
岡野貞一作曲一覧 平成31年3月時点

（１）童謡・唱歌
No. 曲名 作詞
1 いざゆかむ 北村秋木
2 銀杏散る 青木歌子
3 伊藤公 八波則吉
4 田舎の春 与謝野晶子
5 上杉鷹山 蘆田恵之助
6 鴬 野口雨情
7 大阪の役 大橋銅造
8 お日様が見つけたもの 佐藤一英
9 朧月夜 高野辰之
10 御歌　立山（立山の歌） 昭和天皇
11 海水浴 旗野十一郎
12 凱旋 吉丸一昌
13 案山子 蘆田恵之助
14 楽聖 旗野十一郎
15 神詣で 河井醉茗
16 河すずみ 不詳
17 帰雁 不詳
18 去年今夜 不詳
19 雲の秋 伊藤小虎
20 古賀連隊長 佐佐木信綱
21 故郷 室生犀星
22 児島高徳 不詳
23 子守唄 三好達治
24 サハラの大沙漠 蘆田恵之助
25 三才女 芳賀矢一
26 三種の神器 中島角次
27 始業式 中島角次郎
28 師の恩 中島角次
29 霜の朝 三木露風
30 小学算術唱歌 巌谷小波



No. 曲名 作詞
31 初冬 今村九穂
32 白瀬中尉　南極探険唱歌 大和田建樹
33 水師営の会見 佐佐木信綱
34 象 桑田春風
35 送別 福井久蔵
36 大正震災唱歌 武島又次郎
37 太平の曲 中島角次
38 たけのこ 北原白秋
39 橘中佐 不詳
40 月と母 西條八十
41 椿 水町京子
42 燈台 横山青娥
43 内地の歌（朝鮮総督府） 不詳
44 七つの卵 飯田亀代司
45 縄飛 青木存義
46 尼港挽歌 高橋隆比古
47 春が来た 高野辰之
48 春の小川 高野辰之
49 春の興 竹田菊子
50 春の草 三木露風
51 春の野川 吉丸一昌
52 春の日 今村九穂
53 飛行機唱歌 日野大尉
54 雛鳥 満井清風
55 日の丸の旗 高野辰之
56 故郷 高野辰之
57 ふるさとの橋 百田宗治
58 奉天附近会戦 尾上柴舟
59 保護鳥 大和田建樹
60 蛍 千田薫



No. 曲名 作詞
61 学び草 坪内逍遥
62 学びの道 八波則吉
63 まなびやの庭に 正富汪洋
64 源為朝 大橋銅造
65 向ふ岸 佐藤一英
66 紫煙る 飯田龜代司
67 明治天皇御製｢鏡｣｢心｣ 明治天皇
68 明治天皇御製｢身｣｢水｣ 明治天皇
69 百舌鳥 蘆田恵之助
70 紅葉 高野辰之
71 桃太郎 不詳
72 靖国神社 不詳
73 夕焼 野口雨情
74 雪なげ 友田宜剛
75 雪の上の鴉 与謝野晶子
76 行く春 青木歌子
77 夜の梅 不詳
78 陸軍記念日（陸軍記念日唱歌） 丸山正彦
79 リンコルン 桑田春風
80 我国の航海業 石原和三郎
81 をりにふれて 明治天皇



♪：現在も歌われている校歌　　☆：メロディーのみ継承された校歌
No. 曲名 作詞 備考
1 北海道庁立旭川高等女学校校歌 明石孫太郎
2 北海道庁立網走中学校校歌（現　北海道網走南ヶ丘高等学校校歌） 神原克重 ♪
3 北海道庁立釧路高等女学校校歌 鈴木正雄
4 北海道庁立札幌高等女学校校歌 吉丸一昌
5 北海道庁立函館中学校校歌 土井晩翠 ☆函館中部高等学校同窓会歌として引き継がれている

6 北海道庁立根室商業学校校歌 大須賀績
7 青森県北津軽郡板柳尋常高等小学校校歌 大和田建樹
8 青森県立木造中学校校歌 近藤忠義
9 東北帝国大学工学専門部校歌 土井晩翠
10 秋田県立秋田高等女学校校歌（現　秋田県立秋田北高等学校校歌） 尾上八郎 ♪
11 秋田県立金足農業学校校歌（現　秋田県立金足農業高等学校校歌） 近藤忠義 ♪
12 秋田県立高巣農林学校校歌（現　秋田県立鷹巣農林高等学校校歌） 高野辰之 ♪
13 秋田県立能代中学校校歌（現　秋田県立能代高等学校校歌） 藤村作 ♪
14 秋田鉱山専門学校校歌 乙骨三郎
15 秋田師範学校校歌 秋田師範学校
16 山形県立鶴岡工業学校校歌（現　山形県立鶴岡工業高等学校校歌） 萱間保蔵（補訂：土井晩翠） ♪
17 山形県立村山農学校校歌 土井晩翠
18 山形高等学校全寮寮歌 守屋猛雄
19 福島県立岩瀬農学校校歌（現　福島県立岩瀬農業高等学校校歌） 土井晩翠 ♪
20 福島県立白河中学校校歌（現　福島県立白河高等学校校歌） 工藤正勝 ♪
21 福島高等商業学校校歌 沼波案
22 福島第二尋常小学校歌 土井晩翠
23 茨城県立江戸崎農学校校歌 土井晩翠
24 茨城県立結城農学校校歌（現　茨城県立結城第一高等学校校歌） 土井晩翠 ♪
25 栃木県立宇都宮第二高等女学校校歌 鈴木貞一
26 群馬県立桐生高等女学校校歌（現　群馬県立桐生女子高等学校校歌） 本多亀三 ♪
27 群馬県立桐生中学校校歌（現　群馬県立桐生高等学校校歌） 篠崎与十郎 ♪
28 群馬県立工業学校校歌（現　群馬県立伊勢崎工業高等学校校歌） 河野省三 ♪
29 高崎市立甲種商業学校校歌 松村明敏
30 浦和町立浦和商業学校校歌（現　埼玉県立浦和商業高等学校校歌） 巌谷小波 ♪

（２）校歌・寮歌など



No. 曲名 作詞 備考
31 埼玉県立忍高等女学校校歌 逸見宮吉
32 埼玉県立秩父高等女学校校歌 高野辰之
33 埼玉県立農蚕学校校歌（現　埼玉県立川越総合高等学校校歌） 武島又次郎 ♪
34 埼玉県両神尋常小学校校歌（現　小鹿野町立両神小学校校歌） 吉丸一昌 ♪
35 千葉県安房郡西岬村立東尋常高等小学校校歌 不詳
36 千葉県立千葉高等女学校校歌（現　千葉県立千葉女子高等学校校歌） 高野辰之 ♪
37 千葉県立東金高等女学校校歌 織本久雄
38 共立女子職業学校校歌 下村莢
39 女子学院校歌（現　女子学院中学校・高等学校校歌） 別所梅之助 ♪
40 女子経済専門学校校歌（現　新渡戸文化学園校歌） 山田武彦 ♪
41 女子美術学校校歌（現　女子美術大学校歌） 佐藤進 ♪
42 東京市淡路尋常小学校校歌 細川潤次郎
43 東京市蒲田区北蒲尋常小学校 高野辰之
44 東京市白金尋常小学校校歌（現　港区立白金小学校校歌） 武笠三 ♪
45 東京市泰明尋常小学校校歌（現　中央区立泰明小学校校歌） 武島羽衣 ♪
46 東京市南海尋常小学校 南海尋常小学校
47 東京府立第二高等女学校校歌 畠山健代
48 東京盲学校校歌（現　筑波大学附属視覚特別支援学校校歌） 尾上柴舟 ♪
49 三輪田高等女学校校歌（現　三輪田学園校歌） 三輪田元道 ♪
50 神奈川県立工業学校校歌（現　神奈川県立神奈川工業高等学校校歌） 浦井喜久造 ♪
51 神奈川県立農業学校校歌（現　神奈川県立平塚農業高等学校校歌） 青木存義 ♪
52 鎌倉郡御成尋常高等小学校校歌（現　鎌倉市立御成小学校校歌） 佐佐木信綱 ♪
53 鎌倉郡腰越津村立正修尋常高等小学校校歌（現　鎌倉市立腰越小学校校歌） 吉丸一昌 ♪
54 川崎市立幸町尋常小学校校歌（現　川崎市立幸町小学校校歌） 佐佐木信綱 ♪
55 鳩川高等女学校校歌（現　神奈川県立上溝高等学校校歌） 鴇田恵吉 ♪
56 横浜専門学校校歌 土井晩翠
57 新潟県三条市三条第四尋常高等小学校校歌（現　三条市立裏館小学校校歌） 種岡忠次郎 ♪
58 新潟県立加茂農林学校校歌（現　新潟県立加茂農林高等学校校歌） 土井晩翠 ♪
59 富山県海老江尋常小学校校歌 相馬御風
60 富山県高岡高等女学校校歌 高野辰之



No. 曲名 作詞 備考
61 富山県高岡中学校校歌 相馬御風
62 富山県出町尋常小学校校歌（現　砺波市立出町小学校校歌） 乗杉嘉寿 ♪
63 富山県戸出尋常高等小学校校歌 鴻巣盛広
64 富山県砺波高等女学校校歌 芳賀矢一
65 富山県富山市立高等女学校校歌 折口信夫
66 富山県立上市農学校校歌 土井晩翠
67 石川県立金沢第一高等女学校校歌 鳥居忱 ☆さいび園園歌としてメロディーを引き継いでいる

68 さいび園園歌 上出佳子 ♪
69 福井県立坂井農学校校歌 友田宜剛
70 福井第三尋常高等小学校校歌（現　福井市日之出小学校校歌） 友田宜剛 ♪
71 北陸中学校校歌 不詳
72 山梨県立日川中学校校歌（現　山梨県立日川高等学校校歌） 大須賀乙字 ♪
73 山梨高等工業学校校歌 山梨高等工業学校
74 長野県上田中学校校歌（現　長野県上田高等学校校歌） 上田中学校国漢科 ♪
75 長野県小諸商業学校校歌（現　長野県小諸商業高等学校校歌） 児玉花外 ♪
76 長野県下高井農林学校校歌（現　長野県下高井農林高等学校校歌） 高野辰之 ♪
77 長野県小県蚕業学校校歌（現　長野県上田東高等学校校歌） 土井晩翠 ♪
78 長野県長野工業学校校歌 浅井洌
79 長野県松本中学校校歌（現　長野県松本深志高等学校校歌） 松原威雄 ♪
80 岐阜県立岐阜中学校校歌（現　岐阜県立岐阜高等学校校歌） 松平静（補訂：吉丸一昌） ♪
81 岐阜県立武義中学校校歌（現　岐阜県立武義高等学校校歌） 佐佐木信綱 ♪
82 岐阜高等農林学校校歌 鈴木栄太郎
83 静岡県磐田郡龍山第一尋常高等小学校校歌 尾崎楠馬
84 愛知県西尾高等女学校校歌 風巻景次郎
85 愛知県丹羽高等女学校校歌 吉澤義則
86 滋賀県大津市大津東尋常小学校校歌（現　大津市立平野小学校校歌） 巌谷小波 ♪
87 滋賀県立彦根中学校校歌 澤村専太郎
88 七郷尋常小学校校歌（現　長浜市立七郷小学校校歌） 尾田鶴次郎 ♪
89 彦根高等商業学校校歌 藤村作
90 京都府立第一高等女学校校歌 猪熊夏樹



No. 曲名 作詞 備考
91 大阪府立北野中学校校歌（現　大阪府立北野高等学校校歌） 土井晩翠 ♪
92 帝国高等女学校校歌 栗山直扶
93 梅花高等女学校校歌 清水千代
94 甲南高等学校・中学校校歌 土屋卓二 ♪
95 姫路高等学校校歌 土井晩翠
96 奈良県郡山高等女学校校歌 相馬御風
97 奈良県立畝傍中学校校歌 野崎安太郎
98 県立鳥取高等女学校校歌 河尻重太郎・松下松蔵
99 大社高等家政女学校、大社高等女学校校歌 村上捷応
100 浜田尋常高等小学校校歌（現　浜田市立松原小学校校歌） 水黒準六 ♪
101 岡山県津山商業学校校歌（現　岡山県立津山商業高等学校校歌） 石井楚江 ♪
102 岡山県津山中学校校歌 芳賀莞爾
103 広島県立福山工業高等学校校歌 上村貞章 ♪
104 香川県師範学校校歌 小川楠一
105 香川県立女子師範学校校歌 青井常太郎（改訂：芳賀矢一）

106 松山市味酒尋常小学校校歌（現　松山市立味酒小学校校歌） 林古溪 ♪
107 菅田村菅田小学校校歌（現　大洲市立菅田小学校校歌） 福居義之助 ♪
108 福岡県立宗像実業女学校校歌 八波則吉
109 福岡県立門司大翔館高等学校校歌 西山和夫 ♪
110 長崎県立佐世保商業学校校歌（現　長崎県立佐世保商業高等学校校歌） 古川喜久郎 ♪
111 長崎県立長崎中学校校歌 吉丸一昌
112 熊本県立鹿本中学校校歌 本多弘
113 熊本県立熊本中学校校歌（現　熊本県立熊本高等学校校歌） 池辺義象 ♪
114 大分高等商業学校校歌 市村宏（校閲：藤村作）
115 宮崎県立宮崎農学校校歌 土井晩翠
116 鹿児島高等商業学校校歌（現　鹿児島国際大学校歌） 土井晩翠 ♪
117 新京敷島高等女学校校歌 野口雨情
118 天津日本商業学校校歌 岡崎純一
119 海州西公立中学校校歌 白鳥省吾
120 台北第二師範学校校歌 高野辰之
121 臺南州立嘉義農林学校校歌 高野辰之
122 樺太泊居尋常高等小学校校歌 高野辰之
123 樺太公立樫保第一尋常高等小学校校歌 高野辰之



（３）市町村歌
No. 曲名 作詞
1 明石市歌 尾上柴舟
2 岡山市歌 守時高樹
3 滋賀県坂田郡歌 不詳
4 高松唱歌 堀沢周安
5 東京市歌 不詳
6 東京市選定東京唱歌 不詳
7 豊丘村歌 高野辰之
8 名古屋市歌 上田万年
9 門司市歌 山田文夫

（４）会歌・記念歌
No. 曲名 作詞
1 石川県青年団之歌 不詳
2 大阪市青年連合団懸賞募集当選歌・歌曲・儀式用 不詳
3 幸田延子先生功績表彰歌 小松玉巖
4 翠紅会歌（鳥取高等女学校同窓会歌） 山内とし
5 中央会堂五十周年記念歌 不詳
6 同声会会歌 犬童球渓
7 同胞融和の歌 中央融和事業協会選
8 名古屋市紀念聯合運動會行進歌 上田万年
9 盛岡高等農林学校開校十周年記念歌 不詳
10 我等の生業 高野辰之


