
令和３年度  全日本音楽教育研究会高等学校部会支部事務局一覧 202１.7.6現在

支部名 名称 事務局長 学校名 〒 住所 TEL FAX

1 北海道 北海道高等学校音楽教育研究会 松本 浩司 北海道大麻高等学校 069-0847 北海道江別市大麻ひかり町2 011-387-1661 011-387-1662

2 青森県 青森県高等学校教育研究会
音楽部会 田村 智恵子 青森県立十和田工業高等学校 034-0001 青森県十和田市大字三本木字下平215-1 0176-23-6178 0176-23-6771

3 岩手県 岩手県高等学校教育研究会
音楽部会 及川 尚樹 岩手県立盛岡第一高等学校 020-8515 岩手県盛岡市上田3−2−1 019-623-4491 019-613-2516

4 宮城県 宮城県高等学校音楽教育研究会 渋谷　勝輝 宮城県宮城広瀬高等学校 989-3126 宮城県仙台市青葉区落合4-4-1 022-392-5512 022-392-5513

5 秋田県 秋田県高等学校音楽教育研究会 阿部 慎太郎 秋田県立仁賀保高等学校 018-0148 秋田県にかほ市象潟町字下浜山3-3 0184-43-4791 0184-43-4792

6 山形県 山形県高等学校教育研究会芸術部会音楽専門部 松本 光治 山形県立鶴岡南高等学校 997-0037 山形県鶴岡市若葉町26-31 0235-22-0061 0235-24-5941

7 福島県 福島県高等学校教育研究会
音楽部会 渡辺 郁子 福島県立小野高等学校 963-3401 福島県田村郡小野町大字小野新町字宿ノ後63 0247-72-3171 0247-72-6211

8 茨城県 茨城県高等学校教育研究会
音楽部 村田 孝夫 茨城県立水戸第三高等学校 310-0011 茨城県水戸市三の丸2-7-27 029-224-2044 029-225-4524

9 栃木県 栃木県高等学校教育研究会
音楽部会 川田 明良 栃木県立栃木高等学校 328-0016 栃木県栃木市入舟町12-4 0282-22-2595 0282-22-2534

10 群馬県 群馬県高等学校教育研究会
音楽部会 須田 諭美 群馬県立吉井高等学校 370-2104 群馬県高崎市吉井町馬庭1478-1 027-388-3511 027-388-2298

11 埼玉県 埼玉県高等学校音楽教育研究会 岸　利之 埼玉県立越ヶ谷高等学校 343-0024 埼玉県越谷市越ヶ谷2788-1 048-965-3421 048-960-1184

12 千葉県 千葉県高等学校教育研究会
音楽部会 伊藤 善教 千葉県立幕張総合高等学校 261-0014 千葉県千葉市美浜区若葉3-1-6 043-211-6311 043-211-6317

13 東京都 東京都高等学校音楽教育研究会 井上 雅文 東京都立三田高等学校 108-0073 東京都港区三田1-4-46 03-3453-1991 03-3453-2899

14 神奈川県 神奈川県高等学校教科研究会音楽部会 赤川 敏子 神奈川県立横須賀大津高等学校 239-0808 神奈川県横須賀市大津町4-17-1 046-836-0281 046-836-8879

15 新潟県 新潟県高等学校教育研究会芸術部会音楽研究会 土田 利枝子 新潟県立三条東高等学校 955-0053 新潟県三条市北入蔵2-9-36 0256-38-6461 0256-38-0519

16 富山県 富山県高等学校教育研究会
音楽部会 若林 久雄 富山県立南砺福野高等学校 939-1521 富山県南砺市苗島443 0763-22-2014 0763-22-3194

17 石川県 石川県高等学校教育研究会音楽部会 寄島 昭生 石川県立寺井高等学校 923-1123 石川県能美市吉光町ト90番地 0761-58-5855 0761-58-5966

18 福井県 福井県高等学校教育研究会
音楽部会 宇野 智子 福井県立武生高等学校 915-0085 福井県越前市八幡1-25-15 0778-22-0690 0778-22-0692

19 山梨県 山梨県高等学校音楽教育研究会 山宮 正浩 山梨県立笛吹高等学校 406-0031 山梨県笛吹市石和町市部3 055-262-2135 055-262-6381

20 長野県 長野県高等学校音楽教育研究会 清住 真達 長野県松本須々ヶ丘高等学校 390-8602 長野県松本市美須々2-1 0263-33-3690 0263-37-1076

21 岐阜県 岐阜県高等学校教育研究会芸術部会音楽部会 今井 章子 岐阜県立中津高等学校 508-0001 岐阜県中津川市中津川1088-2 0573-66-1361 0573-66-1362

22 静岡県 静岡県高等学校音楽教育研究会 大石 和規 静岡県立沼津西高等学校 410-0867 静岡県沼津市本字千本1910-9 055-962-0345 055-963-5607

23 愛知県 愛知県高等学校音楽教育研究会 東埜 真紀 愛知県立高蔵寺高等学校 487-0035 愛知県春日井市藤山台1丁目3番地2 0568-92-9000 0568-91-8367

24 三重県 三重県高等学校音楽教育研究会 齋田 努 三重県立白子高等学校 510-0243 三重県鈴鹿市白子4-17-1 059-386-0017 059-386-5510

25 滋賀県 滋賀県高等学校等教育研究会音楽部会 常深 香子 滋賀県立能登川高等学校 521-1235 滋賀県東近江市伊庭町13 0748-42-1305 0748-42-5241

26 京都府 京都府高等学校音楽教育研究会 茨木 亜香値 京都府立鴨沂高等学校 602-0867 京都府京都市上京区寺町通荒神口下ル松蔭町131 075-781-0020 075-781-2520

27 大阪府 大阪府高等学校音楽教育研究会 加藤 学 大阪府立港高等学校 552-0001 大阪府大阪市港区波除2-3-1 06-6583-1401 06-6583-1439

28 兵庫県 兵庫県高等学校教育研究会
音楽部会 山本 龍弥 兵庫県立西宮高等学校 662-0813 兵庫県西宮市上甲東園2-4-32 0798-52-0185 0798-52-0187

29 奈良県 奈良県高等学校音楽教育研究会 大野 恭子 奈良県立高田高等学校 635-0061 奈良県大和高田市礒野東町6-6 0745-22-0123 0745-23-0380

30 和歌山県 和歌山県高等学校教育研究会
音楽部会 有本 利香 和歌山県立桐蔭高等学校 640-8137 和歌山県和歌山市吹上5-6-18 073-436-1366 073-423-8033

31 鳥取県 鳥取県高等学校音楽教育研究会 竹内 美咲 鳥取県立倉吉総合産業高等学校 682-0044 鳥取県倉吉市小田204-5 0858-26-2851 0858-26-2852

32 島根県 島根県高等学校音楽教育研究会 勝部 俊一郎 島根県立浜田高等学校 697-0024 島根県浜田市黒川町3749 0855-22-0042 0855-22-2457

33 岡山県 岡山県高等学校教育研究会
音楽部会 定金 麻衣子 岡山県立岡山城東高等学校 703-8222 岡山県岡山市中区下110 086-279-2005 086-279-9913

34 広島県 広島県高等学校教育研究会
音楽部会 坂本 美貴子 広島県立戸手高等学校 729-3102 広島県福山市新市町相方200 0847-52-2002 0847-51-8421

35 山口県 山口県高等学校教育研究会
音楽部会 上田 憲明 山口県立防府高等学校 747-0803 山口県防府市岡村町2-1 0835-22-0136 0835-22-2547

36 徳島県 徳島県高等学校教育研究会音楽部会 石川 宏美 徳島県立名西高等学校 779-3233 徳島県名西郡石井町石井字石井21-11 088-674-2151 088-674-8315

37 香川県 香川県高等学校教育研究会
音楽部会 山内 由佳 香川県立坂出高等学校 762-0031 香川県坂出市文京町2-1-5 0877-46-5125 0877-46-5896

38 愛媛県 愛媛県高等学校教育研究会芸術部会音楽部門 小西　智 愛媛県立松山中央高等学校 791-1114 愛媛県松山市井門町1220番地 089-957-1022 089-958-5954

39 高知県 高知県高等学校音楽教育研究会 岡本 百代 高知県立佐川高等学校 789-1202 高知県高岡郡佐川町乙1789-5 0889-22-1243 0889-22-5571

40 福岡県 福岡県高等学校芸術科研究会
音楽部会 向井 圭子 福岡市立
福翔高等学校 811-1347 福岡県福岡市南区野多目5-31-1 092-565-1670 092-565-1721

41 佐賀県 佐賀県高等学校音楽教育研究会 安藤 明子 佐賀県立唐津西高等学校 847-0821 佐賀県唐津市町田字大山田1992 0954-62-4136 0954-63-9006

42 長崎県 長崎県高等学校・特別支援学校教育研究会音楽部会 一ノ瀬 司 長崎県立佐世保南高等学校 857-1151 長崎県佐世保市日宇町2526 0956-31-5291 0956-33-4103

43 熊本県 熊本県高等学校教育研究会音楽部会 由布 雅子 熊本県立北稜高等学校 865-0061 熊本県玉名市立願寺247 0968-73-2123 0968-74-4101

44 大分県 大分県高等学校教育研究会
音楽部会 大石 恵美子 大分県立日田高等学校 877-0025 大分県日田市田島2丁目9-30 0973-23-0166 0973-23-0167

45 宮崎県 宮崎県高等学校教育研究会
音楽部会 横山 利昭 宮崎県立延岡商業高等学校 882-0007 宮崎県延岡市桜ケ丘3丁目7122 0982-32-6348 0982-32-6349

46 鹿児島県 鹿児島県高等学校教育研究会音楽部会 前田 礼子 鹿児島市立鹿児島玉龍高等学校 892-0806 鹿児島県鹿児島市池之上町20-57 099-247-7161 099-248-3160

47 沖縄県 沖縄県高等学校音楽教育研究会 西田 都 沖縄県立コザ
高等学校 904-0011 沖縄県沖縄市照屋5-5-1 098-937-3563 098-937-0677

48 全国 全日本音楽教育研究会高等学校部会 井上 雅文 東京都立三田高等学校 108-0073 東京都港区三田1-4-46 03-3453-1991 03-3453-2899


