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氏名 よみ 登録番号 行政区分 備考
相川　浩一 あいかわ　こういち 408 東京都
相澤　明子 あいざわ　あきこ 606 東京都
相澤　千惠子 あいざわ　ちえこ 716 東京都
會田　佳代子 あいだ　かよこ 3238 東京都
会田　ゆき江 あいだ　ゆきえ 1442 東京都 会:異体字
間野　弘子 あいの　ひろこ 630 東京都
相場　珠美 あいば　たまみ 714 千葉県
相原　恵美 あいはら　えみ 3809 大阪府
青木　いづみ あおき　いづみ 2557 東京都
青木　佳代子 あおき　かよこ 1552 群馬県
青木　恭子 あおき　きょうこ 3056 北海道
青木　寿文 あおき　ひさふみ 2295 東京都
青木　寿代 あおき　ひさよ 2572 静岡県
青木　真実 あおき　まみ 807 川崎市
青木　万里子 あおき　まりこ 1813 大阪府
青木　由美子 あおき　ゆみこ 1715 新潟市
青田　ヱリ あおた　えり 1592 神奈川県
青谷　由美 あおたに　ゆみ 3754 大阪府
青砥　あつこ あおと　あつこ 1938 横浜市
青柳　厚子 あおやぎ　あつこ 2824 神奈川県
青柳　美枝子 あおやぎ　みえこ 3220 兵庫県
青柳　美子 あおやぎ　よしこ 288 静岡県
青山　育子 あおやま　いくこ 405 京都市
青山　純子 あおやま　じゅんこ 313 名古屋市
青山　好一 あおやま　よしかず 2934 滋賀県
赤石　いづみ あかいし　いづみ 1415 鳥取県
赤石　のり子 あかいし　のりこ 3583 静岡県
赤尾　武彦 あかお　たけひこ 1085 愛知県
赤尾　紀子 あかお　のりこ 1457 浜松市
赤木　純子 あかき　じゅんこ 3322 大阪府
赤坂　佳子 あかさか　よしこ 496 岩手県
銅田　有作 あかだ　ゆうさく 3149 大阪市
赤田　宜子 あかだ　よしこ 109 和歌山県
赤松　ゆかり あかまつ　ゆかり 1526 埼玉県
赤嶺　寛徳 あかみね　ひろのり 3510 北九州市
上利　理紗 あがり　りさ 3937 千葉県
秋年　左絵 あきとし　さえ 3527 広島県
秋成　則子 あきなり　のりこ 3894 東京都
秋葉　佳苗 あきば　かなえ 2500 横浜市
秋山　郁美 あきやま　いくみ 2270 茨城県
秋山　泉 あきやま　いずみ 2629 東京都
秋山　江美子 あきやま　えみこ 2351 福島県
秋山　加代子 あきやま　かよこ 3748 東京都
秋山　締子 あきやま　しめこ 1986 大阪市
秋山　麻美 あきやま　まみ 2650 札幌市
浅井　貞子 あさい　さだこ 125 京都市
浅井　典子 あさい　のりこ 2334 川崎市
浅海　瑞穂 あさうみ　みずほ 3666 愛媛県
浅川　奈保 あさかわ　なほ 2278 川崎市
朝倉　久美子 あさくら　くみこ 2741 神奈川県
浅田　亜希子　 あさだ　あきこ 1475 熊本市
浅野　紀美子 あさの　きみこ 209 岡山市
浅野　京子 あさの　きょうこ 116 神戸市
浅野　のぞみ あさの　のぞみ 3134 長崎県
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浅野　規子 あさの　のりこ 2649 東京都
浅野　宏美 あさの　ひろみ 3696 仙台市
浅野　みのり あさの　みのり 3384 大阪府
浅野　慶子 あさの　やすこ 3565 北海道
浅葉　廣子 あさは　ひろこ 2449 大阪府
淺海　容子 あさみ　ようこ 2411 神戸市
浅利　睦子 あさり　むつこ 226 青森県
芦川　万希 あしかわ　まき 3029 静岡県 芦:異体字
味澤　俊介 あじさわ　しゅんすけ 2722 長野県
味澤　奈緒美 あじさわ　なおみ 3274 長野県
網師野　ちづる あじの　ちづる 1430 堺市
芦原　利江 あしはら　りえ 530 大阪府 芦:異体字
東　八重 あずま　やえ 2516 東京都
畔上　美保子 あぜがみ　みほこ 3906 東京都
阿曾　三知子 あそ　みちこ 422 埼玉県
麻生　かおり あそう　かおり 1677 東京都
安雙　八重子 あそう　やえこ 540 東京都
足立　直美 あだち　なおみ 1985 愛知県
足立　正子 あだち　まさこ 614 東京都
渥美　美雪 あつみ　みゆき 2478 兵庫県
熱海　元美 あつみ　もとみ 1040 宮城県
渥美　葉子 あつみ　ようこ 2070 さいたま市
跡見　宜子 あとみ　のりこ 2298 愛知県
阿野　桂子 あの　けいこ 763 長崎県
安彦　真理子 あびこ　まりこ 983 山形県
安孫子　律子 あびこ　りつこ 2331 東京都
阿部　忍 あべ 　しのぶ 1138 香川県
安部　邦子 あべ　くにこ 1348 大分県
阿部　恵子 あべ　けいこ 3321 千葉県
阿部　差恵子 あべ　さえこ 1624 福島県
阿部　沙折 あべ　さおり 2241 福島県
阿部　幸子 あべ　さちこ 2662 北海道
阿部　純子 あべ　じゅんこ 582 千葉県
阿部　節子 あべ　せつこ 535 東京都
安部　範子 あべ　のりこ 719 大分県
阿部　啓予 あべ　ひろよ 986 東京都
阿部　光子 あべ　みつこ 2850 兵庫県
阿部　めぐみ あべ　めぐみ 1246 東京都
阿部　有美 あべ　ゆみ 1446 東京都
阿部　有美 あべ　ゆみ 2202 埼玉県
安保　善寛 あぼ　よしひろ 428 東京都
天野　詠美 あまの　えみ 1215 山梨県
天野　京子 あまの　きょうこ 2609 東京都
天野　秀紀 あまの　ひでのり 2472 福岡市
天野　ゆりか あまの　ゆりか 2397 茨城県
阿萬　清香 あまん　さやか 3834 宮崎県
雨宮　幸代 あめみや　さちよ 2293 山梨県
雨宮　千絵 あめみや　ちえ 4041 埼玉県
雨宮　美幸 あめみや　みゆき 2717 東京都
綾　純子 あや　じゅんこ 1208 香川県
綾織　瑞代 あやおり　みずよ 1628 鹿児島県
綾城　明美 あやぎ　あけみ 457 山口県
綾部　悦子 あやべ　えつこ 578 東京都
鮎沢　愛 あゆざわ　あい 3881 山梨県

社会福祉法人聴力障害者情報文化センター



手話通訳士名簿
【あ】

3/3

氏名 よみ 登録番号 行政区分 備考
荒　喜美枝 あら　きみえ 1252 東京都
新井　和子 あらい　かずこ 89 大阪府
新井　加奈子 あらい　かなこ 3370 東京都
荒井　多喜子 あらい　たきこ 2471 東京都
新井　千恵子 あらい　ちえこ 2063 東京都
新井　利夫 あらい　としお 3158 栃木県
荒居　信子 あらい　のぶこ 3621 東京都
新井　真耶 あらい　まや 3668 埼玉県
荒井　美香 あらい　みか 1777 東京都
新井　美知世 あらい　みちよ 2820 新潟県
新井　幸枝 あらい　ゆきえ 3334 福井県
荒岩　郁子 あらいわ　いくこ 877 さいたま市
荒川　智子 あらかわ　ともこ 1509 名古屋市
荒川　眞里子 あらかわ　まりこ 1181 埼玉県
荒木　泉 あらき　いずみ 1120 東京都
荒木　治美 あらき　はるみ 42 広島県
荒木　富久実 あらき　ふくみ 882 三重県
荒木　真美 あらき　まみ 3137 長崎県
嵐田　真奈美 あらしだ　まなみ 2250 兵庫県
荒田　知美 あらた　ともみ 1579 山口県
新船　洋平 あらふね　ようへい 1615 富山県
新谷　七美 あらや　ななみ 1942 川崎市
有江　謙吾 ありえ　けんご 2124 札幌市
有坂　敬子 ありさか　けいこ 1259 群馬県
有薗　暢子 ありぞの　ながこ 1179 東京都
有瀧　美栄 ありたき　みえ 1137 滋賀県
有野　俊明 ありの　としあき 1991 滋賀県
有間　貴美代 ありま　きみよ 768 愛知県
有馬　冴子 ありま　さえこ 745 長崎県
有吉　絹恵 ありよし　きぬえ 3584 山口県
粟田　登志恵 あわた　としえ 840 徳島県
安藤　薫 あんどう　かおる 1971 北九州市
安藤　幸子 あんどう　さちこ 2339 千葉県
安藤　利昭 あんどう　としあき 527 埼玉県
安藤　智子 あんどう　ともこ 2616 大阪市
安藤　博子 あんどう　ひろこ 1731 千葉県
安藤　牧子 あんどう　まきこ 1553 仙台市
安藤　道世 あんどう　みちよ 2765 名古屋市
安藤　美奈 あんどう　みな 911 愛知県
安藤　恵 あんどう　めぐみ 2011 長野県
安保　ふみ江 あんぽ　ふみえ 2316 東京都
安保　理一 あんぽ　りいち 1285 東京都
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