
No.3 ◆新民謡　（３０） No.6 ◆歌　謡　（８３）
作品名 作曲者名 作品名 作曲者名 作品名 作曲者名 作品名 作曲者名

アノソ節（柏崎民謡)(柏崎小唄） 佐々　紅華 スキー音頭(高田スキー音頭)＜中村八斗作詞・御風補作＞ 中山　晋平 秋と冬 不　　詳 のどけき春 不　　詳

新井小唄 中山　晋平 スキー行進曲 中山　晋平 秋のみのり 不　　詳 野の朝 小松　耕輔

新井甚句 中山　晋平 スキーぶし さらさらと＜高野盛義作詞・御風補作＞ 中山　晋平 朝風 不　　詳 ノラの唄 中山　晋平

荒磯節 不　　詳 スキーぶし チラリサラリと＜鳥居正大作詞・御風補作＞ 中山　晋平 祈り 不　　詳 初霜 不　　詳

糸魚川小唄 中山　晋平 スキーぶし 雪のお山で＜佐藤鳥叫作詞・御風補作＞ 中山　晋平 天の岩屋（文部省国民学校唱歌） 不　　詳 初夏 小松　耕輔

小千谷小唄＜木島光平作詞・御風選＞ 白旗　 木笛 スキーぶし 雪よふれふれ＜鳥居正大作詞・御風補作＞ 中山　晋平 梅 不　　詳 初春の歌 小松　耕輔

柏崎小唄＜村山清益作詞・御風校訂＞ 佐々　紅華 高田小唄（高田花見小唄） 中山　晋平 運動会の歌 不　　詳 初日 不　　詳

春日山節 中山　晋平 高田市民祭祝歌(高田市制25周年祝歌) 不　　詳 老松 不　　詳 春を歌ふ 不　　詳

加茂小唄＜御風選・補作＞ 大村　能章 直江津小唄 中山　晋平 幼き思出 不　　詳 春を待つ心 小松　耕輔

加茂松坂＜御風選・補作＞ 不　　詳 長岡民謡　今日の賑ひ 弦中　廣 落葉 小松　耕輔 春の雨 中山　晋平

草津小唄 中山　晋平 長岡民謡　昔の夢 弦中　廣 お盆になったら 不　　詳 春のうた 小松　耕輔

五智小唄 不　　詳 妙高山麓温泉小唄 (ヤーソレ節)(妙高高原温泉小唄） 中山　晋平 女郎花「ゆふぐれ独来し…」 不　　詳 春のさびしさ 小松　耕輔

三条小唄＜山谷秋瓶作詞・御風校閲＞ 市川登茂治・阪東喜代子 見附小唄（見附民謡)＜山谷秋瓶作詞・御風校訂＞ 中山　晋平 女郎花「ひとりさまよふ…」 不　　詳 春の讃歌 小松　耕輔

三条四季の歌＜山谷秋瓶作詞・御風校閲＞ 市川登茂治・阪東喜代子 湊川囃子 不　　詳 陽炎 不　　詳 春の雪 小松　耕輔

新発田小唄 仁木他喜雄 忘れられぬ節 芳村伊三寿 カチューシャの唄＜島村抱月･御風作詞＞ 中山　晋平 春の喜び 不　　詳

雁 不　　詳 晩秋 小松　耕輔

枯野 小松　耕輔 晩春 不　　詳

作品名 作曲者名 作品名 作曲者名 雲の峰 小松　耕輔 ひぐらし 小松　耕輔

板倉村歌 小林　礼 高田陸軍病院歌 西頚城郡音楽研究会 故郷 不　　詳 ひなた恋しき 小松　耕輔

岩手県一関町青年団団歌 山田　耕筰 大日本帝国在郷軍人会会歌 中山  晋平 故郷の空 不　　詳 日の出 不　　詳

大分県連合女子青年団歌 不　　詳 大日本無尽株式会社社歌 弘田龍太郎 胡蝶 不　　詳 雲雀よ、燕よ 小松　耕輔

大瀁村歌(おおぶけ） 荻原　太郎 電気化学工業株式会社青海工場歌 中山　晋平 木の葉のおもひ 小松　耕輔 不思議の小鳥 小松　耕輔

柏崎商業学校学徒報国団歌 不　　詳 東京地下鉄道株式会社社歌 中山　晋平 桜 不　詳 冬の月 不　　詳

春日村歌 弘田龍太郎 富山売薬歌 福井　直秋 さみだれ 小松　耕輔 冬の夜 不　　詳

潟町村青年会歌(団歌) 小山作之助 長岡市歌 弘田龍太郎 山家の春の曙 不　　詳 ふるさと （或復員者に代りて） 飯吉　亮一

門田村青年団歌 不　　詳 西海村歌 中山　晋平 少女の喜び 不　　詳 ほととぎす 不　　詳

金沢医大付属薬学専門部歌 不　　詳 仁科工業株式会社社歌 中山　晋平 霜の旦 不　　詳 み空の星 不　　詳

京都府連合青年団歌 弘田龍太郎 日本青年団歌 山田　耕筰 菖蒲笛 不　　詳 緑蔭  (新制中学校一年一学期唱歌) 不　　詳

郷土健児の歌 中山　晋平 根知村歌 中山　晋平 新月 不　　詳 緑の夢 小松　耕輔

北支那開発株式会社社歌 信時　潔 日立造船株式会社社歌 不　　詳 新鉄道唱歌（高崎～直江津） 不　　詳 村の黎明 弘田龍太郎

京城和信店歌 不　　詳 斐太村村歌 中山　晋平 新鉄道唱歌（直江津～金沢） 杉山長谷雄 室咲きの花 小松　耕輔

笹岡村歌 不　　詳 婦人同志会会歌 ＜小口みち作詞・御風選並校訂＞ 不　　詳 すべる隼 (高田スキー行進曲)＜御風補作＞ 中山　晋平 明治節の歌 中山　晋平

軽重兵第八連隊歌 陸軍戸山学校軍楽隊 北越製紙会社社歌 不　　詳 送別の歌 不　　詳 木犀花 小松　耕輔

新発田陸軍病院歌 陸軍戸山学校軍楽隊 歩兵第三十連隊の歌 不　　詳 卒業式 不　　詳 山路のつつじ 不　　詳

新発田連隊歌 不　　詳 明治村歌 中山　晋平 空の星 不　　詳 夕ぐれの歌 小松　耕輔

水原青年団歌 不　　詳 矢代村歌 不　　詳 谷の流 不　　詳 夕の海  （夕べの海） 不　　詳

スガキ印刷工業株式会社社歌 廣田　宙外 八千浦村歌 不　　詳 谷間の白百合 不　　詳 雪 「さらさらさらり…」 不　　詳

洲崎機工場歌 不　　詳 与板町青年団歌 中山　晋平 旅の心 不　　詳 行く秋 小松　耕輔

戦線鉱業株式会社社歌 不　　詳 月夜「ふみ読みをさめて…」　 不　　詳 行く春の愁 小松　耕輔

梅雨空 不　　詳 夢路  (新制中学校三年生唱歌) 不　　詳

なつかし故郷 不　　詳 夜 小松　耕輔

作品名 作曲者名 作品名 作曲者名 日本 不　　詳

朝露夜露 藤井　清水 神苑朝 喜田六平太

輝く国土(満州国建国十周年祝歌) 宮城道雄/箏 長唄「川中島」 杵屋　佐吉

 稀音屋六治/三味線 長唄「みまつりの春」 杵屋佐吉/長唄

芳村伊四郎/唄 今井慶松/箏曲

軍国の春 観世　喜之 長唄「良寛」 杵屋　佐吉

No.4 ◆団歌・社歌　(４１）

No.5 ◆邦　楽　(７）


