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Profile
奈良県出⾝ JALグループ客室乗務員を経て、2005年フリーキャスターに転⾝。
経済番組や情報番組等、様々なメディアにレギュラー出演し、約1000⼈のインタビューを担当。
昨今ではマナー・プロトコール検定準１級を取得し、
全国の企業・学校での講師活動や⼦供服のプロデュースにも携わる。⼀児の⺟。
趣味・特技は、歴史散策、ピアノ演奏（絶対⾳感あり）、インテリアコーディネート。
奈良県吉野町観光⼤使
ひかりTV番組審議委員

TV
-気象キャスター ２００５年１０⽉〜２０１０年３⽉
２００９年１０⽉〜２０１３年３⽉

ウェザーニュース
フジテレビ『新・週刊フジテレビ批評』

- 政治経済番組MC・アシスタント ２０１０年４⽉〜２０１１年３⽉ BS-TBS『賢者の選択』,
２０１２年４⽉〜２０１３年３⽉ BSフジLIVE『あしたのコンパス』,
２０１１年４⽉〜２０１５年３⽉ BS11『リベラルタイム』,
２００９年〜TBS 『サンデージャンクション』
２０１２年４⽉〜２０１３年３⽉ テレビ東京『マゼランの魂』
- 情報番組等のキャスター・ナビゲーター ２００７年〜２００９年J：com『デイリー横浜』
２００８年〜２０１２年３⽉ チバテレビ・TVK『⽣島ヒロシの定年塾』
２０１０年４⽉〜２０１１年３⽉ テレしず『パロパロ』
２０１１年４⽉〜２０１３年３⽉ フジテレビ『⽇刊トビダス』
２０１２年４⽉〜２０１８年３⽉ J:com『横濱ツウ！！』
２０１３年４⽉〜２０１４年３⽉ フジテレビONE『BOXING LEGENDS』
２０１３年〜 ゴルフネットワーク『ケンゴ本⽥のゴルフアカデミー』
２０１３年〜２０１４年 フジテレビ『ラフラボ』
２０１５年４⽉〜２０１７年７⽉ 『BMW NEWS』
２０１８年４⽉〜ひかりTV 『４K制作吉野特番』兼企画
-その他テレビ朝⽇『Qさま』、フジテレビ『タビノイロ』、TBS『直撃コロシアム』、
MBS『メッセンジャーの◯◯は⼤丈夫なのか』、テレビ朝⽇『謎の増殖⽣物SP』、
フジテレビ『⾝近な危険回避TV』、テレビ静岡『くさデカ』『セノバガアル』、
BSフジ『カンニングのDAI安吉⽇』、BS１２『お⾦を産む資産が未来を守る』、
フジテレビ、TBS、テレビ朝⽇のインフォマーシャル、
テレビ東京「⼆軒⽬どうする？」ゲスト出演 など

RADIO
２０１３年〜２０１４年⽂化放送 『⽊⽥裕⼠の⻩⾦のジパング』
２０１３年４⽉〜２０１５年３⽉ TokyoFM『マイナビウェディング』
２０１５年６⽉〜２０１６年８⽉ 全国JFM『サンデーフリッカーズ』
２０１７年４⽉〜 USEN『ジュルナルクボッチのファッショントーク』
- その他 FMヨコハマ 『Lucky Me』、TokyoFM『JA全農presentsありがとうを結ぼう』
NACK5『アテラジ』、J-WAVE『JAM THE WORLD』、FMヨコハマ『FUTURESCAPE』
⽣放送にてナビゲーター出演、MBS『サンデーライブゴエでshow』
TBSラジオ『爆笑問題の⽇曜サンデー』、ソラトニワ原宿『ノーチンのGoldenStep』
TokyoFM『知英の季節』、MBSラジオサンデーライブ ゲスト出演
JFN サンデーフリッカーゲスト出演 等にゲスト出演

INTERNET
２０１０年〜 ニコニコ公式⽣放送『JAXA宇宙航空最前線』MC
２０１０年〜 ニコニコ公式⽣放送『号外！ニコニコニュース』MC
２０１２年〜２０１３年 ニコニコ公式⽣放送『コンパス』
２０１２年〜 ニコニコ公式⽣放送『夏野政経塾』MC
２０１２年４⽉〜２０１３年 NOTTV『NOTTYLIVE７時間』進⾏
２０１３年４⽉〜２０１５年 NOTTV『F１速報TV』リポーター
２０１４年４⽉〜９⽉ yahoo『KONAMIプロ野球ドリームナイン』MC
２０１５年４⽉〜２０１６年 フジテレビ『ホウドウキョク』MC
２０１５年〜 ニコニコ公式⽣放送『N⾼オープンキャンパス』MC
２０１６年〜 ニコニコ公式⽣放送『おかしワールドリサーチ』MC
２０１６年〜 AbemaTV FRESH 『STORY ⻑寿企業の知恵』MC
ニコニコ公式⽣放送『１０時間新iPHONE特集』MC
ニコニコ公式⽣放送『ニコニコ超夏祭り４時間2』MC
ニコニコ公式⽣放送『⾓川×ニコニコ超夏祭り』MC
ニコニコ公式⽣放送『ニコニコ超会議 JALブース』MC
ニコニコ公式⽣放送『天⿓源⼀郎&ロッシーのバイノーラルSHOW』MC
NTTドコモ新商品新サービス発表会MC
『ROCK IN JAPAN 』レポーター
『⻘⽊理のニュース現場主義』アシスタント
『池⽥信夫のいまさら聞けない経済学』アシスタント
N⾼等学校 実績発表⽣放送 MC
DocuSign 「その仕事、本当に必要ですか」MC
ドワンゴ学園S⾼開校 発表会
Youtube 番組「教えて、⽊下先⽣」、野⼝宇宙⾶⾏⼠打上げ・ISS⼊室⽣中継 MC
EDVATION×SUMMIT2020 モデレーター 、LIFULL HOME'S「いつか家を買うあなたへ」MC
歴探部第6回 明智光秀の⾜跡を追う MC
世界初の「宇宙デブリ」除去衛星打ち上げ中継ナビゲーター
野⼝宇宙⾶⾏⼠帰還中継キャスター、アストロスケールELSA-D 打ち上げ中継
CARAMELIFEコラムゲスト、バヅクリ「多様性・相互理解ワークショップ」MC
バヅクリ「オンライン寿司握り教室」MC
バヅクリ「コロナは内定者フォローやわどうかえた？」司会
東京海上⽇動⽕災保険株式会社 動画出演とナレーション
2020東京五輪セーリング競技壮⾏会 MC
はやぶさ2特別配信番組 MC
ジュルナルクボッチTV リポーター
歴探部第8回オンライン歴探 企画とMC
⾓川ドワンゴ学園「The Nth Day」MC など

EVENT
武⽥薬品⼯業、BMWJapan、⽩寿⽣化学研究所、PWC、Supershipホールディングス
リクルートホールディングス、ミニストップ、GODIVA、フェラーリ、NTTドコモ
⽇本マイクロソフト 等
〜アスリート・アーティストのトークショー司会多数〜
〜映画プレミア試写会MC〜
映画『エデンの東』、映画『海⽉姫』、映画『ホットロード』、映画『コーヒーが冷めないうちに』
〜学校式典司会・学園祭MC〜
N⾼校⼊学式、東京理科⼤理⼤祭、東洋英和⼥学院⼤学かえで祭、東京⼯業⼤学⼯⼤祭
〜⾃治体イベント司会・ファシリテーター〜
創造都市ネットワーク、⽇本遺産シンポジウム 等
〜その他イベント司会・ファシリテーター多数〜
ひかりTV10周年パーティー、⽇本有線⼤賞2018、現代ビジネス『外為戦略情報室』
VOCE『美利きフェスタ』、『Facebook night』、『アニメビジネスパートナーフォーラム』
『未来をつくろう参院選 Google+ビデオハングアウト』、『実況パワフルプロ野球』
『⽇本レシピ⼤賞』、『Like it!!＋PLUS』、本当に住みやすい街⼤賞2018
UHA味覚糖新商品発表会、新潟燈⽕会経営者フォーラム、地⽅創⽣経営者フォーラム
BIGLOBE 温泉⼤賞、リクルート 就農⽀援スキーム記者発表会
CHANDON BLOSSOM LOUNGE2019オープニングイベント
ARUHI本当に住みやすい街⼤賞2019in福岡、BMW 新商品発表会 2019 in Hyatt
BMW2020セールスマン表彰式MC、歴探部第2回ファシリテーター、遊部「ZoomでZoomin」MC
地⽅創⽣経営者セミナーin岡⼭MC、MindTrail奥⼤和 オープニングセレモニーMC、
プリンススマートイン恵⽐寿 記者発表会MC、ドワンゴ学園S⾼開校 記者発表会 、
EDVATION×SUMMIT2020 モデレーター、バヅクリオンラインイベント MC
世界初の「宇宙デブリ」除去衛星打ち上げ中継 ナビゲーター、
プリンススマートイン熱海オープニングセレモニーMC 、明治安⽥⽣命イベントMC
プリンススマートイン京都四条⼤宮オープニングセレモニー司会
2020東京五輪セーリング競技壮⾏会MC、歴探部第8回オンライン歴探

MAGAZENE
リべラルタイム『リべラルタイム』⽯⽥紗英⼦のFreeTalking連載
講談社『FORZASTYLE』にて『元CAが教えるビジネスマナー』連載
講談社『現代ビジネス』にて『紗英⼦の、教えてFX』連載
マイナビ『就活スタイルブック』マナー掲載
TokyoFM『知英の季節』マナー講師として出演
⼩学館『WomanInsight』結婚式のNGマナー、⾷事のNGマナー掲載
リクルート『R２５』今週の彼⼥
GQ JAPAN インタビュー記事、
講談社『FORZASTYLE』ドルツと始める新習慣
講談社『FORZASTYLE』にて『柔道野村忠宏ナルシストのススメ』
講談社『FORZASTYLE』にて『SAKEを極める中⽥英寿』
講談社『FORZASTYLE』にて『教えて、お姉さま』
futo『スタイリストのアイディアをおすそ分け』
週刊プレイボーイ、週刊TVガイド、FLASH、FRIDAY、
週刊サッカーダイジェスト、SPA!、MISS、AneCan などにも掲載

NARRATION
テレビ東京『⼩峠漫遊記』
BS⽇テレ『伍代夏⼦&⾹⻄かおりの市場旅
東京海上⽇動⽕災保険株式会社 動画
⼤内商事CM 出演とナレーション

企画とMC、など

MANNERS
講談社『FORZA STYLE』にて連載
マイナビ『就活スタイルブック』マナー掲載
Tokyo FM『知英の季節』マナー講師として出演
⼩学館『Woman Insight』結婚式のNGマナー、⾷事のNGマナー掲載
NOTTV『アルティメットレクチャー』マナー講師として出演
⽴教⼤学学⽣団体『⽴教エンタテイメント』にて不定期課外授業
全国外⼤連携『通訳ボランティアセミナー』講師アシスタント
センチュリー２１など不動産業界新⼈研修
アストロラボ マナー研修
BMW札幌、BMW仙台、BMW千葉、BMW江東、BMW⾜⽴、BMW江⼾川、BMW調布
BMW摩、BMW奈良研修
読売新聞社近畿⻘年会 マナー研修、東京⼯業⼤学学園祭講演『⽇本⼈に求められるマナー』
First Airlines 接遇マナー講師、 就活⽀援ぱれっと 講師
楽しいお箸講座ボランティア講師、 杉並区浜⽥⼭⼩学校にて６授業
江⼾川区篠崎第５⼩学校にて４授業、 練⾺区⼤泉第６⼩学校にて１授業
港区港南⼩学校にて１授業、 ⼋王⼦市⽴第⼀⼩学校にて２授業
五反⽥病院 接遇講師、藤本ソシアルダンススタジオ、
アウェイクゲートアカデミーブランディング担当講師 など

企画・プロデュース
- 商品企画 StompStanp商品企画 ８⽉末より全国StompStanp
ZOZOTOWNにて秋冬新商品発売中（第２弾は近⽇公開）
- 番組プロデュース ひかりTV『いにしえびとのおくりもの』

- イベント企画 歴探部 オンラインイベント
「戊⾠戦争跡をGoogle Earthで廻ろう」
歴探部 第4回「戦後75年、今を⽣きる
私たちにできること」トークディスカッション
歴探部 第8回 オンライン歴探

企業プロモーション・MODEL
SONY『Xperia』プロモーションビデオ
HOYU『プロエナジーフォーメン』モデル、ナレーション
⽇本マイクロソフト モデル、ナレーション
LUMINE、LAQUA、ペニンシュラ東京
RICOH GR PERFECTGUIDE ハービー⼭⼝さん撮影
グッドライフ様VP 出演
東京海上⽇動⽕災保険様VP出演
DocuSign PV
東京海上⽇動⽕災保険株式会社 動画出演とナレーション
⼤内商事CM 出演とナレーション

歴⼥コンテンツ
歴探部 イベント主催「第1回 皇居散策」
歴探部 イベント主催「第2回オンラインで歴史を語ろう」
歴探部 イベント主催「第3回GoogleEarthで戊⾠戦争跡を追う」
歴史街道4⽉号 執筆
歴探部 イベント主催「第4回 戦後75年、今を⽣きる私たちができること」
歴探部 神⽥川クルーズ 企画運営
歴探部 イベント主催MC「第6回明智光秀の⾜跡を追う」
歴探部 イベント企画「第7回渋沢栄⼀の故郷を巡る 企画」
歴探部 第8回オンライン歴探

WRITER
『JB Press ベンチャー起業家に訊く未来学』 インタビュアー
USEN encoremode インタビュアー&ライター
⽉刊紙『歴史街道』 4⽉号執筆
WEB encoremode 執筆
USEN encoremode ライター

DVD
「晴れのちドキドキ（⽵書房）」

