
 

 

 

 

報道関係各位 

 

 島根県は、県内の中高生が「将来も島根で暮らしたい」と思うことを目的としたイメージ

発信事業の一環として、田鍋梨々花さんを主演に迎えた 5分ドラマ「しまねがドラマになる

なんて！」を 10月 20日（水）よりさんいん中央テレビにて放送することをお知らせします。

また、このドラマは各話、さんいん中央テレビでの放送後に YouTubeと TVerにて全国のみな

さまにもお楽しみいただけます。さらに、本日 10 月 6 日より予告動画が解禁されましたの

で、ぜひご覧ください。 

 

◆田鍋梨々花さん主演！ふるさととしての島根の魅力に出会う青春ドラマ 

 このドラマは、親の転勤の都合で都市を転々としていた高校生・東 京子（あずま きょうこ）

が、島根県に転校してきて、「幼稚園からずっと一緒」という、石見真之介・隠岐達也・出雲

陽人の 3人組をはじめとする様々な人に出会い、ふるさととしての島根の魅力に気づいていく

───そんな青春ドラマです。 

 母親の仕事の都合で転校を重ね、ふるさとを持たずに育った主人公・東 京子を演じるの

は、現在 17歳でモデルや俳優など幅広く活躍中の田鍋梨々花さん。自分の将来に悩みなが

らもやりたいことを見つけ、決断をする高校生役を等身大で演じてくれました。そして、生

まれも育ちも島根県な仲良し 3人組を演じるのは、椿原慧さん、平木幹太さん、林裕太さん

の３人。島根県の方言なども取り入れたセリフで、地元の高校生になりきってくれました。 

  

 

2021 年 10 月 5 日 

田鍋梨々花さん主演・島根を舞台にした青春ドラマがスタート！本日予告動画も解禁！ 

TV ドラマ「しまねがドラマになるなんて！」（１話 5 分・全 10 回） 

10 月 20 日（水）20 時 54 分〜さんいん中央テレビにて放送開始 
 

赤天、シジミ、ちょうかんぼうなど・・・地元すぎるネタが満載！ 

ロケ地はオール島根県、キャストやエキストラも多数の島根県民を起用した、 

島根の島根による島根のための TV ドラマが始まる！ 



 

 

 

 田鍋さん演じる東 京子の転校をきっかけに、彼女自身はもちろん、生まれてからずっと

島根で育った石見真之介・隠岐達也・出雲陽人も、それぞれの将来やふるさとの存在につい

て改めて考えることになります。果たして彼らはどんな未来を選ぶのか──！？本日予告動

画も解禁されましたので、そちらもぜひご覧ください。 

 

 

◆ロケ地はオール島根、キャストにも島根県民を多数起用！ 

 今回のドラマは、地元の高校やお店、個人宅にご協力いただき、全て島根県で撮影してい

ます。島根県民の方やご出身の方には、通勤・通学路や、買い物で通る道として普段使って

いる何気ない風景がもしかしたら撮影場所になっているかも！？という視点でもお楽しみ

いただけるドラマとなりました。もちろん、島根に所縁のない方にも、このドラマを通して

島根県の風景を楽しんでいただけると幸いです。 

 また、主人公の友人役や男子高校生３人の家族などには、現地の方を起用。さらに、今回

のエキストラもほとんどが島根県在住の方にご協力いただいています。9月に Twitterで「み

しまやで夕飯の買い物をする客役」「食堂でさざえカレーを注文する客役」など、ユニーク

な役柄で地元からのエキストラを合計 5名募集するキャンペーンを実施した際は、短期間に

もかかわらず、なんと 100名を超える方から応募が！学校のシーンでもたくさんの地元の高

校生にご協力いただくなど、まさに県民参加型のドラマとなっています。 

 

 

◆ほぼ島根県民しか分からない！？地元ネタ満載のタイトルにも注目！ 

 「君はバラパンより美しい」、「みしまやン・ラプソディ」、「今すぐ Kisuki」など、島根県

民には馴染みのある地元ネタが各話のタイトルになっているのも、このドラマの特徴。そし

てもちろん、タイトルとなったネタがお話の中に必ず登場します。ドラマのストーリーだけ

でなく、次回はどこでどんな島根県ネタ＝”しまネタ”が登場するのか？も、一緒にお楽しみ

ください。 

 

  バラパン みしまや 木次牛乳 

赤天 しじみ汁 石見神楽のお面 



 

 

 

■出演者コメント&プロフィール 

 

東 京子（あずま きょうこ）役：田鍋梨々花さん 

島根のみなさん、島根生まれのみなさん、こんにちは。田鍋梨々花です。このたび、10月

20日スタートの新ドラマ『しまねがドラマになるなんて！』に、ヒロインの東京子役で出演

することになりました。ふるさとを見る目がちょっとだけ変わるような、そんなミニドラマ

をお届けできればと思っています。どうぞお楽しみに。頑張るけん、見てね！ 

 

 

 

 

石見 真之介（いわみ しんのすけ）役：椿原慧さん 

 

石見真之介役の椿原慧です。真之介はミュージシャン志望のちょっとシャイな男の子で、

島根を出て東京に行きたいと思っています。見てくれている人の中にも、そんな方がい

らっしゃるかなと思いますが、このドラマを通して、島根の今まで気づかなかった素敵

なところを、真之介と一緒に見つけてください！ 

みなさんに最後までお楽しみいただけるとうれしいです！ 

 

 

 

  

2003 年 12 月 24 日生まれ、現在 17 歳。 

2016 年、雑誌『Seventeen』専属モデルオーディション 

「ミスセブンティーン 2016」のグランプリに選ばれ、 

同誌専属モデルとしてデビュー。 

フジテレビ「コード・ブルー‐ドクターヘリ緊急救命-THE THIRD SEASON」、 

テレビ東京「死役所」、Abema オリジナル連続ドラマ「17.3 about a sex」（主演）

など女優としても今後の活躍が注目されている。 

2003 年 6 月 9 日生まれ。東京都出身。 

第 7 回 CONOMi 日本制服アワードで準グランプリを獲得し、 

2020 年には青山学院大学卒業制作短編映画「Sister」にて、 

主演として俳優デビュー。 

その後は、ドラマや CM、MV など幅広く活動をしており、 

今後の更なる活躍が注目されている。 

 



 

 

隠岐 達也（おき たつや）役：平木幹太さん 

隠岐達也役の平木幹太です。達也は、地元島根、友だち、家族が大好きな高校生で、同級生

のみなみに２回告白して 2回失敗し、3回目に挑戦しようとしています。果たして！おっき

ーの恋がどうなるのか、そして僕ら 4人がどうなっていくのか、しまねがドラマになるなん

て、をぜひお楽しみください！ 

 

出雲 陽人（いずも はると）役：林裕太さん 

出雲陽人役の林裕太です。僕が演じる陽人は、まだやりたいことが見つからなくて悩ん

でいるシジミ漁師の息子です。しかも、シジミ汁が食べられないという役になっていま

す。そんないずもんがどうなるのか、果たしてシジミ汁は食べられるようになるのか

…！見守ってください。 

 

◆主題歌も島根発！To Dom Seventh. の『ぼくの街から』 

 今回、このドラマの主題歌を担当したのは、島根大学に通いながらバンド活動を行なって

いる To Dom Seventh. 。若者の未来への希望や葛藤を描いた書き下ろし楽曲『ぼくの街から』

は、疾走感のあるナンバーで、このドラマにぴったりな曲になっています。 

 

To Dom Seventh. コメント 

島根県松江市を中心に活動してます。ツードムセブンスです！ 

それぞれ地元は異なるけど島根という場所で出会い、音楽に出会い、人々に出会い、音を鳴

らしてきた僕たちの思いを曲に込めました。その中には懐かしい気持ちや不安や悲しみ、喜

びなど一度では言い切れない感情があり、それら全ては生きていく糧になっていくと思いま

す。そのことを僕たちなりの音楽で伝えたいという気持ちを大切にしながらこの曲を制作し

ました。僕たちの「叫び」であり「応援歌」であるこの曲が皆さんの元に届くことを願いま

す。 

  

2000 年 9 月 26 日生まれ。広島県出身。 

「幸楽苑 あっさり通過そば」や、「明光義塾」「SonyMusic ミサキクレア」な

ど CM／WEB CM に出演。また、ABEMATV「酒癖 50」、テレビ東京「バイプレ

イヤーズ」、フジテレビ「ルパンの娘」などの TV ドラマや、「TNJ な人々」、「タ

ニタ」といった WEB ドラマにも多数出演しており、俳優としての今後の活躍

が期待されている。 

2000 年生まれ、東京都出身。 

2020 年より俳優として活動を始め、日本テレビ「生徒が人生をやり直せる学校」

や、毎日放送／TBS テレビ「そのご縁、お届けします-メルカリであったほんとの

話」、WOWOW「ソロモンの偽証」などに出演。人気シリーズ「特捜 9 Season4」

（EX）ではメインゲストで出演し注目を集める。 

映画「草の響き」(斎藤久志監督)が 10 月 8 日に公開 

2020 年 2 月島根大学の軽音サークルのメンバーによって結成された、

島根県発の 4 ピースツインボーカルバンド。ツインボーカルによる多彩

な楽曲、ジャンルにとらわれない音楽性、熱量を持ったライブパフォー

マンスが魅力的。2021 年 3 月に行われた山陰のアマチュアバンドコン

テスト、v-air あまばんでグランプリを受賞。2021 年 8 月には 5 曲入り

1st.ep「夏の亡霊」をリリース、9 月からは 1.st.ep リリースツアーを決

行するなど、今後の飛躍が注目されている。 



 

 

「しまねがドラマになるなんて！」 

■あらすじ 

「ふるさとがあるなんて、うらやましいよ。」彼女は確かにそう言った─── 

東 京子は母親の仕事の都合で転校を繰り返している高校２年生。一つのところに長

くいられなかったこれまでの経験から、土地にも人にも、必要以上に思い入れを持た

ないように生きていた。しかし、島根に転校してきて、子どもの頃からずっと友達だ

という石見真之介・隠岐達也・出雲陽人の３人や、この土地の様々な人に出会う中で、

彼女の気持ちは少しずつ変化していく。果たして彼女と３人組はどんな未来を選ぶの

か…！？ 

 

■作品概要 

タイトル：「しまねがドラマになるなんて！」 

毎週水曜 20 時 54 分放送予定 

第 1 話：「君はバラパンより美しい」      10 月 20 日（水）放送予定 

第 2 話：「みしまやン・ラプソディ」      10 月 27 日（水）放送予定 

第 3 話：「今すぐ Kisuki」            11 月 3 日（水）放送予定 

第 4 話：「キンニャモニャだよ人生は」     11 月 10 日（水）放送予定 

第 5 話：「ちょうかんぼうに花束を」      11 月 17 日（水）放送予定 

第 6 話：「赤天天国」             11 月 24 日（水）放送予定 

第 7 話：「9 号線は続くよどこまでも」     12 月 1 日（水）放送予定 

第 8 話：「シジミにまつわるエトセトラ」    12 月 8 日（水）放送予定 

第 9 話：「石見神楽の怪人」          12 月 15 日（水）放送予定 

第 10 話：「さらば青春の湖」          12 月 22 日（水）放送予定 

配信：地上波放送終了後、島根県公式 YouTube チャンネル「しまねっこ CH」

（https://www.youtube.com/user/shimanepref）および動画配信サービス「TVer」にて

配信 

出演：田鍋梨々花 椿原慧 平木幹太 林裕太 他 

主題歌：To Dom Seventh. 『ぼくの街から』 

公式サイト：https://tsk-tv.com/shimadora  

公式 Twitter アカウント：@shimane_drama 

予告動画 URL：https://www.youtube.com/watch?v=O-nCFQ16Pm8 

スタッフ： 

演出：福田眞心 

脚本：糠塚まりや 

企画・制作：島根県 さんいん中央テレビ 山陰中央新報 読売広告社 太陽企画 

 

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

島根県政策企画局 広聴広報課 広報戦略グループ 板垣 

〒690-8501 島根県松江市殿町 1 

TEL：0852-22-5757 FAX：0852-22-6025 

URL：https://www.kurashimanet.jp/iikenshimaneken/ 

https://www.youtube.com/user/shimanepref
https://tsk-tv.com/shimadora
https://www.youtube.com/watch?v=O-nCFQ16Pm8

