
 

 

三浦 まゆみ  
フリーアナウンサー、ナレーター、 
気象予報士(予報・解説)  
経済シンクタンク設立事業、北海道新聞社・新規メディア事業立ち上
げを経て、放送業界に転身し気象キャスターに。その後も、気象予報
士キャスター・番組制作・キャスター育成を 20年ほど務める。 

カナダ・トロントに 2年半滞在中、多民族 FM 局・パーソナリティ
ー、CS TV局・日本語番組コーディネーター、新聞・記者及び編集、
PVナレーターを務める傍ら、トロント大学付属語ESLにて英語をブラ
ッシュアップ。 

現在、気象予報士（予報/解説、講師）、アナウンサー(日英)、ライタ
ー、シンクタンク・リサーチャー＆リポーター（海外事業：環境、エ
ネルギー、鉄道・航空等の交通インフラ）として活動。ラジオ放送歴 9
年、テレビ 4年、耳心地のよいしゃべりとウィットあるフリ ートーク
の面白さに定評あり。 

司会・ナレーション・インタビュー・通訳等の仕事を通して、ご縁ある創造の場に関わって参りたいと思って
おります。  
 
■学 歴 
・弘前大学人文学部人文学科・英語学専攻 卒業  
・University of Toronto, ESL in Continuous Study: Business Communication, Comprehensive, 
Talking class 各修了  
 
■免許・資格  
 気象予報士 ・気象防災アドバイザー  ・ TOEIC865  ・書道(毛筆六段位、硬筆初段)  
 
■実 績  
< 司会 >  
『金融規制サミットジャパン 2018 [トムソン・ロイター]』（日英） 
『Astrazenaka 新社長就任式 2016 及び 2018 』（日英） 
『International Symposium on miRNA - Cancer Biomarker Research 2016 』（英） 
『東京国際映画祭 2014』六本木ヒルズアリーナ会場総合司会（日英） 
『 AIMS Abdominal Imaging 2014 及び 2015』（日英） 
『 Advanced Imaging Multimodality Seminars - Neuroimaging 2011 及び 2013』（英） 
『国連世界宇宙週間 「第６回宇宙ビジネスフォーラム」2018』司会 
『CEATEC JAPAN 2014 及び 2015：CEATEC JAPAN AWARD授賞式』 
『はやぶさ地球帰還１周年記念講演会』総合司会、『フィンランド大使館 経済交流セミナー』  
<気象予報士キャスター>  
KIRIN「お天気ジョッキー」(北海道文化放送)、CS天気専門チャンネル「お天気チャンネル」、 
『Tokyo ニュース」(MX-TV) 、 『電波少年的放送局 ～三浦まゆみの天気博徒』( CS 日テレ) 
J-wave : 「Groove Line」、異常気象時臨時解説  
FM横浜:「Morning Steps」「TheBreeze」「DaylightSplash」「RadioDog」など 
<ラジオ DJ・ナレーション>  
「Saturday Night Japan」日本語・音楽/情報番組 ( CHIN AM :カナダ・トロント)  
CFMT : ニュース(カナダ・トロント CSTV) Canadian Pacific 系列ホテル紹介 PV  
< 通訳 >  
『2012 FOODEX』千葉県特産品推進イべント 会場アテンド通訳 
『2010 APEC JAPAN』:JAPAN EXPERIENCE - JETRO 環境産業展示ブース 日英説明員  



 

 

Miura Mayumi  
Certified and Accredited Meteorologist, Announcer, Narrator, Translator＆Interpreter.  
 
●Education:  
・   Hirosaki University (Aomori), Bachelor of English Linguistics.  
・  University of Toronto, ESL in Continues Education Course:  
  completed Business Communication and Comprehensive courses.  
 
● Background  
 Started out as a secretory and editor with research association for Hokkaido Economy  
activation in Sapporo, and later, worked as an editor or caster, DJ and announcer in mass 
media field, as newspaper, TV & radio stations and weather forecast companies in Tokyo and 
also in Toronto, Canada. Specialized in covering news general, climate&weather, energy, social 
infrastructure and business general.  
 As a Certified and Accredited Meteorologist for about 20 years, I focus on offering forecast 
and giving advice or lectures in broadcasting media and seminar on environment general. Also, 
Narrator for VP, MC in international events and translator & interpreter in various industrial 
fields as well as a researcher & reporter on social infrastructure. 
 
●Summary of Qualifications;  
   Nearly 20 years' experience in Announce, Narration, both in Japanese and English.  
Able to relate to people at any level of business. Good communication skills, both written   
and oral, in English and Japanese.  
 
●Career 
 <Weather caster and DJ>  
・Sky Perfect TV 「Weather Channel」(Weather caster)  
・Tokyo Metropolitan Television 「Tokyo News」(Weather caster) 
・CHIN AM (Toronto) 「Saturday Night Japan」(Radio DJ)  
・J-WAVE, FM Yokohama, FM Sound Chiba and FM/AM radio stations all over Japan  
<MC>  
・Global Compliance and Japanese Financial Regulatory Summit 2018（E） 
・AstraZeneca K.K New president inauguration ceremony 2016 and 2018 （JE） 
・International Symposium on miRNA - Cancer Biomarker Research 2016 （E） 
・AIMS International Neuroimaging Symposium (E)  
・2011/2012 CEETEC JAPAN - opening of the conference (J) 
・Finish Embassy, Finland and Japan Economic exchange seminar (J)  
・JSGA ”Lecture on the 1st anniversary of the HAYABUSA earth return” (J)   
<Interpreter>  
・JETORO 「2010 APEC JAPAN 」The Green Industries Exhibition  
・Chiba Prefectural Tourism & Local Products Association”2012 FOODEX Japan ~ Party” 
・The Japan Food Machinery Manufacturers' Association”FOOMA Japan” 
 


