
－埼玉の民謡－
図書
書名 出版社 出版年 資料番号

埼玉の祭り囃子 埼玉県立民俗文化センター 1998 300051711

野菊のように 大利根町 1999 300153202

織物と民謡 阿部英作 1999 300177532

利根のほとりに 大利根町 2000 300227576

芸能絵巻 埼玉県立歴史と民俗の博物館 2006 300640737

埼玉県民謡協会第四回文化祭 埼玉県民謡協会 1973 300982360

埼玉県民謡民舞大会 埼玉県民謡協会 1970 300982378

飯能の“みんよう” 「飯能の“みんよう”」保存会 2019 301187662

てけてっとん 光村印刷 1994 310050547

埼玉のまつり 埼玉新聞社 1997 310300637

比企郡小川地方の民謡童唄 埼玉県立小川高等学校 1957 310302724

さいたまの民謡
埼玉県県民部自治振興センター
県政情報資料室

1981 310302849

埼玉の民謡 埼玉県教育委員会 1981 310302856

秩父の民謡
秩父農工高等学校定時制郷土研
究部

1962 310303318

戸田市の民謡 戸田市立郷土博物館 1991 310386412

うたを訪ねて さきたま出版会 1978 310651831

民謡 川口市民謡指導者協議会 1980 310651989

日本民謡大観 日本放送出版協会 1944 310652144

日本民謡フェスティバル 第４回国民文化祭埼玉県実行委員会 1989 310652193

民謡 川口市民謡指導者協議会 1980 310741657

日本民謡選集 新詩壇社 1924 310744909

神楽とささら 騎西町教育委員会 1983 320266851

民謡調査 大和町文化財保護審議委員会 1968 320426182

秩父の機織唄 秩父市立秩父第二中学校郷土研究部 1971 320527815

埼玉県郷土芸能大会 埼玉県教育委員会 1973 320692148

埼玉県の民謡 埼玉県民謡協会 1984 320908080

比企の民謠 八宮神社獅子舞保存会 1967 320974611

視聴覚資料（レコード）
書名 出版社 出版年 資料番号
円阿弥の万作：埼玉の民俗音楽：
万作シリーズその１

東芝ＥＭＩ 1981 780008215

駒衣の伊勢音頭：埼玉の民俗音楽：
万作シリーズその２

東芝ＥＭＩ 1981 780008223

埼玉の盆踊り：埼玉の民俗音楽 東芝ＥＭＩ - 780009171

松原の真言・新田の観音経：埼玉の民俗音
楽：念仏シリーズその１

東芝ＥＭＩ 1983 780011532

重松流祭り囃子：埼玉の民俗音楽：
祭り囃子シリーズその１

東芝ＥＭＩ - 780019493

桶川の麦打ち唄；大久保領家の麦打ち唄
：埼玉の民俗音楽：仕事歌シリーズその１

桶川市麦打ち唄保存会 東芝ＥＭＩ - 780020319

秩父木挽き唄：埼玉県民謡 ビクター 1984 780020889

重松流祭り囃子保存会

桶川市川田谷松原の真言保存会

深谷市境石投げ踊り保存会

美里村駒衣伊勢音頭保存会

与野市円阿弥万作踊り保存会

著者名

柴田隆章

埼玉県民謡協会

-

川口市民謡指導者協議会

霜田史光

騎西町教育委員会

秩父市立秩父第二中学校郷土研究部

大和町文化財保護審議委員会

埼玉県教育委員会

埼玉県立秩父農工高等学校定時
制郷土研究部

戸田市立郷土博物館

朝日新聞浦和支局

川口市民謡指導者協議会

日本放送協会

第４回国民文化祭埼玉県実行委員会

石井英子

鈴木千恵子

高橋泰輔

栗原克丸

埼玉県県民部自治振興センター
県政情報資料室

埼玉県教育委員会

阿部英作

大利根町教育委員会

埼玉県立歴史と民俗の博物館

埼玉県民謡協会

埼玉県民謡協会

①民謡に見る埼玉の情景

県立熊谷図書館　令和3年度第1回資料展

「埼玉音楽紀行　歌い継がれるふるさとの心」
展示資料リスト

著者名

埼玉県立民俗文化センター

中島睦雄

開催期間：令和3年6月1日（火）～令和3年8月1日（日）

※展示期間中の資料の貸出はできません。展示終了後、複本のある埼玉資料と視聴覚資料の貸出は可能です。
　 展示期間内でも視聴覚資料は館内での利用が可能です。



三沢の獅子舞：埼玉の民俗音楽 東芝ＥＭＩ 1986 780021184

本庄のさんてこ囃子：埼玉の民俗音楽 東芝ＥＭＩ 1986 780021341

貴布祢神社神楽：埼玉の民俗音楽 東芝ＥＭＩ - 780021408

埼玉の民謡 ビクター 1978 780120168

川越舟唄 東芝ＥＭＩ 1982 780120234

関東の民謡を唄う 東芝ＥＭＩ - 780132023

日本紀行＜埼玉県＞：ゆたかな武蔵野 キングレコード 1975 780132387

越谷の祝い唄；武州田の草取り唄 ビクター - 780159661

県別民謡集：１８ ポリドール - 780165544

比企の麦打唄 日本コロムビア 1969 780180089

視聴覚資料（CD）
書名 出版社 出版年 資料番号

飯能の底抜け屋台囃子：埼玉の民俗音楽 東芝ＥＭＩ 1994 710109307

金鑽神楽：埼玉の民俗音楽 東芝ＥＭＩ 1985 710115429

比企地方の万作：埼玉の民俗音楽 東芝ＥＭＩ 1999 710115460

入間地方の神楽太夫：埼玉の民俗音楽 東芝ＥＭＩ 1992 710115643

川越地方の祭り囃子：埼玉の民俗音楽 東芝ＥＭＩ - 710115668

北川辺の祭り囃子：埼玉の民俗音楽 東芝ＥＭＩ 1992 710115684

県南の神楽太夫：埼玉の民俗音楽 東芝ＥＭＩ 1993 710115692

秩父の祭りと神楽：埼玉の民俗音楽 東芝ＥＭＩ - 710115700

横瀬の説経節：埼玉の民俗音楽 東芝ＥＭＩ 1997 710115486

八潮市の万作：埼玉の民俗音楽 東芝ＥＭＩ 1995 710115478

春日部市赤沼の獅子舞：埼玉の民俗音楽 東芝ＥＭＩ 1995 710115411

埼玉の祝歌：埼玉の民俗音楽 東芝ＥＭＩ 1993 710115437

浜平の獅子舞：埼玉の民俗音楽 東芝ＥＭＩ 1998 710115445

小鹿野の歌舞伎芝居：埼玉の民俗音楽 東芝ＥＭＩ 1994 710109703

貝祭文：埼玉の民俗音楽 東芝ＥＭＩ 1991 710141748

川越の木遣り - 2001 710180753

－埼玉の県歌・市歌・音頭－

視聴覚資料（CD）
書名 出版社 出版年 資料番号

埼玉県歌 - 2013 710253600

埼玉音頭 キングレコード 2000 710192196

さいたま市音頭 キングレコード 2000 710169947

大宮をどり；大宮小唄 - 2008 710185042

熊谷市歌：わたしが誇るまち - 2008 710185133

久喜市の歌　笑顔のまち永遠なれ - 2012 710253022

コバトン音頭／勝手に埼玉応援隊 - 2011 710192220

わらび音頭・蕨市歌 - 2009 710187105

彩の国小唄；さくら草の朝 日本クラウン 2007 710186594

うなぎ小唄 ヴォイスフィールド 2006 710185067

視聴覚資料（レコード）
書名 出版社 出版年 資料番号

埼玉県歌；埼玉国体の歌 ビクター 1965 780165585

東大宮音頭／春日八郎；江崎はる美 キングレコード - 780165130

日高音頭／吾妻栄二郎；小笠原慶美 クラウンレコード - 780165502

ああわが戸田市：戸田市歌；戸田音頭 日本コロムビア 1981 780019592

上尾市歌；上尾音頭 ビクター 1980 780020715

行田市歌；行田行進曲 キングレコード 1980 780019667

志木市歌 日本コロムビア 1978 780020640

狭山市歌 日本コロムビア 1976 780009197

峯はつうせ保存会ほか

都はるみ（歌）ほか

三浦洸一（歌）ほか

ボニー・ジャックス（歌）　

三鷹淳（歌）

八汐亜矢子・狭山合唱団（歌）

若松多津太夫（唄，三味線）

八潮市万作芸能保存会（演奏）　

小鹿野歌舞伎保存会　

金鑽神楽岡本組（川輪神楽保存会）

祭礼時の現地録音

北山田網代囃子保存会

吾妻栄二郎（歌）　

春日八郎（歌）　

原口忠＆優太朗（歌）

現地録音

三沢諏訪神社獅子舞団

現地市民による演技・演奏

貴布祢神社神楽保存会

井上啓子ほか

小沢千月

著者名

飯能市原町囃子連

計見八重山（語り）

川越鳶組合木遣り保存会

川崎敏男

江川麻裕美

加藤柏彗

円山京子

現地収録

埼玉県里神楽保存会

-

赤沼民俗文化財保存会（演奏）　

著者名

著者名

小沢千月

秩父郡大滝村浜平区獅子舞保存会（演）

岸上のぶを[作詞] ・ 明本京静[作曲]

原口忠（歌）　

やなせたかし，岡崎裕美

藤山一郎（歌）ほか

三島一聲（歌）

小川明子（演奏）ほか

タケカワユキヒデ／作詞・作曲

勝手に埼玉応援隊

由紀さおり・蕨少年合唱団（歌）

男勝太（歌）ほか　



蕨市歌 - 1969 780019600

朝霞市歌；朝霞音頭 - - 780020855

鳩ヶ谷市歌 - - 780159687

東松山市歌 - - 780020632

埼玉オリンピック音頭；なぜか埼玉海がない フォーライフ 1981 780162343

②埼玉ゆかりの童謡・わらべ歌・キャラクターソング

図書
書名 出版社 出版年 資料番号

にじのはし 大利根町 2002 300363199

清水かつら 和光市文化振興公社 1998 300404050

椿の花輪 大利根町 2003 300413242

利根のほとりに2 大利根町 2004 300485380

あしたに 郁朋社 2005 300519469

靴が鳴る ネット武蔵野 2008 300580503

作曲法 音楽之友社 1957 300645793

楽式論並びに楽曲解剖 音楽之友社 1954 300645801

靴が鳴る さいたま文学館 2007 300654464

空の向こうに愛がある 下総皖一を偲ぶ会刊行委員会 2012 300878121

模範音楽通論 全音楽譜出版 1993 310585716

和声学 音楽之友社 1972 310585724

下総皖一生誕９０年 埼玉会館友の会事務局 1988 310651740

埼玉・神奈川のわらべ歌 柳原書店 1981 310651971

日本童謡フェスティバル 埼玉会館 1982 310652078

音楽理論 音楽之友社 1972 320582877

楽典解説 音楽之友社 1991 320582885

楽典 全音楽譜出版社 1966 320582893

対位法 音楽之友社 1990 320582950

視聴覚資料（CD）
書名 出版社 出版年 資料番号

童謡清水かつらの世界：生誕１００年記念 コジマ録音 1998 710116963

童謡のふるさと彩の国：埼玉県ゆかりの童謡集 - 1997 710004896

にじのはし：下総皖一作品集 亜聖 - 710182593

JAPAN SAITAMA NYANTABOO ｎｔｂ　ｐｌａｎｎｉｎｇ 2018 710024555

コバトンＲＩＳＩＮＧ　コバトン行進曲 [ほか] ｎｔｂ　ｐｌａｎｎｉｎｇ 2013 710254863

スＫＩＳＳキ自転車～ｌｏｖｅ　ｂｙｃｙｃｌｅ　ＳＡＩＴＡＭＡ～ ｎｔｂ　ｐｌａｎｎｉｎｇ 2013 710254855

埼玉地酒音頭：キレイになれるお酒の秘密 ｎｔｂ　ｐｌａｎｎｉｎｇ 2012 710254848

驚愕！埼玉お花の伝説 ｎｔｂ　ｐｌａｎｎｉｎｇ 2011 710254889

ＧＯ！ＧＯ！埼玉ヒーローズ：埼玉ご当地ヒーローズ ｎｔｂ　ｐｌａｎｎｉｎｇ 2011 710254897

雅楽谷の森　蓮田のタカラ ｎｔｂ　ｐｌａｎｎｉｎｇ 2010 710254905

生存証明：さいたまんぞう全曲集 キングレコード 2003 710189200

視聴覚資料（レコード）
書名 出版社 出版年 資料番号

なぜか埼玉；埼玉いろはづくし フォーライフ 1981 780162335

③埼玉の校歌
視聴覚資料
書名 作詞 作曲 出版社 出版年 資料番号

埼玉県立川本高等学校校歌 石沢義夫 原博 埼玉県教育委員会 2013 710254384

埼玉県立北川辺高等学校校歌 栗原浩 秋山紀夫 埼玉県教育委員会 2013 710254681

埼玉県立行田進修館高等学校校歌 西角井正慶 奥村一 埼玉県教育委員会 2013 710254202

埼玉県立幸手高等学校校歌 宮沢章二 大中恩 埼玉県教育委員会 2013 710254509

埼玉県立秩父東高等学校校歌 江森国友 原博 埼玉県教育委員会 2013 710254145

楠美登志隆・蕨少年合唱団（歌）

東京ヴォーカル・グループ（歌）ほか

ゴヘー最上（歌）

梓みちよ（歌）　

著者名

さいたまんぞう（歌）　

にゃんたぶぅ （歌）　

にゃんたぶぅ （歌）　

にゃんたぶぅ （歌）　

下総皖一

和光少年少女合唱団　（歌）ほか

森みゆき（歌）ほか　

童謡のふる里おおとね少年少女合唱団

にゃんたぶぅ （歌）　

下総皖一

下総皖一

下総皖一

下総皖一生誕９０年編集委員会

小野寺節子

埼玉会館

下総皖一

下総皖一

にゃんたぶぅ （歌）　

にゃんたぶぅ （歌）　

さいたまんぞう（歌）　

下総皖一

さいたま文学館

下総皖一を偲ぶ会刊行委員会

橋本国彦

さいたまんぞう（歌）　

にゃんたぶぅ （歌）　

著者名

大利根町教育委員会

和光・清水かつらを顕彰する会

下總皖一

大利根町教育委員会

別府明雄

清水かつら

著者名



埼玉県立鶴ヶ島高等学校校歌 江森国友 原博 埼玉県教育委員会 2013 710254269

埼玉県立新座北高等学校校歌 奧仲彌一郎 飯島武司 埼玉県教育委員会 2013 710254806

埼玉県立吹上高等学校校歌 綱島憲次 北村和夫 埼玉県教育委員会 2013 710254442

埼玉県立福岡高等学校校歌 宮沢章二 土肥泰 埼玉県教育委員会 2013 710254566

埼玉県立不動岡誠和高等学校校歌 栗原浩 白木恵二 埼玉県教育委員会 2013 710254624

埼玉県立吉川高等学校校歌 槙晧志 奥村一 埼玉県教育委員会 2013 710254749

埼玉県立寄居高等学校校歌 小谷野藤寿 服部逸郎 埼玉県教育委員会 2013 710254327

埼玉県立上尾沼南高等学校校歌 武井清 新井規夫 埼玉県教育委員会 2013 710254061

埼玉県立毛呂山高等学校校歌 岡野弘彦 いずみたく 埼玉県教育委員会 2013 710254020

埼玉県立入間高等学校校歌 大塚浩 須摩洋朔 埼玉県教育委員会 2013 710253964

埼玉県立騎西高等学校校歌 宮沢章二 小山章三 埼玉県教育委員会 2013 710253840

埼玉県立秩父農工高等学校校歌 藤浦洸 服部正 埼玉県教育委員会 2013 710253782

埼玉県立所沢東高等学校校歌 宮沢章二 小山章三 埼玉県教育委員会 2013 710253725

埼玉県立戸田高等学校校歌 井上堅太郎 米原豊 埼玉県教育委員会 2013 710253907

埼玉県立本庄北高等学校校歌 松崎移翠 浦田健次郎 埼玉県教育委員会 2013 710253667

埼玉県立上尾東高等学校校歌 谷川俊太郎 林光 埼玉県教育委員会 2013 710253303

埼玉県立行田工業高等学校校歌 宮沢章二 小山章三 埼玉県教育委員会 2013 710253246

埼玉県立栗橋高等学校校歌 吉羽九八郎 尾花勇 埼玉県教育委員会 2013 710253485

埼玉県立所沢緑ヶ丘高等学校校歌 斎藤彰勇 田中博之 埼玉県教育委員会 2013 710253543

埼玉県立滑川高等学校校歌 木村倉之助 溝上日出夫 埼玉県教育委員会 2013 710253360

埼玉県立吉見高等学校校歌 岡安志朗 土肥泰 埼玉県教育委員会 2013 710253428

埼玉県立狭山高等学校校歌 勝承夫 平井康三郎 埼玉県教育委員会 2012 710253204

埼玉県立菖蒲高等学校校歌 宮沢章二 磯部俶 埼玉県教育委員会 2012 710253105

埼玉県立蓮田高等学校校歌 宮沢章二 服部公一 埼玉県教育委員会 2012 710253048

埼玉大学大学歌 遠山悟 横島浩 埼玉大学 2007 710185059

④埼玉資料のデジタル化

図書

書名 出版社 出版年 資料番号

さいたまの民謡　ふるさとに歌い継がれる唄 埼県民部県民文化課 埼玉県県民部県民文化課 1981 310051321

埼玉民謡　埼玉県民謡緊急調査報告書 埼玉県教育委員会 埼玉県教育委員会 1981 310051313

視聴覚資料（カセットテープ）
書名 出版社 出版年 資料番号

埼玉の民謡：第一次調査：入間地方（１） - 1983 750015687

埼玉の民謡：第一次調査：入間地方（２） - 1983 750015679

埼玉の民謡：第一次調査：大里地方 - 1983 750015869

埼玉の民謡：第一次調査：大里・行田地方 - 1983 750015893

埼玉の民謡：第一次調査：北足立地方 - 1983 750015695

埼玉の民謡：第一次調査：北葛飾地方 - 1983 750015885

埼玉の民謡：第一次調査：児玉地方（１） - 1983 750015646

埼玉の民謡：第一次調査：児玉地方（２） - 1983 750015927

埼玉の民謡：第一次調査：秩父地方 - 1983 750015653

埼玉の民謡：第一次調査：比企地方 - 1983 750015661

埼玉県の民謡：第二次調査：No.1 - 1972 750015638

埼玉県の民謡：第二次調査：No.2 - 1972 750015620

埼玉県の民謡：第二次調査：No.3 - 1973 750015612

埼玉県の民謡：第二次調査：No.4 - 1973 750016016

埼玉県の民謡：第二次調査：No.5 - 1973 750016024

埼玉県の民謡：第二次調査：No.6 - 1973 750015919

埼玉県の民謡：第二次調査：No.7 - 1973 750015968-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-
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著者名
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-

-

-

-

-


