
氏名 茨城県 指導員級 主な指導分野

友常 清美 石岡市 Ｂ級指導員 鍵盤楽器・リトミック
高橋 ユリ 稲敷郡 Ｂ級指導員 吹奏楽・音楽教育・事業企画
石井 之枝 稲敷市 Ｂ級指導員 ピアノ・コーラス
梅澤 祥子 常総市 Ｃ級指導員 鍵盤楽器・声楽・合唱
遠藤 澄子 つくばみらい市 Ｃ級指導員 鍵盤楽器・合唱・合奏
日吉 明美 つくばみらい市 A級指導員 ピアノ・音楽教育
村上 理子 つくば市 A級指導員 鍵盤楽器（ピアノ）音楽教育
洲崎 宗子 つくば市 Ｂ級指導員 箏曲・三絃
錦織 晃代 取手市 Ｂ級指導員 鍵盤楽器・リトミック
鬼澤 良子 取手市 A級指導員 声楽合唱・ピアノ・音楽療法
古田 裕見子 取手市 A級指導員 声楽(合唱)・ピアノ
松本 久美子 取手市 Ｂ級指導員 鍵盤楽器
大須賀 佳緒里 ひたちなか市 Ｂ級指導員 箏曲・三味線
落合 真希子 ひたちなか市 Ｂ級指導員 鍵盤楽器・声楽
石崎 幸子 鉾田市 Ｂ級指導員 音楽療育・ピアノ
佐々木 静江 水戸市 Ｂ級指導員 音楽教育・大正琴ヴィオリラ
飯田 由美子 守谷市 Ｂ級指導員 ピアノ・ミュージックベル
樋口 身知子 守谷市 Ｂ級指導員 生田流箏・三絃・17弦合奏

（2020年4月現在 18名）



氏名 栃木県 指導員級 主な指導分野

小林 時久 宇都宮市 Ｃ級指導員 合唱
高橋 美智 宇都宮市 Ｃ級指導員 マリンバ
吉川 有子 宇都宮市 Ｃ級指導員 鍵盤楽器・音楽教育
前川 智世 宇都宮市 Ｃ級指導員 生田流箏曲・三絃
田村 和久 宇都宮市 Ｂ級指導員 吹奏楽
増山 玲子 小山市 Ｂ級指導員 エレクトーン・大正琴
斎藤 尚子 鹿沼市 Ｂ級指導員 ピアノ・ベル・エレクトーン
吉沢 佳世 鹿沼市 Ｃ級指導員 箏曲
曽我部 知子 佐野市 Ｂ級指導員 ピアノ・エレクトーン
岩崎 恵子 佐野市 Ｃ級指導員 ピアノ・エレクトーン
斉藤 淳子 那須郡 Ｃ級指導員 鍵盤楽器全般・リトミック
栗原 博子 栃木市 Ｂ級指導員 ピアノ・エレクトーン
中山 眞理子 栃木市 Ｂ級指導員 声楽・合唱指導
大橋 幸子 栃木市 Ｃ級指導員 鍵盤楽器・ミュージックベル
和久 文子 日光市 A級指導員 音楽教育・箏曲
落合 美子 日光市 A級指導員 音楽教育・歌唱指導
後藤 富士江 芳賀郡 Ｂ級指導員 鍵盤楽器・音楽教育

（2020年4月現在 17名）



氏名 群馬県 指導員級 主な指導分野

梶内 美紀 伊勢崎市 Ｂ級指導員 電子オルガン・ピアノ
横尾 美恵子 高崎市 Ｂ級指導員 幼児音楽教育・リトミック
手島 渉 高崎市 Ｂ級指導員 吹奏楽・指揮
黒澤 育子 高崎市 Ｂ級指導員 音楽教育・鍵盤楽器
豊田 裕美子 前橋市 Ｃ級指導員 ピアノ・音楽教育
須永 理恵子 前橋市 Ｃ級指導員 ジャズ・ポピュラーピアノ

（2020年4月現在 6名）



氏名 埼玉県 指導員級 主な指導分野

池谷 愛子 上尾市 Ｃ級指導員 鍵盤楽器・合唱・オカリナ

福原 民雄 入間郡 Ｃ級指導員 編曲・器楽合奏指導

中台 加代 入間市 Ｃ級指導員 ピアノ・音楽教育

新井 美由紀 大里郡 Ｂ級指導員 音楽教育・オカリナ・大正琴

北村 眞理子 桶川市 Ｃ級指導員 音楽療法・音楽療育
栗岡 一矛 春日部市 Ｂ級指導員 ピアノ・大正琴・リトミック

黒崎 和雄 春日部市 Ｃ級指導員 作曲・合唱指導

西山 悦子 春日部市 Ｃ級指導員 鍵盤楽器・音楽教育大正琴

萩原 幸子 春日部市 Ｂ級指導員 鍵盤楽器

北森 純子 川口市 Ｃ級指導員 箏曲

永島 成美 川口市 Ｃ級指導員 鍵盤楽器・音楽教育

磯辺 茂 川越市 Ｂ級指導員 鍵盤楽器・作編曲

小池 洋子 川越市 Ｂ級指導員 鍵盤楽器・ドラム

土居 昌子 北葛飾郡 Ｂ級指導員 鍵盤楽器

加治 直人 北本市 Ｃ級指導員 アコーディオン、吹奏楽

折原 彩 久喜市 Ｃ級指導員 鍵盤楽器・作曲
齊藤 才子 熊谷市 A級指導員 箏曲
木村 美知子 鴻巣市 Ｂ級指導員 ピアノ
大嶋 文江 越谷市 Ｃ級指導員 ピアノ・フルート
深作 美和 越谷市 Ｂ級指導員 箏曲
関川 あさ さいたま市 Ｂ級指導員 電子オルガン・ピアノ
出牛 敏子 さいたま市 A級指導員 音楽教育・鍵盤楽器
小林 順子 さいたま市 Ｂ級指導員 ピアノ・合奏・合唱
斉藤 恵子 さいたま市 Ｂ級指導員 合唱指導・音楽療育
坂田 美紀子 さいたま市 Ｃ級指導員 ピアノ
徳山 晴美 さいたま市 Ｂ級指導員 ピアノ・リトミック・ベル
若松 正子 さいたま市 Ｃ級指導員 弦楽器・ウクレレ
平塚 史子 草加市 Ｂ級指導員 吹奏楽・フルート

川合 幸子 所沢市 Ｂ級指導員 音楽教育・鍵盤楽器

一宮 千恵子 所沢市 A級指導員 ピアノ・オルガン・幼児教育



氏名 埼玉県 指導員級 主な指導分野

小澤 佐智子 所沢市 Ｂ級指導員 ピアノ・リトミック音楽療育

水戸 幸枝 所沢市 Ｃ級指導員 箏曲・三絃

黒沢 由美子 所沢市 Ｃ級指導員 エレクトーン・ピアノ

小野塚 加代 戸田市 A級指導員 音楽教育・作編曲
降田 美貴子 戸田市 Ｃ級指導員 鍵盤楽器・オーボエ
鈴木 晴美 新座市 Ｂ級指導員 鍵盤楽器・エレクトーン

石川 佳子 新座市 Ｃ級指導員 琴・三絃・十七絃

芝﨑 恭子 東松山市 Ｃ級指導員 鍵盤楽器・大正琴・詩吟

大導寺 俊平 比企郡 Ｂ級指導員 鍵盤楽器・合唱

西村 繁之 三郷市 Ｂ級指導員 リコーダー・西洋古楽器
佐々木 美穂 吉川市 Ｃ級指導員 鍵盤楽器

（2020年4月現在 41名）



氏名 千葉県 指導員級 主な指導分野

近江 君枝 市川市 A級指導員 エレクトーン・音楽教育
成澤 香奈 市川市 Ｃ級指導員 声楽・音楽教育
木村 静子 市原市 Ｂ級指導員 ピアノ・オカリナ
永野 静香 市原市 Ｃ級指導員 鍵盤楽器
庄子 由実 印西市 A級指導員 音楽教育
松下 澄子 浦安市 Ｃ級指導員 ピアノ・音楽療法・発達支援
谷津 ゆき 勝浦市 Ｃ級指導員 ピアノ・音楽教育
宮野 美智子 鎌ケ谷市 Ｂ級指導員 ピアノ
浅野 早苗 鎌ケ谷市 Ｃ級指導員 ピアノ・電子オルガン
館山 朋子 君津市 Ｂ級指導員 鍵盤楽器・大正琴
山田 真理 袖ケ浦市 Ｃ級指導員 箏曲・三絃

小澤 弘子 館山市 A級指導員 鍵盤楽器・音楽教育
野本 純子 千葉市 Ｂ級指導員 音楽教育・歌唱指導
小池 百々代 千葉市 Ｂ級指導員 エレクトーン・大正琴
三根 直子 千葉市 Ｃ級指導員 ピアノ・音楽療法

小関 光子 千葉市 Ｃ級指導員 音楽療法・療育・鍵盤楽器

片岡 朋美 千葉市 Ｃ級指導員 鍵盤楽器（ピアノ）

川瀨 真子 東金市 Ｂ級指導員 声楽（個人・合唱）・ピアノ

野中 寿美子 習志野市 A級指導員 エレクトーン・音楽療育
大塚 千栄子 習志野市 Ｃ級指導員 箏曲
中西 美緒 習志野市 Ｃ級指導員 ピアノ・声楽
陣内 麻美 船橋市 Ｂ級指導員 フルート・リコーダー

土屋 須美子 船橋市 Ｂ級指導員 エレクトーン

井上 千恵子 船橋市 Ｃ級指導員 箏曲・三絃

栗原 一枝 船橋市 Ｃ級指導員 鍵盤楽器・合唱

佐々木 裕子 松戸市 Ｃ級指導員 音楽教育・エレクトーン
髙橋 未彩 八千代市 Ｃ級指導員 弦楽器・ヴァイオリン

（2020年4月現在 27名）



氏名 神奈川県 指導員級 主な指導分野

佐々木 純子 伊勢原市 Ｃ級指導員 ピアノ・ミュージックベル
関谷 美佐代 伊勢原市 Ｃ級指導員 鍵盤楽器・大正琴ヴィオリラ
島田 澄子 小田原市 Ｂ級指導員 声楽・コーラス

吉村 直子 鎌倉市 Ｃ級指導員 ピアノ・唱歌・指揮

横山 麻子 鎌倉市 Ｃ級指導員 ピアノ・ソルフェージュ

石井 理恵 鎌倉市 Ｃ級指導員 ピアノ・音楽ムーブメント

千葉 登世 鎌倉市 A級指導員 鍵盤楽器・音楽療法・和楽器

中原 百合子 川崎市 Ｂ級指導員 ピアノ・鍵盤楽器

篠原 八重子 川崎市 Ｃ級指導員 合唱・鍵盤楽器・音楽教育

高橋 明治 川崎市 Ｃ級指導員 鍵盤楽器・吹奏楽・合奏全般

草柳 みさ子 高座郡 Ｂ級指導員 歌唱・鍵盤楽器

高柳 ひろみ 相模原市 Ｃ級指導員 鍵盤楽器・音楽療育

鳥羽山 美和 相模原市 Ｃ級指導員 アンサンブル・編曲・伴奏法

岡澤 みさ 相模原市 Ｃ級指導員 鍵盤楽器

板倉 宏美 座間市 Ｃ級指導員 音楽教育・ピアノ・弦楽器

石井 貴子 逗子市 Ｃ級指導員 ピアノ・電子ピアノ・音楽療法

吉原 揚子 秦野市 Ｂ級指導員 鍵盤楽器・合唱・音楽療法

今井 嘉子 平塚市 Ｃ級指導員 ピアノ・高齢者音楽教育

平野 純 平塚市 Ｃ級指導員 鍵盤楽器

中村 由紀子 藤沢市 Ｃ級指導員 ピアノ

畠山 くみ子 藤沢市 Ｃ級指導員 鍵盤楽器・合唱

和田 智子 三浦市 A級指導員 声楽・合唱

蔦永 典子 大和市 Ｂ級指導員 ピアノ・室内楽・合奏

瀬下 真弓 横須賀市 Ｂ級指導員 合奏・合唱
荒井 弘美 横須賀市 Ｂ級指導員 合唱・ピアノ
中島 千秋 横須賀市 Ｂ級指導員 ピアノ
津野 久美子 横須賀市 A級指導員 ピアノ・鍵盤アンサンブル
堀田 けい子 横須賀市 Ｂ級指導員 箏曲
石川 薫 横須賀市 Ｃ級指導員 鍵盤楽器・アンサンブル
幸崎 真喜 横浜市 Ｃ級指導員 ピアノ



氏名 神奈川県 指導員級 主な指導分野

石田 恭子 横浜市 Ｂ級指導員 音楽教育・鍵盤楽器
松崎 玲子 横浜市 Ｂ級指導員 鍵盤楽器・大正琴
田口 恒子 横浜市 Ｂ級指導員 ピアノ・合唱・オカリナ
太田 律子 横浜市 A級指導員 鍵盤楽器・リトミック
中山 京子 横浜市 Ｃ級指導員 エレクトーン・音楽教育
左貝 美穂子 横浜市 Ｂ級指導員 キーボード･リコーダー
山本 新子 横浜市 Ｃ級指導員 箏曲
松井 令子 横浜市 Ｂ級指導員 鍵盤楽器・リトミック
荒井 あゆみ 横浜市 Ｃ級指導員 弦楽合奏・ヴァイオリン

宮 明子 横浜市 Ｂ級指導員 鍵盤楽器・合唱

本野 栄子 横浜市 Ｂ級指導員 音楽教育・ピアノ

小田桐 陽子 横浜市 Ｂ級指導員 ピアノ・エレクトーン

渡辺 笑子 横浜市 Ｂ級指導員 ピアノ・音楽教育

井上 久美子 横浜市 Ｃ級指導員 鍵盤楽器・ミュージックベル

諏訪 慈子 横浜市 Ｂ級指導員 ピアノ・エレクトーン

原田 敦子 横浜市 Ｃ級指導員 ピアノ・療育音楽

栁澤 伊都子 横浜市 Ｃ級指導員 鍵盤楽器・ヴィオリラ大正琴

生子 恵美子 横浜市 Ｃ級指導員 鍵盤楽器

西谷 頼子 横浜市 Ｃ級指導員 鍵盤楽器

小林 容子 横浜市 Ｂ級指導員 鍵盤楽器

倉橋 恭子 横浜市 Ｃ級指導員 合唱・鍵盤楽器

中井 麻美 横浜市 Ｃ級指導員 ピアノ・幼児教育

前田 美織 横浜市 Ｃ級指導員 ピアノ・声楽

齋藤 友快 横浜市 Ｃ級指導員 管楽器

長谷川 裕子 横浜市 Ｂ級指導員 鍵盤楽器・ミュージックベル

東 恵 横浜市 Ｃ級指導員 ギター・音楽教育

松井 瞳 横浜市 Ｃ級指導員 フルート・吹奏楽

遠藤 倫子 横浜市 Ｂ級指導員 音楽教育

（2020年4月現在 58名）



氏名 東京都 指導員級 主な指導分野

原田 大雪 昭島市 Ｂ級指導員 吹奏楽・トランペット

石田 由美 板橋区 Ｃ級指導員 尺八

丸山 由美子 板橋区 Ｃ級指導員 エレクトーン

川井 佳子 板橋区 Ｂ級指導員 鍵盤・音楽教育・ハンドベル

大野 雅夫 板橋区 Ｂ級指導員 音楽指導・音楽企画運営

粟井 洋子 稲城市 Ｃ級指導員 音楽教育・箏曲

有泉 智江 稲城市 Ｃ級指導員 ピアノ・ソルフェージュ

池田 由貴子 江戸川区 Ｃ級指導員 音楽教育・ピアノ

佐藤 ゆき子 大田区 Ｂ級指導員 鍵盤楽器・声楽・音楽療法

俵山 由紀恵 大田区 Ｂ級指導員 声楽・ピアノ・リトミック

笠間 由美 葛飾区 Ｃ級指導員 ピアノ・音楽教育

高松 照代 北区 Ｃ級指導員 箏曲・地唄

保刈 永江 北区 Ｂ級指導員 箏曲・地唄三絃

茂木 典子 北区 Ｃ級指導員 鍵盤楽器・ミュージックベル

菱井 里絵 江東区 Ｂ級指導員 フルート・音楽教育・吹奏楽

鐘ヶ江 亮 小平市 Ｃ級指導員 トランペット・吹奏楽

鈴木 純子 品川区 Ｃ級指導員 ピアノ・エレクトーン

宮木 丸美 品川区 A級指導員 音楽事業企画・鍵盤楽器

阿波田 のぞみ 品川区 Ｂ級指導員 合唱・ピアノ

近藤 順子 品川区 Ｂ級指導員 音楽教育・ピアノ

小池 靖子 品川区 Ｂ級指導員 ピアノ・フルート

村上 雅子 品川区 Ｂ級指導員 弦楽器・ヴァイオリン

髙橋 幸子 品川区 A級指導員 ピアノ･合唱

深尾 友美子 渋谷区 A級指導員 鍵盤楽器・音楽療育・療法

小川 聡子 渋谷区 Ｃ級指導員 日本伝統音楽

山口 玲子 新宿区 Ｂ級指導員 ジャズ・ポピュラーピアノ

山本 輝子 新宿区 Ｂ級指導員 声楽・ピアノ

橋爪 久美子 新宿区 Ｂ級指導員 ピアノ・声楽・音楽療法

船越 理恵 杉並区 Ｃ級指導員 音楽教育・ピアノ



内田 芳伸 杉並区 Ｂ級指導員 弦楽器・音教育・催企画制作

高木 木綿 杉並区 Ｃ級指導員 ピアノ

廣田 明子 杉並区 Ｃ級指導員 ピアノ・エレクトーン

小西 範子 墨田区 Ｂ級指導員 ピアノ・合唱(声楽)

栗原 美和子 世田谷区 Ｂ級指導員 和太鼓・音楽療法

中島 節子 世田谷区 Ｂ級指導員 ピアノ・合唱

加藤 万吏乃 世田谷区 Ｂ級指導員 声楽・音楽療法

髙橋 里香 世田谷区 Ｂ級指導員 ピアノ教育ミュージックベル

大島 恵 世田谷区 Ｂ級指導員 ピアノ

石井 美和子 世田谷区 Ｂ級指導員 音楽教育・鍵盤楽器・楽典

安藤 珠希 世田谷区 Ｂ級指導員 生田流箏曲

寺田 緑 世田谷区 Ｂ級指導員 ヴァイオリン

石丸 桃子 世田谷区 Ｂ級指導員 ポピュラーピアノ・ジャズピアノ

安藤 恵美子 世田谷区 A級指導員 ピアノ・音楽教育・心理カウンセラー

森岡 昌子 台東区 Ｃ級指導員 ピアノ・ミュージックベル

平澤 真佐子 多摩市 Ｃ級指導員 ピアノ・鍵盤アンサンブル

野村 淑子 多摩市 A級指導員 ピアノ・エレクトーン

柳澤 カツミ 中央区 Ｂ級指導員 箏曲・三味線

重本 昌信 調布市 A級指導員 アートマネジメント・管弦楽

上田 聡子 調布市 Ｃ級指導員 鍵盤楽器・音楽教育

臼杵 博之 豊島区 Ｃ級指導員 ピアノ・音楽教育

永野　馨 中野区 Ｃ級指導員 声楽・合唱

簾籐 美與子 西東京市 Ｂ級指導員 ハーモニカ

比田井 文子 西東京市 Ｃ級指導員 鍵盤楽器・合唱

橋本 亜子 練馬区 Ｃ級指導員 ピアノ・リトミック

工藤 恵子 練馬区 Ｂ級指導員 鍵盤楽器・ミュージックベル

武谷 あい子 練馬区 Ｃ級指導員 鍵盤楽器・アンサンブル

刀根 早寿実 練馬区 Ｃ級指導員 鍵盤楽器・合唱

高橋 こずえ 八王子市 Ｃ級指導員 幼児教育・鍵盤楽器

渡邉 篤子 東久留米市 Ｂ級指導員 幼児教育・エレクトーン

稲葉 妙子 東久留米市 Ｂ級指導員 鍵盤楽器



正田 弥生 府中市 Ｂ級指導員 リトミック・鍵盤楽器

増田 美晴 府中市 Ｃ級指導員 鍵盤楽器・合唱

武藤 孝子 福生市 Ｃ級指導員 大正琴、鍵盤楽器

泉田 由美子 文京区 Ｂ級指導員 鍵盤楽器・合唱・大正琴

阿部 幸恵 文京区 Ｂ級指導員 ポピュラーピアノ・アレンジ

藤田 智美 町田市 Ｃ級指導員 音楽療法・合唱

西岡 晃 町田市 Ｂ級指導員 音楽教育

吉野 綾子 三鷹市 Ｃ級指導員 歌唱（声楽・合唱指揮）

小川 正毅 三鷹市 A級指導員 管弦楽・吹奏楽

清水 敦子 港区 Ｂ級指導員 ピアノ・エレクトーン

成瀬 良枝 目黒区 Ｂ級指導員 ドラムサークル・リトミック

土屋 淑子 目黒区 Ｂ級指導員 ピアノ・電子オルガン

黒田 由貴子 目黒区 Ｃ級指導員 弦楽器

加藤 雅子 目黒区 A級指導員 音楽教育

（2020年8月現在　74名）
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