
参考書誌研究・第38号（1990・，9）

NHK制作『録音資料・日本民謡集』

伴　野　有市郎

菅　野　美代子

　この『録音資料・日本民謡集』は，NHK　　ているが，昭和20年代のSP時代の末期

が永年にわたって継続刊行してきた大冊　　にNHKが独自に開発した「Vinycord」F

の図書r日本民謡大観』の音の資料とし　　という特殊な準長時間レコードの名前

て，部内資料用に制作したもので，’公刊　　を，そのまま引き継いでいる。

はされていな：い。　　　　　　　　　　　　全体の構成は，地域別の編成で，次の．

　LPレコード110枚に，全国の民謡およ．　ようになっている。

そ2500曲が収められており，、SPの時代

からり旧い録音のものも含めて編集され

　　　　　　　　　　　　　　　（レコード」番号）

　　　　北海道篇　　・　VDL　　1051，’1052　　　　（2枚　40曲）

　　　　　　　　　（なお，アイヌ歌謡については，本誌31号を参照）

東北篇　1

　　　　2

関東篇〔1〕

　　　　2
中部篇』 P

　　　　2

　　　　3

　　　　4　，

近畿篇

中国篇　1’

　　　　2

四国篇

九州篇　1・

　　　　2

VDL
VDL
VDL
VDL
VDL
VDL
・VDL
V．　DL

－VDL

VDL．
VDL
VDL
VDL
VDL

（なお，沖縄・奄美地方の民謡は，

の方も三三として「沖縄・奄美篇」が企画され，最近その刊行が始められたと

ころである）

1053～1057　1　’．（5」枚：98曲）

．1058～1062　　〈5枚112曲）

　259～267　　層（9枚　149曲）

1063～1070　・一一　（8枚161曲）

　268～274　　（7枚．172曲）

　275～282　　（18枚188曲）’

1071～1076　　（6枚132曲）

1077～1081　　（5枚108曲）
　283～292　・　　（10枚　253曲）

1006～1014　　　（9枚　220曲）

1015～1022　’　（8枚216曲）、

1023～1031　　（9枚202曲）
1032～1041　　’　（10枚　252曲）

1042～1050　t　、（9枚199曲）

　　　　　ここには含まれていない。『日本民謡大観』
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幽

　各面ごとに解説書が付され，収録の年

月，歌詞，唄の用途，他の地域・・唄との

・関連，演唱者の記録と唄の所在地（収録

または放送時のもの），・『日本民謡大観』

の各巻との対応などが記されている。．

　『日本民謡大観』の編さんは，昭和16年．

以来の継続事業であって，「関東篇」（第

1巻）を振りだしに，40年間という歳月

をかけて編さん・刊行されており，北海

道から鹿児島まで8巻（9冊）が刊行さ

れて，いったん終了した。昨年からは，

三三として「沖縄；奄美篇」の刊行もは

じまり，全4巻で続けて刊行される予定

である。

　『日本民謡大観』と．『録音資料・日本民、

謡集』はi各地に伝わり唄いつがれてき

た民謡の調査・収集（録音・採譜）の成

果で，生活の変化とともに消滅してしま

，うであううものの貴重な記録として集大

成されたものであり，日本民謡の研究に

は欠かせない基本的な資料であろう。

　なお　配列仁ついては「北海道篇」か

ら「九州ZZ］・まで，地域別に北から南へ

’の順序で並べた。また，記述中の〈〉

．内は，当館の請求記号である。

」

北海道篇（全40曲）

VDLIO51　’　〈A328－29rl＞
　A面）子守唄（曽根ハナ　唄）他

　B面）闇闇唄（棘漁音頭保存会　唄）

　　他

VDLIO52　〈A－328－29－2＞
、A面）錬漁唄（加茂勇　他唄）他

　B面）越前踊一千本三一　（歌笛越前

　　三保三会　唄）他

東北篇　1　（全98曲）

VDL1053
　A面）青森県1

〈A328一，29－3＞

　　草取ばやし（在家タネ　唄），他

　B面）青森県2

　『銭霊歌（小笠原すゑ唄）他

VDLIO54　・　〈A328－2974＞
　A面）青森県3
　　津軽音頭（成田雲竹丘）他

　B面）青森県4
　　十三の砂山（地元有志　唄〉他

　　　岩手県1

　　田り草取唄（伊藤もよ　唄）他・

VDLIO55　〈A328－29－5＞
　A面）岩手県2
　　木挽唄（大西信九郎1唄）他

　B面）岩手県3

　　銚子節（中田信唄）他
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　　　　秋田県1

　　田植唄（清水ヨシ　他唄）他

VDLIO56　・　〈A328－29－6＞

　A面）秋田県2
　　土蔵塗り唄（戸沢竹三　他唄）他

　B直）秋田県3

　　松坂（加納初代　唄）他

，V　D　L　1057　’　i　〈A　328－29－7＞

　A面）秋田県4
　　西馬直島盆踊一音頭一（石坂忠二

　　他唄）他

　B面）秋田県5
　　ひでこ節（小林キミ’他唄）他

　　　　東北篇　2　（全112曲）

VDL1058』 @’　　『＜A328－29－8＞

　A面）宮城県1
　　面打唄（片倉宗太廊他唄）他

　B面）宮城県2
　　木伐唄（1）（松本木兆　唄）他

・7諸05壱城県3〈4328’29”9＞　・

　　やすとこ（守屋一画）他

　B面）　山形県1

　　由の草取唄（長谷部長秋唄）他

Vl堰j！tlO60．　．．．．．．．．　A　〈A328T2g－lo＞　．

　A面）・山形県2・

　　最上川舟唄（後藤岩太郎他唄）他

　B面）．山形県3

　　おさのこ節（田中孝太郎　唄）・他

VDLIO61’　〈A328－30－1＞
　A面）山形県4
　　しゃもじゃ（長谷部長秋唄）他
　　　　　福島県1

　　田植唄一中三一（阿部海月　山武）

　　他

　B百）福島県2

　　麦掲唄（大井ツマ【唄）他

VDU・62　　＜A329－3・一2＞

　A面）福島県3
　　相馬節（荒ふよ　他唄）他、

　B面）福島県4
　　安積甚句（東岡三三唄）他・

　　　関東篇’〔1〕　（全149曲）’

VDL259　　　　　　〈A328－30－3＞
　A面）’神奈川県1

　　子守唄（若林マキ　他唄）他

　B面）神奈川県2
　　粉挽唄（中山三三　他唄）他

VDL260　　　　　　＜A328－30－4＞

　A面）神奈川県3
　　木挽唄（米山兼吉　唄1）他

　B面）神奈川県4
　　海南神社神事唄（鈴木チエコ　他唄）

　　　　千葉県1
　　銚子大漁節（大漁節保存会　唄）他

VDL261　　　　　　’〈A328－30－5＞

　A面）千葉県2
　　押し込み甚句（斉藤俊太郎他唄）

　　他

　B面）千葉県3
　　ミ　ヤザク
　　宮谷坂（伊橋茂　唄）、他

VDL262　　　　　　　〈A328－30－6＞

　A面）千葉県4
　　木更津甚句（小柴君代　他唄）他

　B面）埼玉県1
　　田植唄（田ロフミ　唄）　飽

VDL26aし @、〈A328－30一7＞

　A面）埼玉県2
　　はつうせ（細田善七　唄）他

　　　　栃木県1

　　日光和楽翻日光回天所髄唄）

　　他
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B面栃木県2

　　苗歯軸（安藤リ1ソ　他唄）他

VDL264　〈A328－30－8＞
　．A面）茨城県1・’

　　苗取項・田植唄（地元有志　唄）　他

　B面）…痛止2

vb響卿聯美〈欄13。驚＞

　A圃…鐡県3
　　のろばか踊（増山タカ他唄）綿

　　　　群馬県1
　　田植唄（樺沢芳勝　他唄）他

　B面）群馬県2
　　草津節（福太郎他唄）他t’t

VDL266’　・・　〈A328－3b－lo＞
　A面）群馬県3’

　　入木節（桑子政吉　三越）

　　　　東京都1
　　大島節（大島里喜他唄）他

　B面）東京都2　　　　　・

　　塩釜戻り（白井友義　他唄）他

V£詣167輔3く、〈A328”31”1＞、

　　神輿音頭木遣り（沖山賢三自傷）．，

　　他

　B面）東京都4　　　　　　”
　　愚節（奥山一ツ栖唄）他．

　　　　関東篤2・（全面）

．VDLIO63・　’ @〈A328－31－2＞．

　A面）茨城県1
　　苗取唄（地元有志唄）他

　B面）茨城県2
　　網延唄（地元有志　唄）他1

　　　　　栃木県1

　　田植唄（地元有志唄）他

VDLIO64　〈A328－31－3＞

A面）栃木稟2

　　草刈唄（手塚正秋　他唄）他

　B面）群馬県1

＞D縢1地元有志・唄IA㌫3M＞・

　A面）群馬県2　　i・

　　桑摘唄（地元有志唄）他

　B面）埼玉県・
　　麦打唄（地元有志唄）．他

　　　　千葉県1

　　田植唄（石井利吉唄）他

VfD　LIO66’　〈A328－31－5＞

　A面）’千葉県2

　　藻船唄（石井利吉唄）他

　B面）’千葉県3

　　行徳音頭（宇田川徳次郎　雌唄）伸

　　　　東京都1

　　焼米掲唄（三ツ木勘蔵　典章）他

VDLIP67　一　〈A328－31－6＞
　A面）’東京都2

　　麦打唄一呑打込一（松戸岩吉　他部）

　、．他

　B面）東京都3

　　江戸木遣（青柳繁次郎．他唄）他

VDL1068　　　　　　〈A328－31二7＞

A稟繍轟謙他pA）他

　B面）　東京都5．
　　ガッシャガシャ（翫有志三三

V諸06覧京都6〈A328二＄「8＞

　　春山節（地元有志唄）他

　B面）神奈川県1
　焼米揚唄（加藤高次郎他唄）他

VDLIO70　，　〈A328－31－9＞

A轟課羅（斉藤とみ他唄）

　　他，

一42一



　B面）神奈川県3

潅南神社熟睡∵唄1

　　　　中部篇　1　（全172曲）

V　D　L　268　’@1　’ qA　328－31－10＞

　A面）’新潟県1

　　新発田甚句（地元有志唄）他

B面）新潟県2
　　糸犀川甚句（保坂三勇喜　他唄）他

VD　t269　〈A328－32－1＞
・A面）新潟県3

　　おV・な（地回志唄）’他

B両）新潟県4
　　はんや（鈴木三次　唄）・他

V心墨170糊県5〈A328”32’1＞

　　佐渡おけさ・選鉱場おけさ位三会

　　唄）他

　B面）一tt新潟県6

　　田植唄（土田イツ唄）’他

　　　　富山県1

VD騨地元有∵IA㌫齢

　A面）富山県2
　　，あげもる唄“石かち唄一（宇波々ッ

　　カ節保節会　唄〉他

　B面）．富山県3

　　布施谷津（申根浅吉　他県）他「

VDt272　，　〈A328－32－4＞
　A面：）’富山県4

　　三三越中＃箇山麦屋節保訟

　　唄）他

　B面）富山県5
　　せり込み蝶六（せり込み蝶六保存会

　　唄）・他，

VDL273　〈A328－32－5＞

　A面）石川県1
　　籾摺唄（地元有志唄）他

　B面）石川県2　　　　　　　　・
　　．二俣イヤサカ（地元有志唄）他

’V
oL？’74　，一．　．，　．，．．　J．　．　‘A　328－3？一6＞　’

　A面）福井県1
　　三国節く三国節保脱会唄）他

　B面）福井県2

　　紳三二唄）他

　　　　中部篇2（全1舳）

VD．L275，　’@一 iA328－32－7？

　A面），山梨県1

　　鵬唄（三融解他三池

　B面）山梨県2
奈良晦（鱒子伽）他

VDL276　’　’ qA，328－32－8＞

　A面）山梨県3
　　縁故節（美佐子・他唄）飽

　　　　豪野県1一
　　天資節（五味元喜卿他

　B面）長野県2’
　　ざんざ節（律章節保存会　唄）他

IVDL277　〈A328－32－9＞’
　A面）長野県3
　　御嶽（和合念仏蘇三会唄）他

秘翻齢志唄）他’

VDL278　’　〈A328－32－10＞
　A面）静岡県1
　　ざんざ三一杭打唄一（伊藤勝次　他

　　唄）他
　’B面）静岡県2

　　子浦音頭（地元有志唄）他
VRk179．il県3，・〈A328’33”’〉

　　大漁コイコイ節（盤水会　唄）他

．一
@43　一，



　B面）愛知県1
　　田植唄（1）（神谷富次郎　唄）他

VDL280　〈A328－33－2＞
　A面）愛知県2

　　地掲唄（森下小太郎　唄）他

　B面）　愛知県3　　　　　　　　’一
　　名古屋甚句（登代子　他唄）∫栖

　　　　岐阜県1
　　ボツテ・セ（中津川賭保存無題）

　　他

VDL281　〈A328－33－3＞
　A面）岐阜県2　t・・

　　郡上踊「古調川’三一（郡上踊保存会

　　唄）他

　B面）岐阜県3
　　三拍子（白川郷荻町民謡保存会　唄）

　　他

儲82岐嶋〈A32S“31’4＞．・

　　木遣面詰膚浅榔他唄）地

　B面）岐阜県5
　　桑もり唄（三太郎他唄）他

　　　「中部篇　3　（全132曲）

VDLIO71　〈A328－33－5＞
　A面）新潟県1

　　田小切唄（布施梅次郎　他部）他

　B面）新潟県2
　　新潟甚句一樽たたぎ一（ギ代菊　他

　　唄）他

VDLIO72　 　〈A328－33－6＞

　A面）新潟県3
　　新潟おけさ（キ代菊　他唄）他

　13面〉新潟県4

　　三階節（吉次　他唄）’他

VDLIO73　’　〈A328－33－7＞
　A面）新潟県5

　　よしょし（武田益吉　他唄）他

　B面）　富山県1・

　　田打唄（小田軍力唄）他

VDLIO74　〈A328－33－8＞
　A面）富山県2
　　興起し大漁木遣り（地元有志　唄）

　　他

　B面）富山県3
　　四ツ竹節（地元有志　唄）他

VDLIO75．　〈A328－33－9＞
　A面）富山県4
　　松坂踊（地元有志　唄）』他

　　　　石川県1

B禺繍膨陣唄）他
　　田植唄（横山与十郎　他唄）他

VDLIO76　．　〈A328－33－10＞
　A面）石川県3

　　神輿渡御船歌（地元有志唄）他
B面）・領井県

　　子守唄（地元髄唄）他’

　　　、中部篇　4　（全108曲）

VDLIO77　〈A328－34－1＞
　A面）　山梨県1

　　田植唄（保坂いち　他唄）他

B面）山川県2
　　綿ほhSし唄（内藤庄太郎　唄）他

VP！tlO78“一・．一　，　〈A328－34：2＞

　A面）長野県・

　　田植唄（笹川茂晶唄）他

　B面）静岡県1
　　田植唄（山本たか　他唄）．他．

VDL1079　　・＜A328734τ3＞
　A面）静岡県2
　　春唄一豆蒔唄一（地元有志．唄）．．他

B面）．静岡県3』
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　　お茶節（安議作調）他

VDLIO80　〈A328－34－4＞
　A面）静岡県4
　　伊勢音頭一祝唄一（橋本　応訴）他

　B面）静岡県5

蔚繍瓢（地元有志唄地

　　築城木遺L手休め唄一（地元有志

　　劇他
VDLiO81　・　’一’　〈A32’

W－34－5＞

．A面）　愛知県2・

贈爵躍一1「四君子騨乖

　B面）岐阜県

　　田植唄（三輪勘七　唄）他

　　　　聯篇（全253曲）

VDL283　　、〈A328－34’6＞
　A面）滋賀県1
　　子守唄（福島きぬ．他唄）他

　B面）滋賀県2
　　田の草取唄（1）（藤井よしえ’他唄）

　　他、

V　D　L　284　’　’@〈A　328－34－7＞

　A面〉　景都府1

　　子守唄（塘くに．唄）他

　B面）　京都府2

　　宮津踊（1）宮津節（宮津踵保存会　唄）

　　他
VDL285　”@〈A328－34－8＞
　A面）　京都府3

　　長持唄（地元有志、唄）他

　　　　大阪府ゴ

　　虚無頭一繰一（川端宗次郎飾
　　唄）他

　B面）大阪府2
　　天満の子守唄（地元結卿他

VDL286　〈A328－34Lg＞
　A面）兵庫県1．

　　子守唄（竹内なお唄）他

　B面）兵庫県2
　　桑摘唄（地元有志’唄）他

VDL287　〈A328－34－10＞　’
　A面）兵庫県3
　　素麺掛け旧く地元有志唄）他

　・B面）　兵庫県4
　　酒造唄一洗いもの四一（地元有志

　　唄）他

　　　　奈良県1
　　子守唄（1）（地元有志　唄）他

VDL288　〈A328－35－1＞
　A面）奈良県2
　　．田かち唄（地元有声’唄）他

　B面）奈良県3

　　素麺掛け唄（地元有志唄）他

VDL289　・「　　’〈A328－35－2プ

　A面）　奈良県4・

　　ちょんこ節（地元有志唄）他

　　　　三重県1
　　子守唄（pP　，Jilサノ唄）他

　B面）三重県2
　　愚論唄（中川サノ唄）他

VDL290　〈A328－35－3＞
　A面），三重県3

　　－tw漕唄（地元有志’唄）他

　B面）、三重県4

　　茶摘唄（地元有志唄）他

一VDL291　〈A328－35－4＞
　A面）和歌山県1

　　子守唄（楠本カメ他唄）他

　B面）和歌山県2
　　米揚唄（1）（福島とくえ他唄）他

Y　D　L　？92　，　．　，　〈A　328－35－5＞　，

　A面）和歌山県3

　　酒造唄一三洗い三一（樫山平八他
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　　唄）他
　B面）’和歌山県4

　　麦かち唄（中野はつえ　他唄）他

、・中興（杢22011）

YDL．1006L“L　’　〈A32’8－35－6＞

　A面）　鳥取県1

　　田植唄（栗本冬唄｝他．

B要繍職他唄）他’

VRklOOkin．．．，　〈A9．28T3s－z＞

　　酒糊一壷洗三一厳原酒鮪志

　　唄）他　　・，

　B面）　鳥取県4

　　貝殻節（上山精一　唄）他
．．rC”奄Ubg”’’’”　，　”ZA92s－35－s＞

　A面）鳥取県5
　　都々逸新内（西尾鶴太郎池唄）他．

　B面）　鳥取県6

d、 ﾇぬりさんご節（如赫三三）

　　他
vDLIo6g　’　〈A32s－3s－g＞

　A面）島根県1
　　子守唄（柱ナオ唄プ他

　B面）　島根県2、
　　鮒島唄（曲球市地唄）他

VDLIOIO　．　〈A328L35－10＞
　A面）　島根県3『

蓋刈唄一山通しT（三瀬唄）、

　B薗）島根県4
　　伊勢音頭（銭谷サダ子　他唄）他

VDLIOII　〈A328－36－1＞　’

　A面）島根県5

面灘削回他唱）・他

　　盆踊唄＿に厩＿（永岩田茂造他

　　唄）他
’VDLIO12　〈A’ @328－36－2＞　一

　A面）山口県1
　　子守唄（長瀬スギ幽）他

　B面）．山口県2

　　麦打唄（宮本マチ’唄）他

VDLIO13　，　〈A328－36－3＞

　A面）山口県3

叡認緯瀞響むしり明一

　B面ジ山口県4

　一馬子唄（福井正作唄）他

VDLIO14　，　〈A328－36一．4＞

　A面）・山口県5
　　長持唄（八木鶴一　唄）他

　B面）山口県6
回覧「さんr小島一（平田平一L

　　　　中国篇　2　（全216曲）

’vD　Llols　’　〈A32s－36－s＞

　．A面）　岡山県，1

　　子守唄（万代糸代唄）血

　B面）岡山県2
　　田の靱唄（騨三一郎唄）他

VDLIO16　’　〈A328－36－6＞
　A面）岡山県3

碁譜千李捌厨子千μ他

　B面），岡山県4

　　真田組み唄（地元有声唄）他

V父缶101禽山県5・〈A328T36”7＞

B計羅讐細心
　　下津嵐山（西・さよ子他吟他
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　　　　　広島県1

　　盆踊凶日くどき音頭一（向山敏一

　　他唄）他・

VDL1018　　　　　　＜A328－36－8＞
．’

`面）広島県2
　　子守唄（地元有志噴）他

　B面）広島県3幽
　　苗取唄（1）（長谷　1きさよ他唄）他

・VDLIO19’@’@〈A328－36－9＞

　A面）　広島県4
　　田植唄一難し田一（多田鰍郎他

　　唄）他
　B面）』広島県5
　　粉癩（浜弓ナ他唄）抱

YDLIO20　〈A328－36－10＞
　A面）’広島県6

　　機織唄（白砂かタ　他唄）．他

　B面）　広島県7’

　　ふいご節（田中ま？他薦）他

VDL，1021．　’@’〈A328：37－1＞

　A面）広島県8
　　筏流し唄（岡田宝庫）地

　B面）広島県9
　　祝込み三一道中三一（田中登博　他

　　唄）他
IVDLIO22　〈A328－37－2＞’

　A面）広島県10

B藷繍τ聯繭）他

誌㌃麦さカll『（細みやの他

　　　　　四国篇（杢202曲）

V又詣｝Ol巻川県ゴ・〈A328“37’3＞

　　’子守唄（川・松兵衛項〉．他

　B面）　香川県2

　劔摺唄（西尾浅一唄）他
lV£詣102蕃川県3〈．A328”37”4＞

　　たたら唄一価踏節一（辻甚五郎　唄）

　　他

　B面）、香川県4

　　盆：踊唄一安田端一（田川忠次郎他

　．唄）他・

VDLIO25　〈A328－37－5＞
　A面）・愛媛県1

搬器驚辰蔵遡他
　　田の草取唄（松本謙市　唄）他

γ1詣1・2獲媛瞬くA3？8－37－1＞

溜響（リキや節）（卿雄

　B面）愛媛県4
　　麺打唄（稲住ト．ラ唄）他

VDLIO27　〈A328－37－7＞
　A面）愛媛県5
　　舟追分（藤原成一唄）他l

　B面）愛媛県6
　　子守唄（和職樹三組

y£詣101熱1〈A32鼎〉’

　　阿波踊（お鯉　他唄）他

　B面）徳島県2
　　米踏唄（上田こぎく　他唄）他

v加・29　　〈A・328－37－9＞

　A面）徳島県3
　　藍こなし唄一馬子唄一（清水九平

　　他唄）他

　B面）徳島県4
　　塩浜曳き唄（入田清太郎　他唄）他

　　　　高知県1

　　子守唄（中越政尾唄）他

VD．　LIO30　．　’@〈A328－37－10＞
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　A面）高知県2
　　子守唄（1）（中沢せん唄）－他

　B面）高知県3
　　花取踊（中川四郎　他唄）他．

V父詣103誌知県4・〈A328T38’1＞

　　船唄一町漕三一（佐竹貞吉　唄）他

B面）高知県5

　　幡多みたらい（谷崎豊吉唄）他

　　　　九州篇　1　（全252曲）’

VDL1032
　A面）福岡県ゴ

B面〉福岡卿

　　他唄）他

VPL1033
　A面）‘福岡県3』

　B面）福岡県4

VDL1034
　A面）福岡県5

　　他

　B面）福岡県6

　　　　佐賀県1

　　唄）’他

VDL1035
　A面）佐賀県2

　B面）佐賀県3

　　他

博多子守唄（水茶屋お秀

〈A328L38－2＞

　　唄）他一

粉挽唄一おそあさん三一（米安茂

　　　　　　　　　〈A328－38－3＞一

細いね唄（藤吉亀吉唄）他・

ゴンゾー唄（地元有声　唄）他

　　　　　　　　　〈A328－38－4＞

長持唄一嫁入三一（原島和蔵　他心）

盆踊三一松坂一（岡本嘉太郎

盆踊唄一思案三一（川本初太郎

子守唄（1）（中野マサエ

新地節目醐唄二（獅ツエ

　　　　他唄）

　　　　　他

〈A328－38－5＞

，他唄）他

　　　　他唄）

VDLIO36　’ qA328－38－6＞

　A面）・佐賀県4

　　鯨唄（地元有志唄）他・

，B面）　長崎県1

　　子守唄（1）（高平久四郎唄）他
VD　L’

@1037　〈A328－38－7＞　，
　A面）長崎県2
　　籾摺唄（川崎津喜雄唄）』他

B面）長崎県3

　　木線糸引唄（白川カノ唄）他

VDLIO38　’　SA328－38－8＞
　A面）長崎県4
　　六調子（高崎善次　他面）他．

　B面）長崎県5
　　獅市の泣き唄（辻イネ’唄）他

V　D　L　1039　1　一　，　SA　328－38－9＞

　A面）’大分県1

　子守唄（地元有志唄）他

　B面）大分県2
　　唐箕節（須磨サズ　他心）他

VDLIO40　一〈A328－38－10＞　．
A面）大分稟3

　　池の棒振唄（地元有志　唄）他

　B面）大分県4
　　草苅唄（加倉としえ　他唄）他

VDLIO41　〈A328－39一・1＞
　A面）大分県5
　　大黒舞（二棟アサ山回）他

　B面）大分県6

　　堅田三一高い山一（高橋三三　他唄）

　　他　　　　　　　　1

　　　　九’州篇　2　（全199曲）

V£缶｝041簑本県r　．i〈A328”39’2＞

　　子守唄（開平二三．一t．t一、一
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　B面）　熊本県2

　　田植唄（村田チヨヌ　他唄）’他

V父詣1041鱒3．〈A328”39’3＞，

　　水回唄（宮島ワキ　唄）他

　B面）　熊本県4

　　がたいない第一旧三一（上野一二

　　唄）他

VDLIO44　’@〈A328T39－4＞，

　A面）　熊本県5

　　乱獲唄（上田戸旧作　唄）他

　B面）　熊本県6・

　　忍び唄（山北実唄）他

VDLIO45　〈A328－39－5＞　’
　A面）　熊本県7

　　盆踊唄一ションが二一（森由吉次

　　唄）『他・

　　　　宮崎県1

　　季節三一春節一（椎葉サカエ　唄）

　　他

　B面）宮崎県2
　　子守唄（松本マチエ唄）他

VDLIO46　〈A328－39－6＞・
　A面）　宮崎県3「

　　新地節（中瀬智雄唄）他．

　B面）宮崎県4
　　．木おろし頭嘲の登り木一（河野開

　，唄）1他

VDLIO47　〈A328－39－7＞
A面）宮門5

　　木挽唄（松浦義男唄）他

　』B面）　宮崎県6

　　松島（川野キミ他唄）他

　　　　鹿児島県1
　　西季節（平山カエ他唄）他

VDLIO48　・　〈A328－39－8＞
　A面）　鹿児島県2

　　子守唄（樫山ナツ』他唄）他

　B面）鹿児島稟3

　　新地節（木下タヨ他唄）他

vDL164g　〈A32s－3g－g＞
　A面）鹿児島県4

　　舷押し難し（倉国男　他唄）他

　B面）鹿児島県5，

鞭（渡辺富雄唄）他
VDL1050　　　　　『＜A328－39－10＞

　A面）　鹿児島県6
　　ノンノコ（桑弓ノブ唄）．他、

　B面）　鹿児島県7

　　角㍗取回く中村ノブ他門）他

i『日本民謡大観沖部篇』’ iae和30年刊）より

（ばんの・ゆ1ういちろう，かんの・みよこ

　　　　　…………音楽・映像資料室）
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