
田村虎蔵作曲一覧 平成30年3月時点

（１）童謡・唱歌
No. 曲名 作詞
1 亜欧連絡大飛行声援歌 河西新太郎
2 敦盛と忠度（青葉の笛） 大和田建樹
3 漁火 杉谷代水
4 伊勢参拝 大和田建樹
5 一寸法師 巌谷小波
6 稲 田邊友三郎
7 鶯 蘆田恵之助
8 鶯（イギリス風） 笠原簑二
9 兎 石原和三郎
10 牛若丸 石原和三郎
11 海邊 蘆田恵之助
12 梅の花 大和田建樹
13 浦島太郎 石原和三郎
14 蔚山沖の戦 大和田建樹
15 運動会     石原和三郎
16 運動会（小さしとても日本人ぞ） 田邊友三郎
17 運動会（日頃鍛へし此腕を） 田邊友三郎
18 遠足 大和田建樹
19 遠足の歌 蘆田小蘆
20 王政復古 大橋銅造
21 櫻花（櫻花の歌） 武島羽衣
22 大江山 石原和三郎
23 大寒小寒 石原和三郎
24 男鹿の島めぐり 石原和三郎
25 お猿 石原和三郎
26 オ正月 石原和三郎
27 お月様 永廻藤一郎
28 お友達 佐々木吉三郎
29 お雛様 田邊友三郎
30 お祭日 大和田建樹
31 恩知る犬 大和田建樹
32 御歴代尊号唱歌 大橋矩
33 凱旋 石原和三郎
34 凱旋 森岡常藏
35 学校 石原和三郎
36 学校唱歌 斯波安子
37 家庭教育運動唱歌第七編山遊 大和田建樹
38 家庭教育運動唱歌第八編海水浴 大和田建樹
39 家庭教育運動唱歌第九編月見 大和田建樹
40 家庭教育運動唱歌第十編茸狩 大和田建樹
41 家庭教育運動唱歌第十一編天長節 大和田建樹
42 家庭教育運動唱歌第十二編雪合戦 大和田建樹
43 家庭教育運動唱歌摘草 大和田建樹
44 家庭唱歌第一編桃太郎 木村小舟
45 家庭唱歌第二編舌切雀 木村小舟
46 家庭唱歌第三編松山鏡 木村小舟
47 家庭唱歌第四編花咲爺 木村小舟
48 家庭唱歌第五編浦島太郎 木村小舟
49 家庭唱歌第六編文福茶釜 木村小舟
50 家庭唱歌第七編勝々山 木村小舟
51 家庭唱歌第八編羅生門 木村小舟
52 家庭唱歌第九編一寸法師 木村小舟
53 家庭唱歌第十編猿蟹合戦 木村小舟
54 家庭唱歌第十一編俵藤太 木村小舟
55 家庭唱歌第十二編瘤取り 木村小舟
56 雁 石原和三郎



No. 曲名 作詞
57 菊 旗野士良
58 菊の花 佐々木吉三郎
59 汽車 石原和三郎
60 汽車・汽船 大和田建樹
61 帰省 佐佐木信綱
62 汽船 大和田建樹
63 気の変り易き男 文部省読本
64 響洋の波 古野栄造

65 教育唱歌大みこと 大和田建樹
66 金言唱歌 桑田春風
67 金鵄勲章 石原和三郎
68 金太郎 石原和三郎
69 軍艦唱歌 溝口白羊
70 軍艦唱歌海軍の光 石原万岳（和三郎）
71 軍人 文部省読本
72 月光の陣 不詳
73 元寇 大橋銅造
74 遣唐使 蘆田恵之助
75 源平の戦 石原和三郎
76 航海 桑田春風
77 工業唱歌 大和田建樹
78 行進唱歌秋の曲 大和田建樹
79 行進唱歌春の曲 大和田建樹
80 公徳養成国民唱歌 田草川喜作
81 工兵隊 阪正臣
82 鴻門の會 大橋銅造
83 小川 文部省読本
84 護国の歌 大和田建樹
85 木の葉 文部省唱歌
86 堺市水道唱歌 大和田建樹
87 櫻 蘆田恵之助
88 櫻（花より先に白みゆく） 大和田建樹
89 櫻（吉野の山を見渡せば） 大和田建樹
90 櫻 渋谷愛
91 猿 石原和三郎
92 汐干狩 蘆田惠之助
93 始業式 桑田春風
94 自然の音樂 大和田建樹
95 舌切雀 石原和三郎
96 史談唱歌屋島合戦 大和田建樹
97 実業教育蚕業唱歌 洞口猷寿
98 霜 石原和三郎
99 しゃぼん玉 蘆田惠之助
100 終業式 大和田建樹
101 終業式 大橋銅造
102 終業式の歌 大橋銅造
103 修身唱歌 中川愛氷
104 祝捷行進歌 芳賀矢一
105 出征 尾上紫舟
106 唱歌菊の薫 三島吉太郎
107 唱歌教材我國兵士 大和田建樹
108 正直 大和田建樹
109 少年唱歌若木の楠 菟道春千代
110 自立自営 蘆田恵之助
111 白兎 石原和三郎
112 新曲舌切雀 杉谷代水
113 新選唱歌花の都 御園生金太郎
114 新年 石原和三郎



No. 曲名 作詞
115 新年 大和田建樹
116 鈴虫     不詳
117 進め 石原和三郎
118 進め兄弟 久保天晴
119 須磨・明石 文部省読本
120 正義の軍 佐佐木信綱

121 征討軍歌 岩谷莫哀

122 征露凱旋の歌 大和田建樹

123 世界に冠たる日本国 大和田建樹
124 赤十字 大和田建樹
125 石炭 蘆田恵之助
126 瀬戸内海 石原和三郎
127 蝉 石原和三郎
128 宣戦の詔勅 尾上紫舟
129 戦争唱歌 大和田建樹
130 創立記念日 大橋銅造
131 卒業の歌 大和田建樹
132 大黒様 石原和三郎
133 醍醐の花見 池邊義象
134 太平洋 堀内敬三
135 大砲 旗野士良
136 田植 文部省読本
137 たこ 文部省読本
138 立てや人々 藍井雨紅
139 谷間の泉 桑田春風
140 小さき星 桑田春風
141 地久節 佐佐木信綱
142 弔祭唱歌 大和田建樹
143 勅語奉答 佐佐木信綱
144 燕（ドイツ風） 石原和三郎
145 停車場 文部省読本
146 天神様 石原和三郎
147 燈台 文部省読本
148 常盤の蔭 中村秋香
149 読書の秋 大和田建樹
150 得利寺の大捷 鳥山啓
151 時計 文部省読本
152 年の暮 文部省読本
153 年は逝く     青木歌子
154 友達 田邊友三郎
155 蜻蛉つり 蘆田惠之助
156 ナイヤガラ瀑布 石原和三郎
157 夏の歌 大和田建樹
158 夏休 石原和三郎
159 夏休 堀内敬三
160 夏休 文部省読本
161 南山占領 石原和三郎
162 虹 蘆田恵之助
163 日英同盟の歌 藤園主人
164 日清戦争     大和田建樹
165 日清戦争     笠原蓑二
166 日露軍歌 大和田建樹
167 日露軍歌新軍艦 石原万岳（和三郎）
168 日露軍歌第三集決死隊 大和田建樹
169 日露平和克復（日露平和克復の歌） 蘆田惠之助
170 日清戦争 不詳
171 日清戦争 大和田建樹
172 日本海海戦 蘆田惠之助



No. 曲名 作詞
173 日本海軍の歌 武島羽衣
174 日本海大海戦 大和田建樹
175 日本三景 石原和三郎
176 日本唱歌我が陸軍 溝口白羊
177 日本刀 大橋銅造
178 如意輪堂 杉谷代水
179 野遊び 富永岩太郎
180 農業唱歌 大和田建樹
181 農工商 大橋銅造
182 博物教育動物園唱歌 大塚幽香
183 羽子 田邊友三郎
184 蜂 田村虎蔵
185 花咲爺 石原和三郎
186 薔薇     大日本学校音楽調査会
187 春の遊び 文部省読本
188 春の野 田邊友三郎
189 非絶痛絶吹雪の敵 井上松雨、河井酔茗
190 一坪農業の歌 山崎徳吉

191 雛祭 蘆田恵之助
192 日の出 石原和三郎
193 日の丸の旗 文部省撰定
194 白虎隊 文部省読本
195 ぴらみっど 文部省読本
196 風俗改善公徳唱歌 石原和三郎
197 笛と太鼓 石原和三郎
198 深川青年団々歌     鈴木幹哉
199 鱶と少年（鱶と小児） 石原和三郎
200 富士登山 文部省読本
201 藤の花 巌谷小波
202 振へ日本國民 河井醉茗
203 奮えよ選手 勝承夫
204 米艦渡来 桑田春風
205 兵士の夢 武島羽衣
206 兵隊ゴッコ 蘆田恵之助
207 平和 藤村作
208 訪欧大飛行声援歌 山本三吉

209 奉天會戰 蘆田恵之助
210 蛍 不詳
211 ポチ 石原和三郎
212 ポチトタマ 石原和三郎
213 待梅     岡本清次郎
214 松島 武島羽衣
215 学の力 大和田建樹
216 間宮海峡 大橋銅造
217 三浦半島 石原和三郎
218 水の変態 文部省読本
219 蜜蜂 田邊友三郎
220 蜜蜂の歌 桑田春風
221 妙義山 大和田建樹
222 虫の楽隊 桑田春風
223 むすぶ盟日英同盟の歌 大和田建樹
224 明治のみかど 土方久元
225 名誉之日本 大和田建樹 
226 めぐれ 田邊友三郎
227 めんどりとひよこ 中根茂、桑田春風
228 紅葉 石原和三郎
229 桃太郎 巌谷小波
230 森の楽隊 石原和三郎



No. 曲名 作詞
231 山登り 佐佐木信綱
232 夕涼 桑田春風
233 夕立 石原和三郎
234 夕日 旗野士良
235 雪景色 旗野士良
236 雪だるま 巌谷小波
237 雪中の梅 桑田春風
238 雪投 石原和三郎
239 養生 石原和三郎
240 養老の瀧 石原和三郎
241 陸海凱旋紀念唱歌 大和田建樹
242 旅順陥落祝捷軍歌 大和田建樹
243 旅順口 大和田建樹
244 旅順の海戦 中村秋香
245 我国の赤十字 佐佐木信綱
246 我が札幌 石森和男
247 我が帝国 文部省読本
248 我陸海軍 蘆田惠之助
249 別れの歌 石原和三郎
250 鷲 石原和三郎

（２）歴史上の人物をうたった歌
No. 曲名 作詞
1 新井白石 石原和三郎
2 井上でん 大和田建樹
3 伊能忠敬 堀内敬三
4 近江聖人 大和田建樹
5 小川泰山 石原和三郎
6 織田信長 大橋銅造
7 織田信長 田邊友三郎
8 織田信長 石原和三郎
9 小野道風 石原和三郎
10 貝原益軒 田邊友三郎
11 加藤清正 巌谷小波
12 加藤清正唱歌 池邊義象
13 加茂眞淵 石原和三郎
14 川村瑞軒 石原和三郎
15 菅公 石原和三郎
16 菅公 桑田春風
17 菅公唱歌 藤園主人
18 北白川宮（能久親王） 文部省読本
19 軍神広瀬中佐 大和田建樹
20 小式部内侍 杉谷代水
21 コロンブス 大和田建樹
22 西郷隆盛 大橋銅造
23 佐久間艇長 大和田建樹
24 佐藤信淵 佐々木吉三郎
25 ジェンナー 石原和三郎
26 史談唱歌平忠度 大和田建樹
27 唱歌明治聖帝 芳賀矢一
28 小楠公 吉野山如意輪寺遺芳会
29 神功皇后     阪正臣
30 神武天皇 石原和三郎
31 蝉丸 杉谷代水
32 ソクラテス 石原和三郎
33 平重盛 不詳
34 高田屋嘉兵衞 石原和三郎
35 谷村計介 石原和三郎



No. 曲名 作詞
36 田村麻呂（阪上田村麻呂） 桑田春風
37 帝国唱歌神武天皇 大和田建樹
38 東郷大将(ほまれの歌;第壹編) 大和田建樹 
39 徳川家康 蘆田恵之助
40 徳川光圀 武島羽衣
41 徳川吉宗 蘆田惠之助
42 豊臣秀吉 石原和三郎
43 ナイチンゲール 蘆田恵之助
44 中江藤樹 田邊友三郎
45 中臣鎌足 不詳
46 新田義貞 石原万岳（和三郎）
47 二宮尊徳 桑田春風
48 二宮尊徳 佐々木吉三郎
49 二宮尊徳 不詳
50 乃木大将 芳賀矢一
51 林子平 石原和三郎
52 万朶桜乃木大将の歌 菟道春千代
53 平田篤胤 旗野士良
54 婦女唱歌楠公夫人 菟道春千代
55 フランクリン 大橋銅造
56 北條時宗 石原和三郎
57 豊太閤 不詳
58 報徳唱歌二宮尊徳 石原万岳（和三郎）
59 本多平八郎 石原和三郎
60 源義経 大和田建樹
61 紫式部 杉谷代水
62 毛利元就 大和田建樹
63 本居宣長 不詳
64 森蘭丸 石原和三郎
65 山田長政 大橋銅造
66 山中少佐 旗野士良
67 立志唱歌大石良雄 大和田建樹
68 立志唱歌十郎五郎 大和田建樹
69 リンコルン 石原和三郎
70 和気清麿 田邊友三郎
71 ワシントン 大橋銅造
72 ワット 不詳

（３）地理教育唱歌
No. 曲名 作詞
1 上野唱歌、伊香保八景 石原和三郎
2 伊予鉄道唱歌 大和田建樹

3 大阪市街電車唱歌 大和田建樹
4 大阪巡航唱歌 溝口白羊
5 外国地理唱歌 新保磐次
6 海事教育航海唱歌（上巻） 大和田建樹
7 韓国旅行 蘆田恵之助
8 汽車汽船日本一週唱歌 大和田建樹
9 汽車旅行山陰唱歌 田中瑞穂
10 九州線唱歌汽車 大和田建樹
11 京都 柏木亀三

12 京都市 大和田建樹
13 京の名所 大和田建樹
14 校外教授野外唱歌 蘆田恵之助
15 国定教材日本地理唱歌 巌谷小波
16 国民教育日本唱歌 芳賀矢一
17 山陰鉄道唱歌 岩田勝市
18 山陽線唱歌汽車 大和田建樹



No. 曲名 作詞
19 世界一週 大和田建樹
20 世界一週唱歌 池邊義象
21 戦争地理満州唱歌 大和田建樹
22 地理教育秋田県唱歌 和田喜八郎
23 地理教育世界唱歌下巻 大和田建樹 
24 地理教育大日本帝国航海唱歌 戸谷菫香
25 地理教育鉄道唱歌第三集（奥州・磐城編） 大和田建樹

26 地理教育東洋一周唱歌 大和田建樹

27 地理教育飛行機唱歌 鷲尾義直
28 地理教育物産唱歌 大和田建樹
29 地理唱歌海国少年 大和田建樹
30 地理歴史愛媛唱歌 田中好賢, 景浦直孝
31 地理歴史教育出雲旅行唱歌 河井英三
32 地理歴史朝鮮唱歌 石原和三郎 
33 電車唱歌高架鉄道 莬道春千代
34 東海道唱歌汽車 大和田建樹
35 東京地理教育電車唱歌 石原万岳
36 内地旅行唱歌奥羽 大和田建樹
37 内地旅行唱歌関東 大和田建樹
38 内地旅行唱歌九州台湾 新保磐次
39 内地旅行唱歌北海道及樺太 新保磐次
40 内地旅行唱歌本州中部北の巻 大和田建樹
41 名古屋唱歌 大和田建樹
42 奈良の公園 大和田建樹
43 日本地理教育日本一週船旅行唱歌 須藤流鶯
44 日本地理唱歌第四巻安房の歌 千勝義重
45 平和記念世界一週唱歌 芳賀矢一
46 北海道唱歌（北の巻） 大和田建樹

47 北海道唱歌（南の巻） 大和田建樹

（４）校歌・寮歌等
♪：現在も歌われている校歌
No. 曲名 作詞 都道府県 備考
1 美幌町立美幌小学校校歌 富岡忠義 北海道 ♪
2 柴田女子高等学校校歌 弥富破摩雄 青森 ♪
3 東北女子大学・東北女子短期大学校歌 弥富破摩雄 青森 ♪
4 毛馬内小学校校歌 黒沢小蓉、校閲：厳谷小波 秋田
5 一関市立大原小学校校歌 小野寺鉄室 岩手 ♪
6 奥州市立岩谷堂小学校校歌 斎藤斐章 岩手 ♪
7 沢内村立川舟小学校旧校歌 不詳 岩手
8 鶴岡中学校校歌 板橋操 山形
9 大崎市立古川第一小学校校歌 土井晩翠 宮城 ♪
10 角田市立角田小学校校歌 小倉博 宮城 ♪
11 加美町立宮崎小学校校歌 土井晩翠 宮城 ♪
12 栗原市立築館小学校校歌 白鳥省吾 宮城 ♪
13 気仙沼市立大島小学校校歌 蘆田恵之助 宮城 ♪
14 小牛田町立中埣小学校校歌 土井晩翠 宮城
15 仙台市立立町小学校校歌 土井晩翠 宮城 ♪
16 仙台市立原町小学校校歌 小倉博 宮城 ♪
17 仙台市立南材木町小学校校歌 小倉博 宮城 ♪
18 登米市立南方小学校校歌 土井晩翠 宮城 ♪
19 宮城県古川高等学校校歌 星合愛人 宮城 ♪
20 会津農林学校校歌 土井晩翠 福島
21 猪苗代町立猪苗代小学校校歌 秋山角弥 福島 ♪
22 扇橋尋常小学校校歌 豊田八十代 東京
23 大森第二小学校校歌 川名博 東京
24 大和田小学校校歌 豊田八十代 東京
25 菊川尋常小学校校歌 佐藤忠、校閲：佐佐木信綱 東京
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26 錦華小学校校歌 吉岡郷甫 東京
27 黒田小学校校歌 武島又次郎（羽衣） 東京
28 江東区立東川小学校校歌 吉岡郷甫 東京 ♪
29 江東区立元加賀小学校校歌 吉岡郷甫 東京 ♪
30 江東区立八名川小学校校歌 折口信夫 東京 ♪
31 十思尋常小学校校歌 吉岡郷甫 東京
32 品川区立小中一貫校品川学園校歌 加藤因 東京 ♪
33 新宿区立市谷小学校校歌 小杉榲邨 東京 ♪
34 神龍小学校校歌 不詳 東京
35 杉並区立桃井第一小学校校歌 友田宣剛 東京 ♪
36 台東区立東泉小学校校歌 宮西惟助 東京 ♪
37 中央区立久松小学校校歌 横瀬五郎 東京 ♪
38 津久戸尋常小学校校歌 学事奨励会・加藤義清 東京
39 東京都立上野高等学校校歌 藤村作 東京 ♪
40 豊島岡女子学園校歌 阪正臣 東京 ♪
41 富久尋常小学校校歌 渡延政次 東京
42 中之町尋常小学校校歌 武島又次郎（羽衣） 東京
43 西小岩尋常小学校校歌 北條理作 東京
44 西町小学校校歌 桑田春風 東京
45 東中野尋常小学校校歌 吉岡郷甫 東京
46 氷川小学校校歌 吉岡郷甫 東京
47 文京区立昭和小学校校歌 小林愛雄 東京 ♪
48 文京区立関口台町小学校校歌 吉岡郷甫 東京 ♪
49 文京区立明化小学校校歌 武島又次郎（羽衣） 東京 ♪
50 文京区立湯島小学校校歌 小林愛雄 東京 ♪
51 芳林小学校校歌 日下部太郎 東京
52 港区立赤羽小学校校歌 吉岡郷甫 東京 ♪
53 港区立笄小学校校歌 富井宗雄 東京 ♪
54 港区立青南小学校校歌 吉岡郷甫 東京
55 横川尋常高等小学校校歌 平田盛胤 東京
56 四谷第五小学校校歌 吉岡郷甫 東京
57 高崎市立佐野小学校校歌 石原和三郎 群馬 ♪
58 富岡高等女学校校歌 森岡哲二郎 群馬
59 豊秋尋常高等小学校校歌 石原和三郎 群馬
60 沼田尋常高等小学校校歌 石原和三郎 群馬
61 前橋市立総社小学校校歌 岸甲 群馬 ♪
62 茨城県立つくば工科高等学校校歌 土井晩翠 茨城 ♪
63 茨木町立沼前小学校校歌 林猛三郎 茨城 ♪
64 つくば市立茎崎第二小学校校歌 高野竹風 茨城 ♪
65 日立市立久慈小学校校歌 渡辺清吉 茨城
66 ひたちなか市立那珂湊第一小学校校歌 井川水軒 茨城 ♪
67 水戸市立三の丸小学校校歌 中村秋香 茨城 ♪
68 谷田部中学校校歌 土井晩翠 茨城
69 結城市立結城小学校校歌 芳賀矢一 茨城 ♪
70 加須市立加須小学校校歌 千家尊福 埼玉 ♪
71 久喜市立江面第一小学校校歌 佐佐木信綱 埼玉 ♪
72 久喜市立清久小学校校歌 埼玉 ♪
73 久喜市立久喜小学校校歌 埼玉 ♪
74 さいたま市立大門小学校校歌 吉沢光平 埼玉 ♪
75 白岡市立大山小学校校歌 千家尊福 埼玉 ♪
76 宮代町立須賀小学校校歌 巌谷小波 埼玉 ♪
77 嵐山町立菅谷小学校校歌 新井順一郎 埼玉 ♪
78 夷隅郡瑞澤尋常高等小学校旧校歌 豊田八十代 千葉
79 千葉県立匝瑳中学校校歌（旧制） 日下部重太郎 千葉
80 富浦小学校校歌 大橋銅造 千葉
81 八束小学校校歌 錦織庄之助 千葉
82 糸魚川市立大和川小学校校歌 仲谷平太郎 新潟 ♪
83 長岡市立千手小学校校歌 玉井幸助 新潟 ♪
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84 新潟市立和納小学校校歌 金子哲郎、訂補：金子彦二郎 新潟 ♪
85 射水市立大島小学校校歌 田口俵太郎 富山 ♪
86 高岡市立横田小学校校歌 小林守直 富山 ♪
87 大野市立有終西小学校校歌 大和田建樹 福井 ♪
88 福井市棗小中学校校歌 八波則吉 福井 ♪
89 塩尻市立塩尻西小学校校歌 浅井洌 長野 ♪
90 塩尻市立塩尻東小学校校歌 浅井洌 長野 ♪
91 中野市立高丘小学校校歌 湯本武比古 長野 ♪
92 静岡県立静岡商業高校校歌 桜井久太郎 静岡 ♪
93 袋井市立浅羽北小学校校歌 芳賀矢一 静岡 ♪
94 袋井市立浅羽東小学校校歌 芳賀矢一 静岡 ♪
95 袋井市立浅羽南小学校校歌 芳賀矢一 静岡 ♪
96 焼津市立大井川西小学校校歌 坪内逍遥 静岡 ♪
97 美濃加茂市立蜂屋小学校校歌 坪内逍遥 岐阜 ♪
98 都留市立東桂小学校校歌 内藤文作 山梨 ♪
99 富士河口湖町立船津小学校校歌 桑田春風 山梨 ♪
100 山梨県立都留中学校（旧制）桜花寮歌 北条明頼 山梨
101 葵尋常高等小学校校歌 大林意備 愛知
102 東海市立横須賀小学校校歌 阪正臣 愛知 ♪
103 伊賀市立猪田小学校校歌 吉川運雄 三重 ♪
104 伊賀市立鞆田小学校校歌 尾崎久松、校閲：佐佐木信綱 三重 ♪
105 近江八幡市立八幡小学校校歌 佐佐木信綱 滋賀 ♪
106 大阪商科大学校歌 佐佐木信綱 大阪

107 天王寺商業高等学校校歌
（現・大阪市立大阪ビジネスフロンティア高等学校）

佐佐木信綱
大阪

108 和歌山県立新宮高等女学校校歌 石川弘 和歌山
109 有済小学校校歌 藤井乙男 京都
110 丹波市崇広小学校旧校歌 巌谷小波 兵庫
111 青谷町立中郷小学校校歌 蔵光工 鳥取
112 倉吉市立成徳小学校校歌 田中瑞穂 鳥取 ♪
113 気高郡宝木尋常高等小学校校歌 大沢治人、矯正：本橋平一郎 鳥取
114 東伯郡西郷尋常高等小学校校歌 伊佐田甚蔵 鳥取
115 鳥取市立遷喬小学校校歌 中瀬源太郎 鳥取 ♪
116 豊実小学校校歌 伊福部隆彦 鳥取
117 出雲市立高松小学校校歌 奥原福市 島根 ♪
118 さぬき市立長尾小学校校歌 藤原千足 香川 ♪
119 名西高等女学校校歌 松井武雄 徳島
120 うきは市立江南小学校校歌 大和田建樹 福岡 ♪
121 うきは市立千年小学校校歌 大和田建樹 福岡 ♪
122 新上五島町立上郷小学校校歌 佐佐木信綱 長崎 ♪
123 長崎県立佐世保中学校校歌 土井晩翠 長崎
124 八幡小学校校歌 玉井幸助 長崎
125 熊本市立慶徳小学校校歌 池辺義象 熊本 ♪
126 第五高等学校寮歌校歌 松村基樹 熊本
127 読谷村立読谷小学校校歌 八巻太一 沖縄 ♪
128 新竹高等女学校校歌 安藤正次 台湾
129 農林高等学校校歌 塩井敦 不明
130 太田小学校校歌 久保俊郎 不明


