
神奈川県立図書館
「唱歌集コレクション」収蔵資料書名一覧

「唱歌集コレクション」収蔵資料書名一覧（五十音順）

【凡例】

・請求記号の頭書のSHは唱歌集コレクションを表す。

・請求記号の頭書のKは郷土唱歌資料を表す。

・配列は書名の五十音順による。

書名番号 書　名 出版者 刊行年 請求記号

あ 書1 哀歌　第１・２編 音樂社 1917 SH767.3/7

書2 愛唱選曲集　第１集 福岡県 1928 SH767.6/118

書3 青い鳥樂譜　第１０編　卒業式の日　小馬 佐々木すぐる　 1925 SH767.7/89

書4 赤い橇　子供達の歌第一集 白眉出版社 1922 SH767.7/90

書5 秋の月　獨唱 セノオ音樂出版社 1924.08 SH767.3/102

書6 秋の夜 セノオ音樂出版社 1924.08 SH767/112

書7 跡見女學校校歌 SH767.6/114

い 書8 偉人唱歌　二宮尊徳　偉人唱歌　菅原道眞 清水井文房具店 1910 SH767.7/67

書9 一寸法師　家庭唱歌第九編 文武堂 1901 SH767.7/31

書10 糸島地理唱歌 重富典一 1902 SH767.7/80

書11 今大評判の新流行歌と歌劇の唄 三島源二郎 1924 SH767.8/15

書12 因伯地理唱歌 旭日堂 1900 SH767.6/43

う 書13 上田週遊唱歌 信濃週報社 1908 SH767.6/23

書14 梅の節供　建國祭の歌 建国祭本部 1939 SH767.5/39

え 書15 遠足唱歌　 大學館 1903 SH767.6/50

お 書16 王師遠征歌 共益商社樂器店 1904 SH767.6/126

書17 歐米小學唱歌集　１（アメリカ篇） 世界文庫刊行會 1924 SH767.7/95

書18 大阪高商歌集　第１輯 大阪高等商業学校 1921 SH767.6/131/1

書19 大鳥公使朝鮮軍歌　 松成保太郎 1894 SH767.6/54

書20 大御代 松成堂 1901 SH767.6/59

書21 沖の鴎に セノオ音樂出版社 1915.04 SH767.3/103

書22 忍路高島　松前追分 セノオ音樂出版社 1927.08 SH767/117

書23 お伽歌劇　クリスマス　歌劇叢書第３編 七聲舎出版部 1919 SH766.2/7

書24 お伽歌劇駒鳥と花子さん　 SH775.7/8

書25 御伽歌劇　ドンブラコ　桃太郎　４版　 弘樂社 1920 SH766.2/8

書26 音樂案内　Ｔｈｅ　ｙｏｕｎｇ　ｍｕｓｉｃｉａｎ’ｓ　ｐｏｃｋｅｔ　ｇｕｉｄｅ 普及舍 1888 SH761/3

書27 音楽会唱歌集　第三－五回 福岡市簀子尋常小学校 SH767.7/105

書28 音樂新樂譜　第１～３集 音楽社 1906 SH767.6/100

書29 音樂新樂譜　大正９年１～８月号 音樂社 1920 SH767.6/101

書30 音樂と詩歌　 共益商社樂器店 1903 SH761/13

書31 音樂の栞 福岡県 SH767.6/119

書32 音程教本 共益商社書店 1912 SH761.2/4

書33 御歴代尊號唱歌 成章社 1923 SH767.7/21

か 書34 母さん里 大阪開成館 1923 SH767.7/91

書35 海軍記念日の歌 日本海戦記念会 1928 SH767.6/148

書36 海軍記念日の歌／日本海々戰を偲ぶ 東西文化社 1935 SH767.6/147

書37 海國紀念ペルリ渡來の歌 文鳳堂 1901 SH767.6/49

書38 外國地理唱歌 金港堂 1902 SH767.7/17

書39 海事教育航海唱歌　上巻 開成館 1900 SH767.7/46/1

書40 學生・靑年愛誦集 大光館書店 1930 SH767.6/136

書41 樂典初歩 大日本図書 1895 SH375.97/10

書42 かちどき　第壹 白井練一 1895 SH767.6/16

書43 學校園　國民唱歌 河合文港堂 1906 SH767.6/137

書44 學校及家庭用言文一致叙事唱歌 第一篇～第六篇 五車樓書店 1905 SH767.6/89

書45 學校唱歌　下巻 　再版　 十字屋書店 1900 SH767.7/92/2

書46 學校新唱歌 関書店 1912 SH767.7/19

書47 神奈川縣小學唱歌　尋常５年用 京文堂 1930 K76/2

書48 鐘が鳴ります セノオ音樂出版社 1926.02 SH767/111

書49 烏の番・雀の番 日本交響樂協會出版部 1928.01 SH767/118

書50 臥龍岡 音樂社 1909 SH767.3/3

書51 河村童謡曲集　第ハ・第九 シンフォニ－樂譜出版社 1940 SH767.7/116

書52 簡易復音唱歌集 三木樂器部 1910 SH767.6/139
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書名番号 書　名 出版者 刊行年 請求記号

か 書53 菅公唱歌 益世堂 1901 SH767.3/6

書54 鑑賞に立脚せる唱歌集 渡辺商店 1924 SH767.7/111

き 書55 儀式唱歌 内田正義 1893 SH767.7/20

書56 儀式唱歌　第一 開成館 1902 SH767.7/16

書57 汽車・九州線唱歌（訂正版） 市田元藏 1910 SH767.6/91

書58 北安曇唱歌 精巖堂書店 1903 SH767.6/159

書59 君よ知るや南の國　Ｃｏｎｎａｉｓ　ｔｕ　ｌｅ　ｐａｙｓ　 新響社 1928.05 SH767/121

書60 教育小學唱歌 天明堂小學文壇社 1924 SH767.7/79

書61 教育資料　養蠶唱歌　 盛廣堂，日新舎 1901 SH767.7/34

書62 教育勅語唱歌 秀英舍 1900 SH767.6/106

書63 教育勅語唱歌 實業教科研究組合 1908 SH767.6/105

書64 教育勅語唱歌 大倉書店 1900 SH767.6/107

書65 教科適用進行曲粋　第１集 東京開成館 1906 SH375.97/29

書66 教科適用新唱歌 第１編 十字屋書店 1897 SH767.7/87/1

書67 教科摘要新編日本唱歌　 文陽堂書店 1903 SH767.7/6

書68 教科適用幼年唱歌 初篇～第４篇 十字屋 1901 SH375.97/16

書69 教科統合少年唱歌 初編 十字屋 1903 SH375.97/26

書70 基督教福音唱歌 教文館 1908 SH196.5/13

書71 基督教福音唱歌　福音傳道會聖別會及ビ日曜學校用　 ビ－・エフ・バックストン　 1901 K19.1/60

書72 近世樂典教科書　修正版（４版） 東京開成館 1903 SH375.97/12

く 書73 国乃光　訂正版 弘文館 1904 SH767.7/25

書74 軍艦唱歌 秀英舍 1900 SH767.6/70

書75 軍国唱歌　敵は幾萬　訂正版 開成館 1904 SH767.6/12

書76 軍國唱歌日本海大海戰　訂正再版 開成館 1905 SH767.6/67

け 書77 惠迪寮寮歌集 北海道帝国大学恵迪寮 1932 SH767.6/153

書78 健兒唱歌　第１輯/第４輯 少年團日本聯盟需品部/大日本少年團聯盟特定需品部 1927/1936 SH767.6/155

書79 言文一致唱歌 同文館樂器校具店 1903 SH767.7/83

こ 書80 行進曲凱旋 學海指針社 1905 SH767.6/13

書81 行進唱歌春の曲 朝野書店 1906 SH767.7/18

書82 行進遊戯　愛國行進曲　小學校用 紀元二千六百年奉祝会 1938 SH767.7/100

書83 高等小學唱歌 第１學年用 伴奏附 新訂 大日本圖書 1935 SH767.7/77/1

書84 高等小學唱歌 第2學年用 伴奏附 新訂 大日本圖書 1935 SH767.7/77/2

書85 高等小學唱歌　第一學年用 伴奏附 大日本図書 1941 SH375.97/15/1

書86 高等小學唱歌　第二學年用 伴奏附 大日本図書 1941 SH375.97/15/2

書87 髙等小學帝國唱歌　上巻 博文館 1893 SH375.97/8/1

書88 髙等小學帝國唱歌　下巻 博文館 1893 SH375.97/8/2

書89 公德唱歌　２版 魚住書店，林盛林堂 1901 SH767.7/44

書90 公德唱歌　第１集 秀英舎 1901 SH767.7/26/1

書91 公德養成國民唱歌　訂正版 松聲堂 1903 SH767.6/32

書92 皇民唱歌集 同文館樂器校具店 1905 SH375.97/23

書93 國定小學讀本唱歌 修文館 1905 SH767.7/112

書94 國定小學讀本唱歌集　訂正十版 元々堂書房 1905 SH375.97/17

書95 國民歌謠選曲集　第１輯 日本放送出版協會 1936 SH767.8/34

書96 國民教育忠勇唱歌 開成館 1901 SH767.6/48

書97 国民唱歌世界萬国　訂正版 西野虎吉 1904 SH767.6/7

書98 國民唱歌日本海軍 開成館 1904 SH767.6/66

書99 國民唱歌日本陸軍　訂正再版 開成館　 1904 SH767.6/19

書100 古今名曲集 音樂社 1910 SH767.7/101

書101 國歌集　第壹 共益商社樂器店 1902 SH767.5/10

書102 國教唱歌集 共益商社書店 1897 SH767.6/140

書103 皷笛・喇㗶・軍歌　實用新譜 共益商社 1899 SH764.6/3

書104 こどもの唱歌　１～３の巻 大倉書店 1920 SH767.7/115

書105 湖畔道路唱歌 SH767.6/39

書106 こぶとり　學校劇童謡劇 廣文堂書店 1923 SH766.2/6

書107 子守唄（ちんちん千鳥） セノオ音樂出版社 1928.06 SH767/114

書108 金色夜叉の歌 新文堂 1909 SH767.8/13

書109 今昔流行唄物語 東光書院 1934 SH767.8/17

さ 書110 最新中等唱歌集　訂正４版 十字屋樂器店 1909 SH375.97/19，SH767.7/96

書111 漂浪の歌　生ける屍 春江堂 1918 SH767.8/11

書112 佐渡おけさ　日活映画主題歌 ビクター出版社 1930.03 SH767/109

2 / 7 ページ



神奈川県立図書館
「唱歌集コレクション」収蔵資料書名一覧

書名番号 書　名 出版者 刊行年 請求記号

し 書113 四季のながめ　 日本遊戯調査會 1901 SH767.7/48

書114 四條畷曲 文寶堂書店 1901 SH767.6/33

書115 實業教育養蠶唱歌 廣文堂書店 1902 SH767.7/36

書116 兒童唱歌七十一曲集 音樂教育書出版協會 1933 SH767.7/93

書117 兒童唱歌集 アルス 1929.10 SH767.7/231

書118 支那征伐軍歌全集　第壹編 春陽堂 1894 SH767.6/92

書119 信濃唱歌 上原書店 1901 SH767.7/23

書120 重音唱歌集　第一集 共益商社樂器店 1901 SH767.6/24/1

書121 重音唱歌集　第１集　改正版 共益商社樂器店 1904 SH767.6/24A/1

書122 重音唱歌集　第２集 共益商社 1903 SH767.6/24/2

書123 修身教育昔昔唱歌　文福茶釜 薫志堂 1901 SH767.7/33

書124 修身唱歌 金港堂書籍 1902 SH767.7/70

書125 脩身唱歌　二宮金次郎 三木楽器店 1908 SH767.7/84，K157/287

書126 祝祭日唱歌集 共益商社 1893 SH767.5/7

書127 祝日大祭日唱歌講義　（標題には義解） 國語傳習所 1893 SH767.5/40

書128 祝日大祭日唱歌集　新案樂譜付　全 五木田庄次郎 1893 SH767.5/11

書129 祝日大祭日唱歌重音譜 東京音楽学校 1900 SH767.5/9，SH767.6/113

書130 春夏秋冬花鳥唱歌 開成館 1901 SH767.7/39/1

書131 春夏秋冬散歩唱歌　修正版　３版 東京開成館，大阪開成館 1903 SH767.7/39/2

書132 唱歌をしへ草 若山文二郎 1887 SH375.7/64

書133 唱歌菊乃薫　瓊子内親王乃御事蹟（唱歌削除）第６版 伯文堂 1903 SH767.6/8

書134 唱歌教科書　巻壹 教師用 共益商社楽器店 1902 SH767.7/106/1

書135 唱歌教科書　巻貳 教師用 共益商社楽器店 1902 SH767.7/106/2

書136 唱歌教科書　巻参 教師用 共益商社楽器店 1902 SH767.7/106/3

書137 唱歌教科書　巻四 教師用 共益商社楽器店 1902 SH767.7/106/4

書138 唱歌教科書　第１編 信濃教育会東筑摩部会 1909 SH375.97/2

書139 唱歌教室筆記簿 SH767.7/5

書140 唱歌教授法　女學講義録 女學通信會 1891 SH375.7/110

書141 小學開發唱歌集　上巻 五十嵐太右衛門 1890 SH375.97/34/1

書142 小學開發唱歌集　下巻 五十嵐太右衛門 1890 SH375.97/34/2

書143 小学修身唱歌　下の卷 榊原文盛堂 1894 SH375.97/35

書144 小學唱歌　卷之１ 大日本圖書 1892 SH375.97/33/1

書145 小學唱歌　卷之２ 大日本圖書 1893 SH375.97/33/2

書146 小學唱歌　卷之三 大日本圖書 1894 SH375.97/33/3

書147 小學唱歌　卷之四 大日本圖書 1894 SH375.97/33/4

書148 小學唱歌　卷之五 大日本圖書 1894 SH375.97/33/5

書149 小學唱歌鬼女紅葉 目黑書店　 1903 SH767.7/68

書150 小學唱歌教科書  ２集 商務印書館 1907 SH375.97/4/2

書151 小学唱歌集　初編　４版 高等師範学校附属音楽学校 1889 SH375.97/28a/1

書152 小学唱歌集　２編　再版 高等師範学校附属音楽学校 1885 SH375.97/28a/2

書153 小學唱歌集　第１～３編 高等師範學校附属音樂學校 1885 SH375.97/28

書154 小學唱歌集　第３編　再版 髙等師範學校附属音樂學校 1885 SH375.97/28a/3

書155 小學唱歌　小運動會 目黑書店 1903 SH767.7/82

書156 小學唱歌新教授法 金港堂書籍 1906 SH375.7/62

書157 小學唱歌集評釋 同文館 1906 SH375.7/63

書158 小学唱歌明治の御代 鶴山房 1913 SH767.7/35

書159 小學新唱歌　 盛林堂 1922 SH767.7/104

書160 小學新唱歌 尋常第２學年用　 盛林堂 1922 SH767.7/73

書161 小學明治唱歌　２２版 松陽堂 1902 SH767.7/45

書162 唱歌劇　大蛇退治・一寸法師　第四．五編 目黒書店 1922 SH766.2/4

書163 唱歌劇　第１～４集 目黒書店 1920 SH775.7/7

書164 唱歌集 小學校用 淺見文林堂 1906 SH375.97/9

書165 唱歌萃錦　上巻 SH767.6/120/1

書166 唱歌萃錦　下巻 SH767.6/120/2

書167 小學校唱歌新教材 第２９－３０篇 大阪音楽学校楽友会出版部 1924 SH767.7/76

書168 唱歌常磐の蔭 金港堂書籍 1902 SH767.6/65

書169 唱歌廼鏡　後編 SH767.6/160/2

書170 唱歌筆記 SH767.6/87

書171 唱歌幼稚園 三木樂器店 1911 SH767.7/114

書172 小楠公の歌 松邑三松堂 1901 SH767.6/64
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し 書173 昭和音頭 ビクタ－出版社 1931 SH767.5/38

書174 昭和小學唱歌五十曲集　全 原田彦四郎 1928 SH767.7/86

書175 女學唱歌　第１集　再販 共益商社 1901 SH375.97/20/1

書176 女學唱歌　第２集 共益商社 1901 SH375.97/20/2

書177 女學唱歌讀本伴奏譜　壹 共益商社書店 1929 SH767.7/98/1

書178 女学唱歌花紅葉 朝野書店 1908 SH767.7/11

書179 職場のうた　 大日本産業報國會 1942 SH767.6/143

書180 女子音樂教科書　巻の１ 開成館 1909 SH760.7/3/1

書181 女子音樂教科書　巻の２ 開成館 1909 SH760.7/3/2

書182 女子音樂教科書　巻の三 大阪開成館 1910 SH760.7/3/3

書183 女子軍歌 博文館 1904 SH767.6/76

書184 女子青年歌謡集 大日本聯合女子靑年團 1930/1934 SH767.6/102

書185 女子日新唱歌 大日本圖書 1906 SH767.6/141

書186 抒情小曲集たそがれ　 共益商社書店 1924 SH767/23

書187 處生教訓夜半の述懐―男三郎獄中の歌― 秀美堂 1909 SH767.8/9

書188 女聲唱歌 水野書店 1909 SH375.97/24

書189 女聲唱歌 水野書店 1911 SH375.97/24Ａ

書190 初等科音樂　一　教師用 日本書籍 1942 SH375.97/13/1

書191 初等科音樂　二　教師用 日本書籍 1942 SH375.97/13/2

書192 初等樂典教科書 東京開成館 1904 SH375.97/11

書193 初等和聲学 共益商社楽器店 1908 SH761.5/3

書194 女徳唱歌 榊原文盛堂 1902 SH767.7/53

書195 新曲太田道灌 修文館 1906 SH767.3/5

書196 新曲蝴蝶 修文館 1907 SH767.7/51

書197 新曲  第２號 敬文館 1920 SH767.8/33

書198 新軍歌 壽盛堂 1889 SH767.6/36

書199 進行曲 十字屋楽器店 1899 SH764/1

書200 淸國征伐軍歌集 小川尚榮堂 1894 SH767.6/51

書201 新作唱歌 第１～９集 敬文館 1914 SH375.97/36

書202 新作唱歌 第３－１０集 敬文館 1913 SH375.97/36/2

書203 新式樂譜軍歌ト唱歌ノ註觧　陸軍々樂隊教師譜 魁眞樓 1900 SH767.6/57

書204 新式日本唱歌　第１編 十字屋 1904 SH767.6/133/1

書205 新小学唱歌　雪　滑稽唱歌　あわて床屋　伴奏付 成樂会 1924 SH767.7/66

書206 尋常小學唱歌教授書第 ２学年 国定教科書共同販売所 1907 SH375.97/6/2

書207 尋常小學唱歌  第１學年用　新訂 大日本圖書 1932 SH767.7/75/1

書208 尋常小學唱歌　第２學年用　新訂 大日本圖書 1932 SH767.7/75/2

書209 尋常小學唱歌　第３學年用　新訂 大日本圖書 1932 SH767.7/75/3

書210 尋常小學唱歌　第４學年用　新訂 大日本圖書 1933 SH767.7/75/4

書211 尋常小學唱歌　第５學年用　新訂 大日本圖書 1933 SH767.7/75/5

書212 尋常小學唱歌　第５學年用　伴奏附 大日本図書 1941 SH375.97/14/5

書213 尋常小學唱歌　第６學年用　新訂 大日本圖書 1933 SH767.7/75/6

書214 尋常小學唱歌　第６學年用　伴奏附 大日本図書 1941 SH375.97/14/6

書215 新撰教育唱歌　第１～３輯 明治出版協会 1916 SH375.97/25

書216 新撰軍歌集 山田貞吉 1898 SH767.6/35

書217 新撰國民唱歌　第１－３集 三木楽器店 1900 SH767.6/125

書218 新撰小學唱歌教授法　２版 共益商社樂器店 1901 SH375.7/65

書219 新調夜半の追憶 今古堂書店 1915 SH767.8/10

書220 新鐵道唱歌　〔第３輯〕　九州線 大阪毎日新聞社 1929 SH767.6/94/3

書221 新鐵道唱歌　〔第６輯〕　北陸･信越･羽越線 大阪毎日新聞社 1929 SH767.6/94/6

書222 新特選小學唱歌五十曲集 民衆書房 1922 SH767.7/103

書223 真美唱歌 松本楽器 1910 SH767.6/149

書224 新府城曲 溫故堂書店 1901 SH767.7/41

書225 新編教育唱歌集 東京開成館 1906 SH767.7/7

書226 新編教育唱歌集　２集 三木書店 1896 SH767.7/88/2

書227 新編中學唱歌集　上巻 十字屋 1902 SH767.7/94/1

書228 新編中學唱歌集　中巻 十字屋 1902 SH767.7/94/2

書229 新編中學唱歌集　下巻 十字屋 1903 SH767.7/94/3

書230 新編中等唱歌 寛裕社 1899 SH375.97/7

書231 新編中等唱歌集 朝野書店 1907 SH375.97/18

書232 新輪唱曲集 目黑書店 1933 SH767.7/99
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せ 書233 聲樂階梯 山本正夫 1909 SH767/4

書234 清韓地理の歌 一二三舘 1894 SH767.6/47

書235 征清愛國軍歌 飯田由次郎他 1894 SH767.6/86

書236 聖戦歌曲集　第１輯 全音楽譜出版社 1942 SH767.6/115

書237 生徒必讀教訓歌 吉澤富太郎 1886 SH767.7/29

書238 青年歌曲集　伴奏附 東邦音樂書房 1941 SH767.6/130/1

書239 靑年學校唱歌 音樂教育書出版協會 1935 SH767.6/121

書240 青年歌謡集 日本靑年館 1928 SH767.6/144/1

書241 青年歌謡集　第２ 京文社 1933 SH767.6/144/2

書242 征露凱旋の歌 小田島書房 1905 SH767.6/25

書243 征露軍歌 研成會 1904 SH767.6/26

書244 征露軍歌 弘文館 1904 SH767.6/29

書245 征露軍歌  第１～２ 盛林堂 1904 SH767.6/78

書246 征露軍歌廣瀬中佐 自省堂 1904 SH767.6/28

書247 征露軍歌旅順陷落 育英舎 1904 SH767.6/52

書248 征露皇軍忠愛唱歌　全 松林堂書店 1904 K76/10

書249 世界航海唱歌 東京音樂會 1900 SH767.6/41

書250 世界唱歌　上卷 交友館 1900 SH767.6/44

書251 撰曲唱歌集 魁眞樓 1900 SH767.6/58

書252 全國各高等學校専門學校及大學校歌及寮歌集　音譜附 東京圖書刊行社 1921 SH767.6/93

書253 全國町村歌集 中央報徳會 1922 SH767.6/84

書254 戰爭唱歌 秀英舎 1903 SH767.6/77

書255 戰爭唱歌　第１，２篇 日本書籍 1904/1905 SH767.6/73

書256 船頭唄 セノオ音樂出版社 1927.09 SH767/110

そ 書257 創作唱歌　第１－４集 敬文館 1919 SH767.6/156

た 書258 大觀兵式の歌　訂正再販 朝野書店 1906 SH767.6/14

書259 第五回内國勸業博覽會唱歌 浪華音樂会 1902 SH767.6/37

書260 第五回内國勸業博覽會塲内唱歌 中村寅吉 1903 SH767.7/38

書261 大國民唱歌 藤村雄二 1906 SH767.6/56

書262 大正小學唱歌　１　訂正３版 共益商社書店 1928 SH767.7/78/1

書263 大正小學唱歌　２　訂正３版 共益商社書店 1928 SH767.7/78/2

書264 大正少年唱歌　第２集 目黒書店 1918 SH767.6/99

書265 大正女學唱歌　全 金港堂書籍 1916 SH760.7/4

書266 大正幼年唱歌　第１～６集 目黒書店 1915 SH767.7/9/1

書267 大正幼年唱歌　第７～１１集 目黒書店 1916 SH767.7/9/2

書268 大政翼賛の歌 大政翼賛會 1941 SH767.6/145

書269 大特撰樂譜　第１２７－１４２編 成樂会 1925 SH767.6/157

書270 大日本偉人唱歌集 開發社 1916 SH767.7/102

書271 對話唱歌 第２編 盛林堂 1923 SH767.7/71/2

書272 對話唱歌　第２編　こぶとり 共益商社書店 1919 SH767.7/72/2

書273 對話唱歌　第三編　雪の森 盛林堂 1922 SH767.7/71/3

書274 對話唱歌　第八編　浦島さん 共益商社書店 1922 SH767.7/72/8

書275 高山正之の歌（表紙は髙） 煥乎堂 1902 SH767.6/79

書276 武田信玄 温故堂書店 1901 SH767.7/37

ち 書277 筑後唱歌 秀英舍 1902 SH767.6/90

書278 中央線鐵道唱歌 好文堂 1911 SH767.6/128

書279 中學唱歌 東京音樂學校 1901 SH375.97/30

書280 中學唱歌教科書　巻１ 共益商社楽器店 1904 SH375.97/3

書281 中等教育唱歌集 共益商社 1918 SH375.97/22

書282 中等教科唱歌集 吉川弘文館 1909 SH375.97/32

書283 中等唱歌 共益商社書店 1912 SH375.97/31

書284 中等唱歌集 大日本圖書 1889 SH375.97/21

書285 中等單音唱歌 十字屋樂器書籍店 1901 SH767.7/10

書286 忠勇征清軍歌 豐住謹次郎 1894 SH767.6/74

書287 忠烈軍歌集　全 杉本書房 1894 SH767.6/88

書288 チョイトネ節　（別名：さのさくずし） 秀美堂書店 1912 SH767.8/8

書289 勅語唱歌 教育書房 1891 SH767.7/27

書290 地理教育　神奈川県唱歌 勉強堂書店 1901 K76/4

書291 地理教育世界唱歌　上巻・下巻 三木佐助 1900 SH767.7/113

書292 地理教育世界唱歌　下巻 三木佐助 1900 SH767.6/46
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ち 書293 地理教育鐵道唱歌　第１～４集 三木佐助 1900 SH767.6/1/2

書294 地理教育鐵道唱歌　第１～５集　 三木佐助 1900 SH767.6/1/1

書295 地理教育鐵道唱歌　第２ 小川尚榮堂 1900 SH767.6/40

書296 地理唱歌汽車の旅　第二集 松榮堂書店 1900 SH767.6/21/2

書297 地理唱歌汽車の旅　第三集 松榮堂書店 1900 SH767.6/21/3

書298 地理の旅信濃唱歌　第一 高美書廛 1901 SH767.6/45

書299 地理歴史教育福岡縣内唱歌 第一集 山王堂定 1901 SH767.6/104/1

書300 地理歴史教育福岡縣内唱歌 第貳集 山王堂定 1901 SH767.6/104/2

書301 地理歴史埼玉新唱歌　上 長島書店 1901 SH767.6/69/1

書302 地理歴史埼玉新唱歌　下 長島書店 1901 SH767.6/69/2

て 書303 帝國軍歌　附：教育唱歌 濵本明昇堂 1893 SH767.6/20

書304 帝國軍歌　婦人從軍歌喇叭の響 井上藤吉 1894 SH767.6/22

書305 敵愾餘聲絵入征清軍歌　 叢書閣 1894 SH767.6/142

書306 天長節の歌 文部省編輯局 1888 SH767.5/5

書307 天目山曲 溫故堂書店 1901 SH767.7/40

と 書308 東海道唱歌汽車 市田元蔵 1909 K76/21

書309 統合女學唱歌　第一巻 開成館 1909 SH767.7/81/1

書310 統合女學唱歌　第二巻 開成館 1909 SH767.7/81/2

書311 統合女學唱歌　第三巻 開成館 1909 SH767.7/81/3

書312 統合女學唱歌　第四巻 開成館 1909 SH767.7/81/4

書313 東郷大將　訂正再版 朝野書店 1905 SH767.6/18

書314 討清武勇軍歌 野村銀次郎 1894 SH767.6/53

書315 童謡小曲 山野楽器店 1923 SH767.7/74

書316 討露の歌 香盛書院 1904 SH767.6/10

書317 特選國民歌謡集 日本楽譜出版社 1940 SH767.8/16

書318 讀本準據昭和尋常小學唱歌  第２學年　前期用 佐々木すぐる　 1929 SH767.7/69

に 書319 二十三夜 日本交響樂協會出版部 1927.10 SH767/119

書320 二宮先生報徳唱歌 博報堂 1901 K157/116

書321 日本一週航海唱歌　第一集 自省堂 1900 SH767.6/42

書322 日本海大海戦　訂正再版 朝野書店，江島書店 1905 SH767.6/11

書323 日本國民歌　第１輯 大日本印刷会社 SH767.6/134/1

書324 日本唱歌集 博文館 1906 SH767.6/129

書325 日本全國地理摘要唱歌第１集 田沼書店 1901 K76/47

書326 日本男性の歌 日本交響樂協會出版部 1929 SH767.6/95

書327 日本地理唱歌 金港堂書籍 1902 SH767.6/17

書328 日本風景唱歌 開成館 1907 SH767.7/52

書329 日本文典唱歌 啓發社 1901 SH767.7/47

書330 日本歴史唱歌　第１集 東雲堂 1900 SH767.6/85/1

書331 日本歴史唱歌　第４集 東雲堂 1900 SH767.6/85/4

は 書332 箱根八里は　民謡（馬子唄） セノオ音樂出版社 1927.08 SH767.3/104

書333 抜萃高等小學唱歌　第１學年 佐藤勝太郎 1914 SH375.97/1

書334 花嫁人形 シンフォニー樂譜出版社 1928.05 SH767.7/235

書335 離れ小島　露營の夢　須磨の曲 ［共益商社樂器店］ 1904 SH767.6/108

書336 伴奏附唱歌集　合唱篇輪唱篇 文録社 1927 SH767.6/138/1

書337 伴奏附唱歌集　獨唱篇 文録社 1927 SH767.6/138/2

ひ 書338 曼珠沙華 日本交響樂協會出版部 1928.03 SH767/120

書339 飛行機唱歌 共益商社書店 1911 SH767.6/117

書340 日の丸柿太郎　お伽歌劇　第七編 　 盛林堂 1922 SH766.2/5

書341 姫鑑 日本遊戯調査會 1901 SH767.7/49

ふ 書342 風俗改善公德唱歌 冨山房 1901 SH767.6/83

書343 富士唱歌　訂正版　２版 盛陽堂 1902 SH767.7/28

書344 武士道唱歌　鳴呼乃木大將 松本樂器 1912 SH767.6/97

書345 ふたば樂譜 宮崎楽器店 1922 SH767.6/158

書346 ふなうた　（民謡に據る） セノオ音樂出版社 1928.06 SH767/116

書347 ふるさとの セノオ音樂出版社 1928.07 SH767/115

書348 文福茶釜　家庭唱歌　第六編 文武堂 1901 SH767.7/32

へ 書349 紅殻とんぼ 日本交響樂協會出版部 1927.11 SH767/113

書350 ヘルプトス単唱歌　１－４ 共益商社書店 1922 SH767.7/110

ほ 書351 訪歐大飛行聲援歌 朝日新聞社 1925 SH767.6/132

書352 保健の唄 日本学童保健協会 SH767.6/146
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ほ 書353 補習女子音樂教科書　卷の五 開成館 1911 SH760.7/3/5

書354 ほまれの歌東郷大將 民友社 1906 SH767.6/30

ま 書355 正成卿  辞闕之段 金港堂 1891 SH767.6/62/2

書356 正成卿　湊川之段 金港堂 1891 SH767.6/62/4

書357 滿韓鐵道唱歌 金港堂書籍 1906 SH767.6/75

書358 満洲小学唱歌集 謙光社 1973 SH767.7/107

書359 滿洲新中等唱歌　巻１ 大連音樂學校 1939 SH375.97/5

み 書360 道真公　 金港堂 1892 SH767.6/62/5

書361 みなぞこの月　待宵草 大阪開成館 1921 SH767.5/41

書362 民謡哀別 シンフォニ－樂譜出版社 1926 SH767.5/42

書363 民謠俚謠小唄集 シンフオニ－樂譜出版社 1939 SH767.5/43

む 書364 陸奥の吹雪 文寶堂 1902 SH767.6/98

め 書365 明治軍歌　全 博文館 1895 SH767.6/31

書366 明治唱歌　第３集 中央堂 1889 SH767.6/60/3

書367 明治大帝御製頌歌 日本交響樂協會 1928 SH767.3/4

書368 明笛流行俗曲 附唱歌軍歌 精革堂　 1908 SH767.8/14

書369 名譽之日本 民友社 1906 SH767.6/15

も 書370 桃太郎　家庭唱歌　第壹編 文武堂 1901 SH767.7/30

書371 桃太郎　童話唱歌　第貳編 吉川半七 1901 SH767.7/22/2

や 書372 野外散歩唱歌 西野虎吉 1905 SH767.7/24

書373 やさしい獨唱と輪唱曲集 厚生閣 1932 SH767.7/97

書374 山田唱歌集　上巻 十字屋 1903 SH767.7/3/1

ゆ 書375 勇氣凛凛消防軍歌 山崎曉三郎 1895 SH767.6/71

書376 勇壮活潑新軍歌集 1893 SH767.6/34

よ 書377 養蠶唱歌 秀英舎 1901 SH767.6/61

書378 幼稚園唱歌 共益商社楽器店 1902 SH767.7/85

書379 幼稚園唱歌集　全 東京音樂學校 1887 SH375.97/27

書380 幼稚唱歌　下卷 村上書店 1903 SH767.7/65/2

書381 幼稚唱歌集 眞鍋廣助 1887 SH767.7/54

書382 幼年唱歌 第１・２集 敬文館 1912 SH767.7/8

り 書383 陸軍喇叭譜 一二三館書店 1931 SH767.6/122

書384 陸軍戰捷記念日祝歌 榊原文盛堂 1906 SH767.5/6

書385 流行歌民謡全集　明治・大正・昭和 大日本雄辯會講談社 1934 SH767.8/22

書386 寮歌集 第一高等學校 1932 SH767.6/123

書387 寮歌集 第三高等学校自由寮 1935 SH767.6/82

書388 旅順陥落　祝捷歌 開成館 1905 SH767.5/8

書389 旅順陥落唱歌集 修文館 1905 SH767.6/127

れ 書390 歴史唱歌宇治川 文友館 1901 SH767.7/42

書391 連戰連捷　日清戰鬪軍歌 松榮堂書店 1894 SH767.6/72

ろ 書392 勞働歌及組合歌 白揚社 1927 SH767.6/38

書393 露營の夢 共益商社樂器店 1904 SH767.6/80

書394 露国征討軍歌 萩原新陽館 1904 SH767.6/68

書395 露國討伐軍歌 盛香書院 1904 SH767.6/9
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