
「『保育唱歌』明治十六年 清水たづ譜」所収の曲目一覧  
 

 

[凡例]  本一覧表は、お茶の水女子大学所蔵のこの曲集に収められた唱歌、計 85曲について、曲題等のデータを、頁順に示したものである。  
  ・一覧表には、曲順に通番号を付け、曲題、その当該丁数、歌詞の作詞者と出典、初句、「遊戯」「五声」「七声」「高等」の四分類、調・旋法、拍子、撰譜者とその等級、を記した。  ・原資料には、丁数の記載が途中（丁数 4）迄であるため、その後は順に丁数をつけ、表・裏の別を記した。表は「オ」、裏は「ウ」と表記した。 ・原資料に記載されていない情報については、他の保育唱歌譜、及びこれまでの諸研究によって既に明らかにされているが、ここでは原資料に記載されている情報のみを記し、不明な項目は、空欄とした。原資料に朱書きで記載されている事項は朱で記した。   ・歌詞の出典は、「 」で括った。   ・同じ読みを持ち、異なった表記がされているものについては、原資料に用いられている通りの字体で記した。      

 

 



通番号 丁数 曲名 出典・歌詞作者 初句 遊戯・七声五声・高等 調・旋法 拍子 撰譜者1 1   オ 風車 カザグルマ 遊戯 壹越律旋 歩拍子三十二2 1　 ウ 園ノ遊 オモフトチ 壱越律旋 歩拍子　五十三歩　拍子十二 五等伶人　奥行業3 2　 ウ 遊行手車 トモトチヨ 平調律旋 七十一歩4 3　 ウ 宇治川 「萬葉集」　柿本人麿 モノノフノ 双調 歩拍子　三十歩　拍子三十5 4　 オ 盲想メシヒノアソビ ウタマヒニ 平律 歩拍子　拍子五十六 五等伶人　奥行業6 4　 ウ 窮鼠コネズミ マドノウヘ 黄鐘調律 五十六歩 五等伶人　東儀季長7 5　 ウ 兔 ウサキハモ 遊戯 平調律旋 歩拍子　四十八歩　拍子四十八 四等伶人　多忠廉8 6　 オ 梢ノ藤 橘千蔭 コトハナノ 壹越律 天ノ鶴群ト同音9 6　 ウ 君か代 「古今集」 キミカヨハ 拍子六 二等伶人　東儀頼玄7　 オ 兔二段 ヤヨウサキ 早四拍子7　 ウ 三段 ヤヨウキ 早四拍子10 8　 オ 野山ノ遊 イザコドモ 盤渉調律11 8　 ウ 遊魚ウロクツ ミズニスム 黄鐘調律 歩拍子12 9　 ウ ハハソバ ハハソバノ 平調律13 10　ウ 木毎ノ花 ユキフレバ 平調律14 11　オ 家鳩 イヘバトノ 遊戯 平調律旋 歩拍子　拍子五十六15 11　ウ 花見の駒 カスミタチ 壹越調律旋12  ウ 同二段 チリモマタ13　ウ 三段 ユフバエノ16 13　ウ 冬燕居 一段：イカバカリ二段：シタシカル 盤渉調17 15　オ オモフトチ ヨノナカニ 唱歌 盤渉調律旋 拍子十 二等伶人　林廣継18 15　オ 堤の雲 サキツヅク 唱歌 盤渉調律旋 拍子六 四等伶人　山井景順19 15  ウ 山下水 ヒトシレズ 唱歌 盤渉調律旋 拍子六 四等伶人　豊喜秋20 16　オ 明石ノ浦 ホノボノト 唱歌 盤渉調律旋 拍子六 四等伶人　多久随21 16　ウ コホロキ ニハグサニ 唱歌 壹越調律旋 拍子八 三等伶人　山井基萬22 17　オ 水底の月 フタツナキ 唱歌 壹越調律旋 拍子七 五等伶人　奥好尋23 18　オ 唐琴之浦 ミヤコマデ 唱歌 盤渉調律旋 拍子七 四等伶人　辻高節24 18　ウ 去冬の雪 ハルナレド 唱歌 壹越調葎旋 拍子六 三等伶人　林廣季25 19  オ 欵冬　 カハヅナク 唱歌 盤渉調律旋 拍子七 二等伶人　東儀季燕26 19　ウ 君カ恵 アリガタキ 七声唱歌 黄鐘調律旋 拍子八 一等伶人　芝葛鎮27 20　オ 花橘 サツキタツ 七声唱歌 黄鐘調律旋 拍子八 三等伶人　山井基万28 20　ウ 科戸ノ風 ヤエグモハ 七声唱歌 盤渉調律旋 拍子十六 二等伶人　東儀季芳29 21　オ イロハ イロハニホヘド 七声唱歌 雙調律旋 拍子七30 21　ウ チヽコソ　 チチコソハ 七声唱歌 壹越調律旋 拍子十 二等伶人　東儀頼玄31 22　ウ 我行末 ・チチハハノ・イザサラバ  （近藤浜訳） 七声唱歌 雙調律旋 拍子九32 23　オ 鏡山 アフミノヤ 七声唱歌 壹越調律旋 拍子六33 23　ウ フリヌルフミ ミワタセバ 平調律旋34 24　オ ウミユカバ ウミユカバ 壱越調律旋35 24　ウ 秋の日影 ツユシモニ 平調律旋 早四拍子十二36 25　オ 若紫 タミクサノ 壹越調律旋 早四拍子十二37 25　ウ 墨縄 ヒトスジニ 平調律旋 早四拍子十38 26　ウ 寒夜 シラユキノ 盤渉調律旋 早四拍子十39 27　オ ユキメグリ ユキメグリ 七声唱歌 平調律旋 四拍子　拍子九40 27　ウ ヤスキタメシ タマチハフ 七声唱歌 平調律旋 拍子十二41 28　オ 白金 シロガネモ 七声唱歌 黄鐘調律旋 拍子十二42 29　オ 河水 カハミツノ 七声唱歌 盤渉調律旋 早四拍子　拍子三十43 31　オ 春日山 カスガヤマ 七声唱歌 壹越調律旋 早四拍子　拍子十四44 31　ウ 天ノ田鶴群 タビビトノ 七声唱歌 壹越調律旋 早四拍子　拍子十四45 32　オ 菊ノ挿 キミガヨノ 七声唱歌 平調律旋 早四拍子　拍子十四46 33　オ 教ノ道 ヒトスジニ 七声唱歌 平調律旋 早四拍子　拍子十四47 34　オ 隅田川 ミヲノボル 七声唱歌 雙調律旋 閑四拍子　拍子十八36　オ 二段 キエセズバ 早四拍子　拍子六48 37　オ 人ノ誠 ヒトミナハ 七声唱歌 壹越調律旋 閑四拍子　拍子八37　ウ 二段 イソシクモ 閑四拍子　拍子八49 38　ウ 鹿島ノ神 アラレフル 七声唱歌 黄鐘調律旋 早四拍子　拍子十二50 39　オ ユキフリテ ユキフリテ 七声唱歌 平調律旋 閑六拍子　拍子三51 39　ウ カヒアルチヨ イセノウミ 七声唱歌 平調律旋 閑四拍子　拍子六52 40　オ 山時鳥 タチバナヲ 七声唱歌 黄鐘調律旋 閑六拍子　拍子四53 41　オ 倭心 ヤスミシシ 七声唱歌 平調律旋 閑五拍子　拍子五54 41　ウ タケノネ タケノネノ 七声唱歌 平調律旋 閑四拍子　拍子八55 42　ウ 不二ノ山 アメツチノ 七声唱歌 盤渉調律旋 閑四拍子　拍子十44　オ 二段 タゴノウラユ 七声唱歌 早四拍子　拍子六56 44　ウ 民草 タミグサノ 七声唱歌 壹越調律旋 閑五拍子　拍子六45　ウ 二段 サトノコガ 閑四拍子　拍子七46　ウ 三段 サトゴトニ 閑四拍子　拍子七47　オ 四段 ヲグルマニ 閑四拍子　拍子七48　オ 五段 テモスマニ 閑四拍子　拍子七



48　ウ 六段 イナホウツ 閑四拍子　拍子七49　ウ 七段 オホクラニ 閑四拍子　拍子七50　オ 八段 トヨトシノ 早四拍子　拍子十六57 51　ウ マナヒノユキカヒ モノマナブ 七声唱歌 壹越調律旋 閑五拍子　拍子二十58 54　オ コガヒ トシモヨシ 七声唱歌 盤渉調律旋 閑四拍子　拍子八59 54　ウ 大和撫子 ハナサカバ 七声唱歌 壹越調律旋 閑四拍子　拍子八60 55　ウ 富士ノ峯 ココロアテニ 七声唱歌 盤渉調律旋 閑四拍子　拍子八61 56　ウ 苗代水 イノリツツ 七声唱歌 黄鐘調律旋 閑四拍子　拍子八62 57　オ 瀧ノ白糸 イハマヨリ 七声唱歌 壹越調律旋 閑四拍子　拍子八63 57　ウ 春 イザサラバ 七声唱歌 雙調律旋 早四拍子　拍子十64 58　ウ 夏 イザサラバ 黄鐘調律旋 早四拍子　拍子十65 59　ウ 秋 イザサラバ 平調律旋 早四拍子　拍子十66 60　オ 冬 イザサラバ 盤渉調律旋 早四拍子　拍子十67 61　オ 二見ノ浦 ユフヅクヨ 高等の部 雙調呂旋 閑五拍子　拍子六68 61　ウ 百鳥 モモドリノ 雙調呂旋 早四拍子　拍子十六69 63　ウ 神ノ恵 アメツチノ 平調律旋 閑四拍子　拍子八70 64　オ 道ノ光 オサマレル 壹越律旋 閑四拍子　拍子九71 64　ウ 夏山 ヤマカゲヤ 壹越呂旋 閑四拍子　拍子六72 65　オ 元ハ早苗 ナニゴトモ 平調 閑四拍子　拍子八73 66　オ 濱ノ真砂 ワダヅミノ 盤律 閑四拍子　拍子八74 66　ウ 子ノ日 ハツハルノ 平律 閑五拍子　拍子十四68　オ 二段 サカヅキニ 閑五拍子　拍子十四69　オ 三段 ウグヒスモ 閑五拍子　拍子十六75 71　オ ヨロツノコト フミヨメバ 黄律 閑四拍子　拍子八76 71　ウ ソムカヌミチ ミナヒトノ 盤律 閑四拍子　拍子九77 72　ウ 学ノ道 ミガカズバ 壹律 閑五拍子　拍子六78 73　オ 春ノ山邉 オモフドチ 双律 閑四拍子　拍子八79 74　オ ワラハヘ ワラハベノ 壹律 閑四拍子　拍子十80 74　ウ ヨヨノオヤ ヨヨノオヤノ 黄呂 早四拍子　拍子十二81 75　ウ ハラカラ ハラカラハ 平律 閑四拍子　拍子十二82 76　オ 梓弓 トルママニ 双呂 閑五拍子　拍子七83 76　ウ 露ノ光 カリソメノ 平律 閑四拍子　拍子十六84 78　オ 陸奥山 スメラギノ 太食調 閑三拍子　拍子十二85 79　オ 王昭君 ユキマジリ 盤律 閑五拍子　拍子十四81　オ 二段 マスカガミ 閑五拍子　拍子十六82　ウ 三段 ウツシエノ 閑五拍子　拍子十84　ウ 四段 ハルタテド 閑五拍子　拍子八86　オ 五段 ハルノヒノ 早四拍子　拍子七
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