松尾由紀子
Stan Communications 代表
1990 年長崎文化放送（テレビ朝日系列）に入社
資格：TOEIC 860 点、実用英語検定準 1 級
1994 年よりフリーアナウンサーとして、日本テレビ、TBS、ABC、CNN 等に出演
バイリンガルアナウンサーとしてのキャリアも長く、国際学会や国際シンポジウムでの
バイリンガル司会などの経験も豊富。
プレゼンテーション講師として、アナウンサーを目指す後輩の育成や、小・中学生
向けに「伝える・聴く・反応する」というコミュニケーション教育普及の講演など多方
面で活動中。好奇心とフットワークの良さは、数々の現場取材の経験からであ
る。
＜主な出演＞
TV
1990 年長崎文化放送入社。記者として長崎県庁、市庁クラブに所属。普賢岳噴火災害取材、原爆 50 年忌特別番組等を制作。
アナウンサー・ディレクターとして、情報番組メインキャスター、夕方ニュース番組メインキャスターを務める。情報番組は長崎県内初女性
キャスターによる週末情報番組として注目を集める。
RADIO
FM 世田谷 Happy Life Setagaya パーソナリティ（英語）
リポーター
[TBS]・・N スタ、総力放送！THE NEWS、イブニングファイブ [CNN]・・ CNN WORLD VIEW
[大阪朝日放送]・・鬼嫁厳選！これええねん！[日本テレビ]・・ニュースプラス１、ジパング朝６ [テレビ朝日]・・ニュースステーション、
やじうまワイド [長崎文化放送]・・いい朝 NCC キャスター
司会
毎日新聞社主催 毎日経済人賞 毎日出版文化賞 毎日芸術賞 宇宙と話そう！若田光一宇宙飛行士とのリアルタイム交信 中
継司会、自然科学観察コンクール、Bunkamura ザ・ミュージアム トークショーなど多数
バ イ リ ン ガ ル MC ： 南 部 ア フ リ カ フ ォ ー ラ ム 2013 、 2014 、 世 界 水 会 議 （ 河 川 審 議 会 ） 、 ジ ャ パ ン カ ッ プ （ 逐 次 通 訳 ）
International Forum on Cybernics 2011, Russia forum 2013, 渋谷権八、ブルガリ イル リストランテ、アマンダンブルー鎌
倉, アマンダンセイルなどでの国際ウェディングレセプションなど多数
企業研修講師
-FLM（富士通ラーニングメディア）認定講師として新人研修、新入社員研修講師養成研修、文書作成＆プレゼンテーション研修、
チームワーク＆コミュニケーション研修多数実施（一般企業・マスコミ関係・大学）
-バイリンガルの新入社員研修(通信会社)
-東京都言語能力向上プログラム担当講師として武蔵村山市立第五中学校にて「伝える講座」を担当(3 年間)
-昭和女子大学 ブラッシュアップキャリア塾（社会人女性再就職支援プログラム）ファシリテーター
-ジュニアプレゼン協会認定講師として全国 1500 名の小学生にプレゼンテーション講座を実施（朝日小学生新聞主催）
-昭和女子大学附属昭和小学校アフタースクールにてバイリンガルで英語とプレゼンテーションを学ぶ Stankids 主宰
-日産ミスフェアレディ（日本で最も長い伝統を持つ企業専属コンパニオン）スピーチコーチ

Yukiko Matsuo
Education
1988-1989 Iowa State University (major: journalism)
Seinangakuin University(Fukuoka)、Bachelor of English Literature
Professional Qualifications
TOEIC score: 860

/ TOEFL score: 610

-25 years of experience in Announce, TV-Reporter, Narration, as bilingual communicator ( bilingual
announce, narration, translation, interpretation, ongoing announcement).
-Possess various experiences as a training instructor for business, elementary and junior high school
students
-Excellent communication skills, both written and oral, in English and Japanese.
-Public speaking professional and expert in presentation skills training
Work History
1994―present
-Founder of Stan Communications (HP : http://www.stancommunications.com/ bilingual presentation
seminar service )
-Instructor of on-the-job training (Fujitsu Learning Media) in Japanese and English
-TV reporter (CNN,TBS, NTV, ANB, ABC, MX) in Japanese and English
-Bilingual MC (master of the ceremony) work at a party, wedding, event
-Interpreter work (Business conference, Press interview)
1990―1994

/ -Narrator (Japanese)

-Nagasaki Culture Telecasting Corporation, Nagasaki (announcer, reporter, director)

Experience
Bilingual MC
-Japan Cup Presentation (MC/ Interpretation) / World Water Vision for the 21st Century
-Public symposium of World Committee of Adult Guardianship 2010
- International Forum on Cybernics 2011
-Russia forum 2013

/ -South Africa forum 2013,2014

/-Bilingual Wedding MC

Japanese MC
- Man of Economy Award (Mainichi Newspaper) / -Mainichi Arts Awards(Mainichi Newspaper)
Appearance
-News Wave (NCC) / -The world view (CNN) / -N-toku, Evening Five, The news (TBS)
-Jipang Asa 6, News Plus 1 (NTV)
Instructor
-Induction course, Presentation Skills course, Communication course

/ Global business manner course in

Japanese and English (Fujitsu Learning Media, Softbank Corp., Japan Post Co., Ltd, Mitsubishi UFJ
Information Technology, Ltd, NTT-ME CORPORATION) / -Asahi Presentation Contest for kids 2014
-Speech coach of Nissan Miss Fairlady (showroom attendants with the longest history in Japan)

