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秋の声 不　　詳 さびしい歌 不　　詳 春よ来い 弘田龍太郎 ああ山本元帥 不　　詳 戦地おもへば 不　　詳

秋のつばめ 不　　詳 さびしい晩 不　　詳 春を惜む 不　　詳 明け行く島 下総 皖一 讃へよ祖国を 不　　詳

雨にぬれた鹿 不　　詳 猿廻し 不　　詳 日ぐれ道 不　　詳 朝の歌 不　　詳 起てり日本 不　　詳

雨の日曜日 不　　詳 しあん顔 不　　詳 飛行機と山 不　　詳 朝は来れり 不　　詳 田草取り 不　　詳

雨のふる日はあはれなり良寛坊 不　　詳 「小学女生」の歌 中山 晋平 びっこ蟹 不　　詳 明日は日曜 不　　詳 玉の御櫛 不　　詳

あられ「けさもコンコン…」 中山 晋平 白い朝 不　　詳 ひばり 中山 晋平 一億進軍 不　　詳 大日本頌歌 不　　詳

あられ「あられがコロコロ…」 不　　詳 白い石 不　　詳 ピンポン玉と小猫 不　　詳 輝く海国 不　　詳 大日本傷痍軍人歌（傷痍軍人は歌ふ） 海軍軍楽隊

蟻の荷はこび 不　　詳 スキーひより 不　　詳 舟の灯 不　　詳 輝く神鏡 不　　詳 男児壮行歌 不　　詳

石投げ 不　　詳 涼しい風 中山 晋平 冬 弘田龍太郎 神の御子 不　　詳 朝光 不　　詳

一茶さん 不　　詳 雀と蛙 不　　詳 冬ごもり「雪がつもれば…」 不　　詳 神の御魂 不　　詳 天にはお日さま 不　　詳

一茶の学問 不　　詳 空に字を書く 不　　詳 冬ごもり「雪はふるふる…」 不　　詳 漢口陥落 瀬戸口藤吉 天には光 不　　詳

稻を苅る日 中山 晋平 空のおつかい 成田 為三 冬の夜 不　　詳 菊水の頌 不　　詳 尊き遺言  (たふとき遺言) 不　　詳

鶯の夢「春が来たとて…」 中山 晋平 それから、なあに 不　　詳 ブリキ屋 不　　詳 郷土健児の歌 中山　晋平 利鎌の光 中山　晋平

鶯の夢「春が来たとて…」 中野 二郎 太鼓の音 不　　詳 またあした! 不　　詳 勤労尽忠行進譜 不　　詳 友を送る 大中　 寅二

歌すき鳥 不　　詳 田うえ「田植えのこなもち…」 不　　詳 ほっぺたのごはん 不　　詳 勤労奉仕歌 陸軍軍楽隊 同志の歌 不　　詳

うちの燕 弘田龍太郎 田うえ「田植えだ田植えだ…」 不　　詳 ままごと（青葉のかげ） 中山 晋平 勤労報告行進譜 不　　詳 日章旗 不　　詳

美しい『お早う！』 中山 晋平 田うえごろ 不　　詳 毬つくり 中野 二郎 空軍の花 高木　東六 野菊に寄せて 橋本　国彦

うねり道 不　　詳 竹の子のびろ 不　　詳 毬ひろひ 不　　詳 頸城健児を送る 不　　詳 原田少佐 小杉　誠治

うまさうな雪 不　　詳 たんぼのかかし 不　　詳 道踏み 不　　詳 皇軍凱旋 不　　詳 光る鋤鍬 不　　詳

馬といなご 不　　詳 チュンチュン雀 不　　詳 虫が啼く 長谷川峻彦 皇軍聖戦譜 不　　詳 火の用心（火の用心の歌） 中山　晋平

海で 佐々木しげる提灯ゆらゆら 不　　詳 虫の鳴く晩 不　　詳 耕人朗唱歌 不　　詳 火の用心行進曲 不　　詳

江戸の初夢 不　　詳 ちよんまげ地蔵 不　　詳 夜学のもどり 不　　詳 国民総動員行進譜 不　　詳 佛誕讃歌 不　　詳

おくれつばめ 不　　詳 月の兎 中山 晋平 山のはたけ 不　　詳 護国の誓 (犠牲の誓、或勇士に代りて) 不　　詳 平和の国 不　　詳

お猿さん 不　　詳 月の餅 不　　詳 山の花 不　　詳 さくら行進譜 弘田龍太郎 防空監視の歌 古関　裕而

お月さま 不　　詳 月夜のお庭 不　　詳 夕日が紅い(夕日は紅い) 不　　詳 さくらの国 不　　詳 防諜の歌（国民防諜の歌） 不　　詳

お月さまと煙突 不　　詳 つくし 不　　詳 雪 不　　詳 消防行進曲 不　　詳 屠れ米英 不　　詳

鬼ごつこ 不　　詳 つばめのかあさん 不　　詳 雪が来た 中山 晋平 「七生報国」今に生く 不　　詳 御稜威いただき 信時 潔

おむかえ 不　　詳 露と虫 中山 晋平 雪がふる 不　　詳 支那事変出征歓送歌 (出征歓送歌) 御稜威の光 不　　詳

親子 不　　詳 てんてん手毬 不　　詳 雪だるま 中山 晋平 　　　　　　　　　　　  （出征軍人を送る歌） ミンミン蝉 西頚城郡音楽研究会

おやなし雀 不　　詳 天長節 不　　詳 雪と小鳥 不　　詳 支那事変二周年の歌（聖戦二周年歌） 不　　詳 目覚めよ東洋 不　　詳

かたつむり 弘田龍太郎 とんぼとてふてふ 不　　詳 雪の足あと 長妻 完至 新穀感謝祭の歌(唄) 不　　詳 靖国神社 不　　詳

学校のかえり 不　　詳 なくしたボール 弘田龍太郎 雪の日の小鳥 弘田龍太郎 神国顕現 露木　次男 靖国の華（靖国会歌） 不　　詳

かなかな蝉 弘田龍太郎 梨買ひ 不　　詳 雪ふる晩 本居 長世 新日本女性の歌 不　　詳 日本婦人の歌 深海　善次

かへるがとぶよ 不　　詳 夏の雲 中山 晋平 雪道 不　　詳 銃後の婦人 弘田龍太郎 山本提督の写真に題す 不　　詳

かや釣り 不　　詳 菜の花畑 不　　詳 昨夜の夢 東儀 鉄笛 銃後の乙女 不　　詳 勇士壮行歌 不　　詳

雁よ、雁よ 不　　詳 鉢の子忘れた 不　　詳 良寛さまさがし 不　　詳 十二月八日再び来たる 不　　詳 勇士の妻に代りて (或銃後の妻に代りて) 不　　詳

元日 弘田龍太郎 花摘み「兄さん、姉さん…」 中山 晋平 良寛さまと雁 中野 二郎 水泳の歌 中山　晋平 往け往け男児 (越後男児を送る) 不　　詳

漁村の曙 不　　詳 花摘み「兄さん、姉さん…」 弘田龍太郎 良寛さまと鳩 不　　詳 聖誕讃歌 不　　詳 黎明勤労譜 中山　晋平

くさつみ 不　　詳 花まつり 弘田龍太郎 良寛さまのいけどり 不　　詳 征途賞月 (機上賞月) 不　　詳 黎明行進曲 不　　詳

薬もらひ 不　　詳 羽子つきうた 中山 晋平 良寛さまのおひるね 不　　詳 世界の果までも (世界の果の果までも） 弘田龍太郎 和田少佐 不　　　詳

栗焼き 中野 二郎 母を待つ 不　　詳 良寛さまのすり鉢 不　　詳

下駄がなる 不　　詳 春 小松 耕輔 りんご 不　　詳

こい、こい、蛍 中山 晋平 春が来る 中山 晋平 若葉かげ（若葉） 不　　詳

小うさぎ 不　　詳 春が行く「デデッポッポ─」 中山 晋平 別れ 不　　詳

コスモスかきね 不　　詳 春が行く「デデッポッポ─」 弘田龍太郎 わかれみち 不　　詳

子守うた 不　　詳 春の雨 弘田龍太郎 藁叩き 不　　詳

ころび良寛 不　　詳 ハルノヒ 不　　詳
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