐藤大樹さん）/「わた
しに××しなさい！」上映会
（山本透監督・玉城ティナさん・小関裕太さん・佐藤寛太さん・金子大地さん）/鈴木仁さんバ
ースデーイベント
■ファッションショー
ファッションショーMAKUHARI /WINTER COLLECTION 2015 MC/ヘアアレンジショー MC/
YUMI KATSURA2016GRAND COLLECTION IN TOKYO MC/2017 YUMI KATSURA GRAND
COLLECTION with Opera MC/
「BEYOND EAST & WEST～日本の伝統工芸技術の革新と創造を世界へ～」@迎賓館赤坂離宮
ナレーション
■企業セレモニー
「日産グローバル本社ギャラリーLIVE」/東建コーポレーション セミナー司会/文化シャッターイ
ベント司会/
株式会社ミニミニ新年会司会/豊島区南池袋公園 開園式司会
■学園祭トークショー
名古屋女子大学/学習院女子大学/大妻女子大学/戸板女子短期大学/十文字学園女子大学/東京家政
大学/
東京経済大学/明星大学/東洋英和女学院大学
（佐野岳さん、賀来賢人さん、吉沢亮さん、桐谷健太さん、城田優さん、佐野ひな子さん、小島
瑠璃子さん、
AAA 與真司郎さん、伊藤千晃さん、大東駿介さん、山本裕典さん、JOYさん、佐藤健さん、三
吉彩花さん、石黒英雄さん、
桜田通さん、 DAIGOさん、磯村勇斗さん、志尊淳さん、千葉雄大さん、田中圭さん、田口淳之
介さん、山崎育三郎さん、
小関裕太さん、柄本時生さん）

■イベント
愛知県岡崎市「きらりまつり」/「つながろう、わがまちと東北と」/「ほっとこんさーと」/「八
豊祭」/「100周年上智大学オールソフィアンズフェスティバル」/「トウホクトモニプロジェク
ト」（ダイアモンド ユカイさん、サンプラザ中野くん、沢田知可子さん、今井絵理子さんなど
出演）/ 香川「ガーリックフェスティバル」/ 名古屋おもてなし武将隊 「SAMURAI NINJA
SHOW 」/ AARONファンクラブイベント/ニューカレドニア観光局主催キックオフイベント/ロク
シタン・NEXTWEEKEND イベント / ロクシタン・ミモレイベント/ 泡パ / ガレとドーム展オー
プニングセレモニー（ゲスト寺島しのぶさん）/ 東海ラジオ大感謝祭2016・2018ステージ司会 /
オーストラリア大使館ウェエディングイベント / 光ヶ丘同窓会50周年 / JOYSOUND2016年カラ
オケ年間ランキング表彰式（ゲスト桐谷健太さん）/ 北翔海莉クリスマスディナーショー / 煎茶
売茶流100周年式典 / オールソフィアンズクリスマス / 岡崎市制100周年記念音楽祭エナジーフェ
ス / 直木賞作家東山彰良さんインタビュー『大学時報』/「中日新聞創刊130周年 新聞で学ぼう！
まちづくりから減災を考えるシンポジウム～未来の子どもたちに残すもの～」/ ニューカレドニ
ア観光局 イベント(ゲスト久松郁実さん)「ゴズペル」ライブin川崎クラブチッタ / 歌手「いつ
か」リリースイベント / 四日市STYLE / チキンラーメンバースデースペシャル「山本昌さんトー
クショー」/「第1回岡崎大好き!みんなののど自慢大会」/「ソフィア会全国大会2017」/ UN
women日本事務所・株式会社資生堂主催「HeForSheすべての人が輝く社会を目指して」/ 寺尾
紗穂さんイベント / エアカランレセプション /「ヒトラーに屈しなかった国王」試写会司会 / 八
神純子さんショー / 竹内力さんＤＶＤ発売記念イベント / 小林綾子さんトークショー / バレエダ
ンサー島添亮子さんインタビュー / ホリエモン万博 / Lavendrer Ring Day2018司会 /「親子でジ
ャズ」/ 寺尾紗穂さんライブコラボレーション / 中野量太監督・松崎まことさんトークショー /
「こにゅうどうくん」出陣式 /「雨の首ふり坂」特別試写会 /「必見　四日市」制作発表会（京
本政樹さん・風谷南友さん・森四日市市長）/ オリンピアン冨田洋之さんインタビュー /「超汐
留パラダイス」会場DJ /「チャーチル ノルマンディーの決断」試写会司会・中尾彬さん・池波志
乃さんインタビュー /「オーシャンズ８」柚希礼音さんインタビュー /「3D彼女」中条あやみさ
ん・佐野勇斗さんインタビュー / バンド「円人図」ライブMC /「教誨師」佐向大監督、玉置玲央
さん、烏丸せつこさん、五頭岳夫さん、小川登さん、古舘寛治さん、光石研さんインタビュー /
HANDSIGN LINE LIVE MC/愛知県私学協会70周年記念式典・祝賀会 /『ファンタスティック・ビ
ーストと黒い魔法使いの誕生』イベント「トム・ブラウン」ゲスト / 岡崎呉服共同組合クリスマ
スパーティー /「かぞくわり」塩崎祥平監督・陽月華さん・佃井皆美さん・木下彩音さん /
「eBASEBALL パワプロ・プロリーグSMBC e日本シリーズ2018-2019」会場アナウンス /「デイ
アンドナイト」試写会イベント（山田孝之さんとトークショー）

《音楽》
・大学時代の友人とバンド「Ao-Neko」を結成、歌と喋りを担当。JUJU「空」では作詞家とし
て参加
・リーダー山本加津彦は加藤登紀子/AKB48 /東方神起などを手がける作曲家
・2012年5月 ゴスペルクワイヤー「Be Choir」メンバーとしてメジャーデビュー 、ライブにも
定期的に出演
・「ミュージックアカデミー」として各学校へ音楽を届け、制作する活動を行う

《テレビ》
2017年11月・12月　日テレ『PON!』で「歌って踊れる司会者」として3回にわたり特集された
ことがきっかけで、
2018年1月から毎週木曜日「全力リポーター」として出演。
くりぃむしちゅー上田さんや映画監督是枝裕和氏にインタビュー。

《雑誌ゲスト掲載》
2019年2月号雑誌『SPUR』、「吉沢亮のSee you in a Bar」にゲスト出演


