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テレビ・ラジオ出演 篠⽥宗家の新刊 雑誌・新聞掲載

テレビ・ラジオ出演情報

2018年12⽉25⽇（⽕）関⻄朝⽇放送「キャスト」寒川由美⼦代表講師 出演︕

2018年12⽉25⽇(⽕) 関⻄朝⽇放送「キャスト」（17︓25頃放送）に寒川由美⼦代表講師が出演し
ます。‟年末年始のマナー‴をテーマにお正⽉飾りの鏡餅やしめ縄はどこに飾るのが正しいのか︖良い
⽇にちとダメな⽇にちは︖お正⽉に使うお箸やお屠蘇にはどんな意味があるのか︖など番組キャスター
の塚本⿇⾥⾐アナウンサーがチャレンジしながら、寒川代表講師がいわれや正解を解説します。お楽し
みに︕

2018年8⽉13⽇（⽉）読売テレビ「かんさい情報ネットten」寒川由美⼦主席講師 出演︕

2018年8⽉13⽇(⽉)読売テレビ「かんさい情報ネットten」 (関⻄地域 18:20〜18︓45放送）に寒
川由美⼦主席講師が出演します。「教えて︕気になるアレ、どうなっten⁉」のコーナーでお盆のマナ
ーを寒川由美⼦主席講師が、尼僧で落語家の露の団姫（つゆのまるこ）さんと⼀緒に解説します。夫の
実家へ帰省するときのマナーもお⾒逃しなく︕

2018年8⽉4⽇（⼟）関⻄テレビ「モモコのＯｈ︕ソレみ〜よ」寒川由美⼦主席講師 出演︕

2018年8⽉4⽇(⼟)関⻄テレビ「モモコのＯｈ︕ソレみ〜よ」 (13:59〜14:27放送）に寒川由美⼦主
席講師が出演します。毎年恒例の‟お盆のマナー″をテーマに出演者に出題されたマナークイズに寒川
由美⼦主席講師が解説をします。お盆前なのでぜひご覧いただき、お役⽴てください。 
「モモコのOH︕ソレ︕み〜よ︕」番組ホームページ

2017年8⽉14⽇ TBSテレビ「ビビット」寒川由美⼦主席講師 ⽣出演︕

2017年8⽉14⽇（⽉）TBSテレビ8時から放送の「ビビット」に寒川由美⼦主席講師が⽣出演をしま
した。 この時期にピッタリのお盆のマナーをテーマとして、「今更聞けない︕︕街⾏く⼥性たちが疑
問に思う８つのお盆のマナー」を解説しました。 
お家編 
①マンションの場合送り⽕はどうしたらいいですか︖ 
②仏壇へのお供え物で気をつけることはありますか︖ 
③お供え物を下げるのはいつですか︖ 
④お坊さんに渡すお布施はいくらくらいですか︖ 
お墓参り編 
①お墓掃除する時気をつけることはありますか︖ 
②墓⽯に⽔をかけてはいけないって本当ですか︖ 
③合掌する時気をつけることはありますか︖ 
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④お墓で写真を撮ってもいいですか︖ 
⾝近な疑問が解決できるタイムりーな話題でした。

2017年8⽉12⽇（⼟）関⻄テレビ「モモコのＯｈ︕ソレみ〜よ」寒川由美⼦主席講師 出演︕

2017年8⽉12⽇(⼟)関⻄テレビ「モモコのＯｈ︕ソレ
み〜よ」 (13:56〜14:24放送）に寒川由美⼦主席講
師が出演します。今年は⼆年ぶりの「お盆のマナー」
への出演になります。お墓参りマナークイズや仏壇の
掃除、お焼⾹のマナーなどお盆や仏事の疑問を寒川由
美⼦主席講師が解説します。 お楽しみに︕  

2017年5⽉11⽇ NHK WORLD TV「TOKYO FASHON EXPRESS」寒川主席講師 出演︕

NHK WORLD TVのファッション情報番組「TOKYO!FASHION!EXPRESS」に寒川由美⼦主席講師が
出演します。国内ではBS1で5⽉11⽇午前3時から放送予定、また世界配信放送⽇は5⽉8⽇でインター
ネットで観ることができます。靴下をテーマに⽇本⼈の配慮の精神を取り上げます。放送は英語版のま
まになります。 
⽇本のマナーとして、素⾜のサンダル履きで他⼈の家を訪問する時は、バッグに靴下を⼊れ持って⾏き
ますが、どのタイミングでどこで履けばよいのかを宇治野ひとみ講師が⽞関で実践し、寒川由美⼦主席
講師が解説をします。また、和室ではストッキングは素⾜と⾒なされますので、廊下で靴下を履いてか
ら和室へ⼊ります。靴下を履く時には、お迎えの⽅に完全に背を向けてしまわないよう、後ろ向きでも
少し斜めになりながら、履く姿をあまりお⾒せしないように履きます。こらから夏に向け役に⽴つ情報
です。ぜひご覧ください。  
NHK WORLD TV「TOKYO!FASHION!EXPRESS」番組ページ

2016年8⽉9⽇（⽕）フジテレビ系列「ニッポンのぞき⾒太郎」 寒川主席講師出演︕

2016年8⽉9⽇（⽕）フジテレビ系列・全国ネット「ニッポンの
ぞき⾒太郎」（21︓00〜放送予定）に寒川由美⼦主席講師が出演
します。ニッポンの夏︕多数派は間違っているぞスペシャルで、
お墓に到着した時の挨拶、墓⽯の掃除、お供えなど「正しいお墓
参りマナー」のクイズを解説します。普通にやっているお墓参り
が実は間違っているかもしれません︕ぜひチェックしてみて下さ
い。 

2016年1⽉27⽇（⽔）テレビ東京「ニッポン⼤好き外国⼈No.1決定戦」 寒川主席講師出演︕

2016年1⽉27⽇（⽔）テレビ東京「⽔曜エンタ・
世界が驚く職⼈技・ニッポン⼤好き外国⼈No.1決
定戦」（21︓00〜放送予定）に寒川由美⼦主席講
師が出演します。⽬上役のナイツの塙さん宅へお
礼に伺う設定で、京都東映太秦村でロケをしてき
ました︕外国⼈３名が “訪問のマナー”に挑戦し、
寒川主席講師がマナーチェックと解説をします。
⽞関の引き⼾の⼊り⽅、あいさつの仕⽅、靴の脱
ぎ⽅、⼿⼟産の渡し⽅、 お茶のいただき⽅などな
どハードルの⾼い関⾨が数多くあります。⽇本⼈

でも知って役⽴つ内容ですので、ぜひご覧ください。 

2015年8⽉8⽇（⼟）関⻄テレビ「モモコのＯｈ︕ソレみ〜よ」寒川由美⼦主席講師 出演︕

２０１５年８⽉８⽇(⼟) 関⻄テレビ「モモコのＯｈ︕
ソレみ〜よ」 (14:25〜14︓55放送）に寒川由美⼦主席
講師が出演します。毎年恒例の「お盆のマナー」クイ
ズ︕今年もお墓参りの作法やお坊さんへのお礼やお茶の
マナーなどを VTRのクイズ⽅式で出演者に出題し、寒川
由美⼦主席講師が解説します。 お楽しみに︕  

http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/tv/tokyofashion/


2015年2⽉4⽇（⽔）MBSテレビ「JUNBANG︕」寒川由美⼦主席講師 出演︕

２０１５年２⽉４⽇(⽔)MBS毎⽇テレビ「気になるモノを並べかえ︕ＪＵＮＢＡＮＧ︕」（19:56〜
21:54放送）に寒川由美⼦主席講師が出演しました。マナーに関するジュンバンのクイズで、お焼⾹
のマナーや神社参拝のマナー、座り順のマナーなどを解説し、お⼿本を披露しました。

2014年12⽉27⽇（⼟）関⻄テレビ「⾬上がり⾷楽部」寒川由美⼦主席講師 出演︕

２０１４年１２⽉２７⽇(⼟)関⻄テレビ「⾬上がり⾷楽部」
（18:30〜19:00放送）年末年始のお料理クイズで寒川由美⼦主
席講師が解説をしました。「年越しそば」はいつ⾷べるのか︖ど
んないわれがあるのか︖「おせち料理」の栗きんとんを⾷べる意
味は︖などの疑問や⿊⾖、海⽼、 かまぼこ、レンコン、伊達巻な
どのめでたいおせち料理のいわれも解説しました。「お正⽉に使
う祝箸」や「お雑煮」など年末年始にまつわる⾯⽩い由来が分か
ってとても楽しめます︕ 

2014年12⽉19⽇（⾦）関⻄テレビ「よ〜いドン︕」寒川主席講師&桑野講師 出演︕

２０１４年１２⽉１９⽇（⾦）関⻄テレビ「よ〜いドン︕」（9︓50〜11︓10放送）に寒川由美⼦主
席講師が出演します。ロザンの関⻄ワーカーのコーナー(10︓30頃放送予定）でマナー講師という職
業にスポットを当て、寒川由美⼦主席講師の紹介と視聴者に役⽴つマナーとして「ノックのマナー」
「訪問応接のマナー」を桑野友恵講師と模範演技しました。他にも「年賀状の書き⽅」「御⾹典の書き
⽅」「結婚祝いの書き⽅」や⽇本料理屋さんでは、割りばしの割り⽅、吸い物椀の扱い⽅、お刺⾝の⾷
べ⽅、 焼き⿂の⾷べ⽅をロザンの宇治原さんと菅さんが挑戦し、寒川講師が解説をしました。知って
得する情報が満載ですのでお楽しみください︕  

2014年8⽉16⽇（⼟）読売テレビ「もってる︕︖モテるくん」寒川由美⼦主席講師 出演︕

２０１４年８⽉１６⽇（⼟）読売テレビ「もってる︕︖モ
テるくん」（25︓28〜26︓30放送）寒川由美⼦主席講
師が出演します。⼭⾥さんや若⼿芸⼈さん達がマナークイ
ズに挑戦し、寒川講師が解説をします。ビールの注ぎ⽅、
グラスの受け⽅、乾杯のマナー、ノックの回数など、若⼿
芸⼈さんは勿論のこと、視聴者の⽅にも役⽴つ作法がいっ
ぱいです︕  

2014年8⽉16⽇（⼟）関⻄テレビ「⾬上がり⾷楽部」⽵本久仁⼦講師 出演︕

２０１４年８⽉１６⽇(⼟) 関⻄テレビ「⾬上
がり⾷楽部」（18:30〜19:00放送）に⽵本久
仁⼦総師範が出演します。 「マナー講座」のコ
ーナーで、⾬上がり決死隊の宮迫さん・蛍原さ
ん、宇都宮まきさん、ゲストの南野陽⼦さん
と、和⾷・洋⾷・中華それぞれからクイズ形式
でお送りします︕ 知っている様で実は意外に知
らないマナーも︕お楽しみに︕  



2014年8⽉11⽇（⽉）関⻄テレビ「ちゃちゃ⼊れマンデー 」に寒川由美⼦主席講師 出演︕

２０１４年８⽉１１⽇(⽉) 関⻄テレビ「ちゃちゃ⼊れマンデ
ー」（19:00〜19:55放送）に寒川由美⼦主席講師が出演し
ます。お墓参りのマナーの⼿順をクイズ形式で出題し、その解
説をします。お墓に着いたらまずすることや、掃除の仕⽅、お
供え物のことなどが分かり、 お盆前の先祖供養に役⽴ちま
す。  

2014年8⽉9⽇（⼟）関⻄テレビ「モモコのＯｈ︕ソレみ〜よ」寒川由美⼦主席講師 出演︕

２０１４年８⽉９⽇(⼟) 関⻄テレビ「モモコのＯ
ｈ︕ソレみ〜よ」 (14:25〜14︓55放送）に寒川由美
⼦主席講師が出演します。「お盆のマナー」をテーマ
に、お墓参りのマナー、新盆のマナー、数珠のマナー
を VTRのクイズ⽅式で出演者に解答頂き、寒川由美⼦
主席講師が解説します。 お楽しみに︕  

2014年4⽉18・25⽇、5⽉2⽇（⾦）東海テレビ「お茶の間アンサー」⽯崎友⼦講師 出演︕

２０１４年４⽉１８⽇・２５⽇（⾦）、５⽉２⽇（⾦）東海テレビ「お茶の間アンサー」（１９︓００
〜２０︓００放送）に⽯崎友⼦講師が出演しました。⽣活クイズコーナーで⾷事のマナーや訪問のマナ
ーなどのマナー解説をしました︕これからもマナークイズと⽯崎講師の解説が続く予定です。お楽しみ
に︕ 

2013年8⽉8⽇（⽊） テレビ⼤阪 「なにしよ︕︖」 相良まゆみ講師 ⽣出演︕

２０１３年８⽉８⽇（⽊）テレビ⼤阪「なにしよ!?」（11︓59〜13︓00⽣放送）に相良まゆみ講師
が⽣出演しました。「プロに学びましょ︕」のコーナーで帰省のマナーをテーマに ○×クイズ３問と
視聴者の⽅からの冠婚葬祭についての質問にお答えしました。 放送後の相良講師の感想は『出演者の
皆様から「知っているようで知らないのがマナーであり、⾃分が正しいのか不安になることがありま
す」と⾔う⾔葉がございましたが、⽣出演の約25分間を楽しく過ごすことが出来ましたのは、⽇本現
代作法会で全て学んでいると⾔う確信からでした。』 

2013年8⽉10⽇（⼟）関⻄テレビ「モモコのOH︕ソレ︕み〜よ︕」寒川主席講師出演︕

２０１３年８⽉１０⽇（⼟）関⻄
テレビ「モモコのOH︕ソレ︕み〜
よ︕」（１４︓２５〜１４︓５５
放送）に寒川由美⼦主席講師（作
法会会⻑）が出演する予定です︕
今年も「お盆」をテーマにハイヒ
ールモモコさん、新たにメンバー
に加わった重岡だいきさん、⻄川
ヘレンさん、兵藤⼤樹さん、藤本
景⼦アナウンサーと恒例のお墓参
りやお坊さんに関する作法などを



クイズ形式でお送りします︕お楽しみに︕

2013年7⽉8⽇（⽉）ABC朝⽇放送「ごきげん︕ブランニュ」寒川由美⼦主席講師 出演︕

２０１３年７⽉８⽇（⽉）「ごきげん︕ブランニュ」（ABC朝⽇放送・23︓17〜24︓17放送）に寒
川由美⼦主席講師が２回⽬の出演をします。前回「岩橋 マナー検定」のコーナーで1度⽬のマナー修
⾏を終えたプラスマイナスの岩橋さんが今回はフランス料理店でマナー修業に挑戦します。前回からど
れほど成⻑しているのか︖メッセンジャーのあいはらさんと⼀緒にチェックします。 とても楽しい番
組なので皆さまお楽しみに︕

2013年5⽉28⽇（⽕） ABC朝⽇放送「おはよう朝⽇です」寒川由美⼦主席講師 出演︕

２０１３年５⽉２８⽇（⾦）「おはよう朝
⽇です」（ABC朝⽇放送・6︓45〜8︓00
放送）に寒川由美⼦主席講師が出演しま
す。「ＮＭＢ⼭⽥奈々の美神★⾰命」〜美
のマナー作法〜のコーナーで⼭⽥奈々ちゃ
ん(NMB48)と喜多ゆかりアナウンサーと
⼀緒に7︓20頃から出演します。結婚式に
招かれた時の⼥性の正しい装いは︖ など
結婚式のマナークイズを奈々ちゃんに挑戦
してもらいます︕６⽉は結婚式も多くなり
ます。 列席者は失礼のないようマナーを
⾝につけたいものですね。

2013年5⽉20⽇（⽉） NHK総合「えひめ おひるのたまご」 井上 美講師 出演︕

２０１３年５⽉２０⽇（⽉）「えひめ おひるのたま
ご」（NHK総合・11︓40〜12︓00放送）に⽇本現代
作法会講師の井上美講師が出演します。テーマは結婚
式のマナーです。 愛媛県域での放送となります、県下
にお住まいの⽅はお⾒逃し無く︕︕ 
※4/22放送予定でしたが国会中会のために延期になり
ました。ご了承下さいませ。

2013年4⽉29⽇（⽉）ABC朝⽇放送「ごきげん︕ブランニュ」寒川由美⼦主席講師 出演︕

２０１３年４⽉２９⽇（⽉）「ごきげん︕ブラ
ンニュ」（ABC朝⽇放送・23︓17〜24︓17
放送）に寒川由美⼦主席講師が出演します。
「岩橋 マナー検定」のコーナーでプラスマイ
ナスの岩橋さんの⾷事や訪問のマナー⼒をメッ
センジャーのあいはらさんと⼀緒にチェックし
ます。 
奇抜な岩橋さんの⾏動に驚く寒川講師でした
が、きちんと模範解答も解説していますのでマ
ナー再確認にもなります︕ 
とても楽しい番組なので皆さまお楽しみに︕

2013年3⽉4⽇（⽉） NHK総合「えひめ おひるのたまご」井上 美講師 出演︕

2013年３⽉ ４⽇（⽉）「えひめ おひるのたまご」（NHK総合・11︓40〜12︓00放送）に⽇本現
代作法会講師の井上美講師が出演します。テーマは結納のマナーです。 愛媛県域での放送となりま



す、県下にお住まいの⽅はお⾒逃し無く︕︕

2013年2⽉22⽇（⾦） ＭＢＳ毎⽇放送「プリプリ」 寒川由美⼦主席講師 出演︕

２０１３年２
⽉２２⽇
（⾦）「プリ
プリ」（ＭＢ
Ｓ毎⽇放送・
9︓55〜10︓
50放送）に寒
川由美⼦主席
講師が出演し
ます。「⼿⼟
産のマナーこ
れ知らんかっ

たわランキング」のコーナーで寒川講師が⼿⼟産の渡し⽅や頂き⽅などを解説します︕ 10︓15頃から
の出演予定です。お楽しみに︕

2012年12⽉16⽇（⽇）RCCラジオ「和佐由紀⼦のうららか⽇曜⽇」村⼭紀⼦講師 出演︕
２０１２年１２⽉１６（⽇）「和佐由紀⼦のうららか⽇曜⽇」（RCCラジオ9:00〜10:15放送）に⽇本
現代作法会の村⼭紀⼦講師が⽣出演しました。 テーマは「年賀状のマナー」でした。

2012年11⽉26⽇（⽉） NHK総合「えひめ おひるのたまご」 井上 美講師 出演︕

２０１２年１１⽉２６（⽉）「えひめ おひるのたま
ご」（NHK総合・11︓40〜12︓00放送）に⽇本現代
作法会講師の井上美講師が出演します。テーマは「お
⾒合いのマナー」です。 愛媛県域での放送となりま
す、県下にお住まいの⽅はお⾒逃し無く︕︕

2012年10⽉15⽇（⽉） NHK総合「えひめ おひるのたまご」 井上 美講師 出演︕

２０１２年１０
⽉１５（⽉）
「えひめ おひ
るのたまご」
（NHK総合・
11︓40〜12︓
00放送）に⽇本
現代作法会講師
の井上美講師が
出演します。テ
ーマは「縁談」
です。 愛媛県

域での放送となります、県下にお住まいの⽅はお⾒逃し無く︕︕

2012年10⽉4⽇（⽊）関⻄テレビ「スーパーニュースアンカー」寒川由美⼦主席講師 取材出

演︕

２０１２年１０⽉４（⽊）「スーパーニュースアンカー」（関⻄
テレビ・16︓48〜19︓00⽣放送）で寒川由美⼦主席講師が⽇本
の作法に隠れる“隠す美学”や美しい所作について取材を受けたコ
ーナーが放送されます。放送予定時間は１７時１５分頃です。 近
畿2府４県エリア⽣放送です。お⾒逃し無く︕︕

2012年9⽉24⽇（⽉） NHK総合「えひめ おひるのたまご」 井上 美講師 出演︕

２０１２年９⽉２４（⽉）「えひめ おひるのたまご」（NHK総合・11︓40〜12︓00放送）に⽇本
現代作法会講師の井上美講師が出演します。テーマは「⻑寿のお祝い」です。 愛媛県域での放送とな
ります、県下にお住まいの⽅はお⾒逃し無く︕︕



2012年8⽉11⽇（⼟）関⻄テレビ「モモコのOH︕ソレ︕み〜よ︕」寒川由美⼦主席講師出

演︕

２０１２年８⽉１１⽇（⼟）関⻄テレビ「モモコのOH︕ソレ︕み〜よ︕」（１４︓２５〜１４︓５５
放送予定）に寒川講師が出演する予定です︕毎年、篠⽥宗家が「お盆」をテーマに出演して参りました
が、今回は寒川講師がゲスト出演します︕ハイヒールモモコさん、関ジャニ∞の村上信五さん、⻄川ヘ
レンさん、兵藤⼤樹さん、藤本景⼦アナウンサーと恒例のお墓参りやお仏壇、お坊さんへのお礼の作法
などをクイズ形式でお送りします︕お楽しみに︕

篠⽥弥寿⼦宗家の新刊本情報

「⼀⽣使える、美しい⼥性のマナー」 （PHP研究所）

篠⽥弥寿⼦宗家の新刊著書が発刊されました︕ 
あなたの「常識」は⼤丈夫?⾝だしなみ、会話術、冠婚葬祭、おつき
あい、⾷事、和の作法などを篠⽥宗家のわかりやすい、覚えやす
い、マナー短歌でポイントを解説! 
１章 第⼀印象から「品格のある⼥性」  
２章 品格のある会話術 
３章 上⼿なおつきあい 
４章 美しい⾷事のマナー 
５章 働く⼥性の気配り  
６章 公共の場での美しいふるまい  
７章 暮らしの中の気配り  
８章 和の作法  
９章 いざというとき困らないための慶弔マナー  
篠⽥弥寿⼦宗家の著書紹介ページはこちら

「くらしの冠婚葬祭とマナー」 （新⽇本法規出版）

第１章 婚約と結婚 
第２章 ⼈の⼀⽣とお祝事 
第３章 四季の⽣活ごよみ 
第４章 葬儀と法要 
第５章 贈答・お⾒舞い・訪問・おもてなしのマナー 
第６章 飲⾷のマナー 
第７章 電話・FAX・メール・⼿紙のマナー 
第８章 おつきあい・ビジネスのマナー 
※篠⽥宗家は第１章「結婚」を担当

雑誌・新聞 掲載情報

「シャルレ ビズ」2018年11⽉号 篠⽥宗家監修「⼼が伝わるメール術」掲載︕︕

http://jms1989.com/product.html


「シャルレ ビズ」2018年9⽉号 篠⽥宗家監修「⼼が伝わるメール術」掲載︕︕

「シャルレ ビズ」2018年8⽉号 篠⽥宗家監修「⼼が伝わるメール術」掲載︕︕



「シャルレ ビズ」2018年3⽉号 篠⽥宗家監修「輝く⼥性のビジネスマナー」掲載︕︕

「シャルレ ビズ」2017年10⽉号 篠⽥宗家監修「輝く⼥性のビジネスマナー」掲載︕︕

「読売新聞」 2017年9⽉6⽇号 「スマホのマナー」篠⽥宗家の記事掲載︕︕



「シャルレ ビズ」2017年6⽉号 篠⽥宗家監修「輝く⼥性のビジネスマナー」掲載︕︕

「シティリビング関⻄版」2017年1⽉13⽇号 「オフィスでの冠婚葬祭マナー」掲載︕︕
 

関⻄版に続き、九州福岡版にも掲載されます。記事を読む

「シャルレ ビズ」2017年2⽉号 篠⽥宗家監修のマナー講座「お歳暮のマナー」掲載︕︕

「シャルレ カフェ」2017年2⽉号 篠⽥宗家監修の記事掲載連載︕︕

http://jms1989.com/img/mass/2017/living1_3.jpg


「読売新聞」 2016年8⽉4⽇号 「幸せランチ」篠⽥宗家の記事掲載︕︕

記事を読む

「読売新聞」 2016年7⽉19⽇号「⼦供の友⼈宅への⼿⼟産は︖」篠⽥宗家の記事掲載︕︕

「シャルレ ビズ」2016年4⽉号 篠⽥宗家の「コミュニケーション術」連載︕︕

「シャルレ ビズ」2016年3⽉号 篠⽥宗家の「コミュニケーション術」連載︕︕

http://jms1989.com/img/mass/2016/yomiuri804_L.jpg


「読売新聞」 2015年10⽉15⽇号 「出産祝いのマナー」篠⽥宗家の記事掲載︕︕

記事を読む

「シャルレ ビズ」2015年10⽉号 篠⽥宗家の「コミュニケーション術」連載︕︕

「シャルレ カフェ」2015年10⽉号 篠⽥宗家の「マナー講座」掲載︕︕

http://jms1989.com/img/mass/2015/yomiuri_10_15_L.jpg


「シャルレ ビズ」2015年7⽉号 篠⽥宗家の「コミュニケーション術」連載︕︕

「リビング阪神中央」 2015年6⽉20⽇号  篠⽥宗家の「お中元のマナー」掲載︕︕

読者の皆様からたくさんのご感想を頂きました︕⼀部ご紹介します。 
・お中元のマナーなどは、あまり知らない⼈が多いと思うので役に⽴つ。 
・マナーの事は、なかなか⼈に聞きづらいので、こういう記事があるととても助かります。 
・お中元だけでなく、贈物をする際に困ることがあり、参考になりました。 
・今更聞きづらい事が丁寧に説明されていたので、⼤変役に⽴ちました。 
・お中元の季節を前に、⼤事なことを確認できる良い機会になりました。 
記事を読む

http://jms1989.com/img/mass/2015/living6_20_L.jpg


「シャルレ ビズ」2015年6⽉号 篠⽥宗家の「コミュニケーション術」連載︕︕

「読売新聞」 2015年1⽉27⽇号  篠⽥宗家の新刊本紹介記事掲載︕︕

記事を読む

「サクセスネット」 2014年11⽉26⽇号  篠⽥宗家の記事掲載︕︕

第⼀⽣命の医療機関向けレポート「サクセスネット」に掲載されました。

「読売新聞」 2014年11⽉20⽇号  篠⽥宗家の記事掲載︕︕

記事を読む

http://jms1989.com/img/mass/2015/yomiuri_1_27_L.jpg
http://jms1989.com/img/mass/2014/yomi_news11.20_L.jpg


「読売新聞」 2014年11⽉12⽇号  篠⽥宗家の記事掲載︕︕

記事を読む

「通販⽣活」2014年春号  篠⽥宗家監修のフォーマルバッグ＆パンプス掲載︕︕

 通販⽣活ホームページ

「読売ファミリー」 2014年10⽉8⽇号  篠⽥宗家の記事掲載︕︕

記事を読む

http://jms1989.com/img/mass/2014/yomi_news11.12_L.jpg
http://jms1989.com/img/mass/2014/yomi_news11.20_L.jpg
http://www.cataloghouse.co.jp/
http://jms1989.com/img/mass/2014/yomiuri3.jp.jpg


「読売ファミリー」 2014年10⽉1⽇号  篠⽥宗家の記事掲載︕︕

記事を読む

全国各地のリビング 篠⽥宗家の「イマドキのおつきあい術」記事掲載 ︕ 

 「リビングむさしの 2013年年末年始号」  「リビングかごしま 2013年11⽉9⽇号」 
「リビングかなざわ 2013年10⽉19⽇号」 他  記事を読む 

「読売ファミリー」 2014年1⽉8⽇号  篠⽥宗家の記事掲載︕︕

http://jms1989.com/img/mass/2014/yomiuri1.jp.jpg
http://jms1989.com/image/tv_book/living_kanazawa_L.jpg


 

「読売新聞」2013年12⽉5⽇号…「年末年始 帰省の⼼得マナー」 篠⽥宗家記事掲載︕

「読売ファミリー」2013年11⽉13⽇号・・・「シーン別 ⼤⼈のマナー」 篠⽥宗家監修︕

勤務先やあらたまった席での⼈付き合いに必
要なのがマナーの⼼得です。 
⼤⼈のマナーをビジネス編、外⾷編、冠婚葬
祭編のシーン別にまとめて篠⽥宗家が監修し
ました。

「リビング阪神中央・⼤阪」2013年10⽉5⽇号 篠⽥宗家の「おつきあいのマナー」 

「妊すぐ」⾚すぐ7⽉号臨時増刊・・・「今どき妊婦の最新マナー塾」 篠⽥宗家監修︕

「読売ファミリー」2013年5⽉29⽇号・・・「マナーの常識○×クイズ」 



「週刊 ワイズ」タイ・バンコク発 週刊フリーペーパー 篠⽥宗家 掲載中︕︕

タイのバンコクで発⾏されてい
る週刊フリーペーパー『週刊ワ
イズ 』に篠⽥宗家の“お嫁さん
の⼼得”が連載されています。⽇
本のニュース情報、タイや東南
アジアのビジネスニュース、バ
ンコクのローカル情報など⽣活
情報を中⼼に掲載されている週
刊誌、2013年4⽉発⾏分のご紹
介です。

NO.341 2013/4/ 3号 頭語と結語の対応 
NO.342 2013/4/10号 お悔やみの⼿紙 
NO.343 2013/4/17号 出産のお知らせ 
NO.344 2013/4/24号 招待・おもてなしピンチ

「週刊 ワイズ」タイ・バンコク発 篠⽥宗家「お嫁さんの⼼得」 掲載中︕︕

タイのバンコクで発⾏されている週刊フ
リーペーパー『週刊ワイズ 』に篠⽥宗
家の“お嫁さんの⼼得”が連載されていま
す。⽇本のニュース情報、タイや東南ア
ジアのビジネスニュース、バンコクのロ
ーカル情報など⽣活情報を中⼼に掲載さ
れている週刊誌、2013年3⽉発⾏分の
ご紹介です。

NO.337 2013/3/ 6号 同居のマナー 
NO.338 2013/3/13号 贈り物のピンチ 
NO.339 2013/3/20号 結婚式でのピンチ 
NO.340 2013/3/27号 贈り物のタブー 

「たまごクラブ」 2013年4⽉号・・・「うれしかった＆困った内祝い マナー講座」篠⽥宗

家監修︕ 

「たまごクラブ」２０１３年４⽉号の“もらってうれしかった＆困った内祝い”「困った内祝いを贈らな
いための出産内祝いのマナー講座」を篠⽥弥寿⼦宗家が監修しました。

http://jms1989.com/img/mass/wise/wise341.pdf
http://jms1989.com/img/mass/wise/wise342.pdf
http://jms1989.com/img/mass/wise/wise343.pdf
http://jms1989.com/img/mass/wise/wise344.pdf
http://jms1989.com/img/mass/wise/wise337.pdf
http://jms1989.com/img/mass/wise/wise338.pdf
http://jms1989.com/img/mass/wise/wise339.pdf
http://jms1989.com/img/mass/wise/wise340.pdf


「ウィークリーえひめリック」2013年2⽉28⽇号 井上美講師の記事掲載︕︕

愛媛新聞社発⾏のフ
リーペーパー『 ウイ
ークリーえひめリッ
ク』 
２０１３年２⽉２８
⽇号に井上美講師の
記事が掲載されまし
た。 
幹事の⼼がけや席決
め、会費と⽀払いな
ど「マナー講師が教
える歓送迎会のヒケ
ツ」をアドバイスし
ました。

「週刊 ワイズ」タイ・バンコク発 篠⽥宗家「お嫁さんの⼼得」 掲載中︕︕
タイのバンコクで発⾏されている週刊
フリーペーパー『週刊ワイズ 』に篠
⽥宗家の“お嫁さんの⼼得”が連載され
ています。⽇本のニュース情報、タイ
や東南アジアのビジネスニュース、バ
ンコクのローカル情報など⽣活情報を
中⼼に掲載されている週刊誌、2013
年1⽉発⾏分のご紹介です。

NO.328 2013/1/ 2号  両親のお祝い 
NO.329 2013/1/ 9号 おもてなしマナー№1 
NO.330 2013/1/16号 おもてなしのマナー№2 
NO.331 2013/1/23号 おもてなしのマナー№3 
NO.332 2013/1/30号 転居のお知らせ 

「読売ファミリー」2013年1⽉16⽇号  「不思議関⻄発⾒︕」篠⽥宗家の記事掲載︕︕

http://jms1989.com/img/mass/wise/wise328.pdf
http://jms1989.com/img/mass/wise/wise329.pdf
http://jms1989.com/img/mass/wise/wise330.pdf
http://jms1989.com/img/mass/wise/wise331.pdf
http://jms1989.com/img/mass/wise/wise332.pdf


ホーム 研修・講演報告 マスコミ関連 取締役会⻑プロフィール 

パッケージ研修 オリジナル研修 講師紹介 商品紹介 会社概要 お問合せ

Copyright © 2014 JAPAN MANNER SERVICE All Rights Reserved.

http://jms1989.com/index.html
http://jms1989.com/topics.html
http://jms1989.com/mass.html
http://jms1989.com/shinoda.html
http://jms1989.com/package.html
http://jms1989.com/original.html
http://jms1989.com/instructor.html
http://jms1989.com/product.html
http://jms1989.com/company.html
http://jms1989.com/contact.html

