
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北海道・旧樺太・千島関係の「れきおん」の曲リスト 

※検索の一例であり、このリストがすべてではありません。 
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次のキーワードで「歴史的音源」（国立国会図書館）を 

検索した場合の例です。 

 

キーワード ページ キーワード ページ
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松前 14 雪まつり 32

樺太 18 大雪山 32

 

 

 

たとえば 
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「北海」で検索 

1 

 いやさか音頭   

北海道民謡, 小沢 直与志[編曲], 伊藤 かづ子, 豊吉[三味線], 豊静[三味線], ビクター・オーケスト

ラ (ビクター, 商品番号 : V-41657, 1957-05)  

2 

 江差追分（本唄、後唄）   

北海道民謡, 江差追分宗範 国原 洲月, 渡辺 輝憧[尺八], 米谷 巌[尺八], 藤本 喜世美[三味線], 藤

本 秀次 (ビクター, 商品番号 : V-41907, 1959-03)  

3 

 江差追分（前唄）   

北海道民謡, 江差追分宗範 国原 洲月, 渡辺 輝憧[尺八], 米谷 巌[尺八], 藤本 喜世美[三味線], 藤

本 秀次 (ビクター, 商品番号 : V-41907, 1959-03)  

4 
 江差追分 (一)   

北海道民謡, 成田 雲竹, 小金井 正堂[尺八] (ビクター, 商品番号 : 53211, 1934-09)  

5 
 江差追分 (一) 前唄   

北海道民謡, 鳥井 森鈴, 菊地 淡水[尺八] (ビクター, 商品番号 : 50782, 1929-06)  

6 

 江差追分 (一) 前唄   

北海道民謡, 坂田 光月[尺八], 小金井 静堂[尺八], 小金井 正堂[尺八] (ビクター, 商品番号 : 52379, 

1931-03)  

7 
 江差追分（一）前唄   

北海道民謡, 山本 麗子 (ビクター, 商品番号 : Z-265, 1939-12)  

8 
 江差追分 (二)   

北海道民謡, 成田 雲竹, 小金井 正堂[尺八] (ビクター, 商品番号 : 53211, 1934-09)  

9 
 江差追分 (二) 本唄、後唄   

北海道民謡, 鳥井 森鈴, 菊地 淡水[尺八] (ビクター, 商品番号 : 50782, 1929-06)  

10 
 江差追分（二）本唄、後唄   

北海道民謡, 山本 麗子 (ビクター, 商品番号 : Z-265, 1939-12)  

11 
 江差追分（本唄）   

北海道民謡, 坂田 光月 (ビクター, 商品番号 : V-40308, 1950-01)  

12 
 江差追分（本唄）   

北海道民謡, 坂田 光月 (ビクター, 商品番号 : V-40372, 1950-05)  
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13 
 江差追分（前唄）   

北海道民謡, 坂田 光月 (ビクター, 商品番号 : V-40308, 1950-01)  

14 
 江差追分（前唄）   

北海道民謡, 坂田 光月 (ビクター, 商品番号 : V-40372, 1950-05)  

15 

 Violoncello Solo：忍路高島   

北海道民謡, 山田 耕筰∥編曲, Emanuel Feuermann[Cello], Fritz Kitzinger[Piano] (コロムビア（戦前）, 

商品番号 : 35456, 1934-12)  

16 

 少年そうらん節   

北海道民謡, 坂口 淳∥補作,小沢 直与志[編曲], ビクター少年民謡会, 広瀬 一声, 中村 よし美, ビク

ター・オーケストラ (ビクター, 商品番号 : V-41958, 1959-08)  

17 

 少年北海盆唄   

北海道民謡, 坂口 淳∥補作,小沢 直与志[編曲], 岡部 幸恵, 林 恵子, ビクター少年民謡会, ビクタ

ー・オーケストラ (ビクター, 商品番号 : V-41971, 1959-11)  

18 

 そうらん節   

北海道民謡,佐野 鋤[編曲], 鈴木 正夫 （初代）, ビクター・オーケストラ[伴奏] (ビクター, 商品番号 : 

AE-118, 1953-08)  

19 

 そうらん節   

北海道民謡, 佐野 鋤[編曲], 鈴木 正夫, ビクター・オーケストラ[伴奏] (ビクター, 商品番号 : AE-380, 

1957-06)  

20 

 そうらん節   

北海道民謡,吉川 静夫[作詞],佐野 鋤[編曲], 榎本 美佐江, 豊文[三味線], 豊藤[三味線], ビクター・オ

ーケストラ[伴奏] (ビクター, 商品番号 : V-41122, 1953-11)  

21 

 そうらん節   

北海道民謡, 小沢 直与志[編曲], 力栄, 豊吉[三味線], 豊寿[三味線], ビクター・オーケストラ (ビクター, 

商品番号 : V-41444, 1955-09)  

22 

 そうらん節   

北海道民謡,吉川 静夫[作詞],大村 能章[編曲], 佐川 新太郎, 静子[三味線], 豊静[三味線], ビクター・

オーケストラ (ビクター, 商品番号 : V-41878)  

23 
 ナット節   

北海道民謡, 小沢 直与志[編曲], 伊藤 かづ子, 豊吉[三味線], 豊静[三味線], ビクター・オーケスト
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ラ (ビクター, 商品番号 : V-41963, 1959-09)  

24 
 日本民謡絵巻（三）北海道篇（■場巻唄 ナット節 そうらん節）   

佐野 鋤[編曲], ビクター・オーケストラ[伴奏], 池田 欽一 (ビクター, 商品番号 : AE-296)  

25 

 北海航路   

吉川 静夫[作詞], 吉田 正[作曲], 佐野 雅美[編曲], 村崎 貞二, ビクター・オーケストラ[伴奏] (ビクタ

ー, 商品番号 : V-41811, 1958-07)  

26 

 北海ソーラン節   

北海道民謡, 松本 一晴[作詞], 江差追分宗範 国原 洲月, 藤本 喜世美[三味線], 藤本 秀次[三味

線], 渡辺 輝憧[尺八] (ビクター, 商品番号 : V-41906, 1959-03)  

27 

 北海ソーラン節   

北海道民謡,  石平 三郎∥採譜, 小沢 直与志[編曲], 中沢 銀司, 豊吉[三味線], 豊文[三味線], ビク

ター・オーケストラ[伴奏], 石川 美峰[解説・振付] (ビクター, 商品番号 : V-41903, 1959-02) 

28 

 北海だより   

吉川 静夫[作詞], 吉田 正[作曲], 小沢 直与志[編曲], 三浦 洸一, ビクター・オーケストラ[伴奏] (ビク

ター, 商品番号 : V-41496, 1955-12)  

29 

 北海道おどり（一）   

吉川 静夫[作詞], 佐々木 俊一[作曲], 佐々木 俊一[編曲], 小唄 勝太郎, 三島 一声, 日本ビクター

管絃楽団[伴奏] (ビクター, 商品番号 : 53548, 1935-09)  

30 

 北海道おどり（二）   

大北 磊[作詞], 佐々木 俊一[作曲], 佐々木 俊一[編曲], 小唄 勝太郎, 三島 一声, 日本ビクター管

絃楽団[伴奏] (ビクター, 商品番号 : 53548, 1935-09)  

31 

 北海道音頭   

西条 八十[作詞], 中山 晋平[作曲], 小唄 勝太郎, 三島 一声, 日本ビクター管弦楽団[伴奏] (ビクタ

ー, 商品番号 : 53201, 1934-09)  

32 

 北海道甚句   

西条 八十[作詞], 中山 晋平[作曲], 小唄 勝太郎, 三島 一声, 日本ビクター管弦楽団[伴奏] (ビクタ

ー, 商品番号 : 53201, 1934-09)  

33 

 北海道西海岸   

吉川 静夫[作詞], 豊田 一雄[作曲], 佐野 雅美[編曲], 天城 英雄, ビクター・オーケストラ (ビクター, 

商品番号 : V-41915)  
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34 

 北海盆唄   

長津 義司[編曲], 及川 三千代, テイチク女声合唱団[合唱], テイチクオーケストラ[伴奏] (テイチク, 商

品番号 : C4257)  

35 

 北海盆唄   

北海道民謡, 吉川 静夫[作詞],大村 能章∥補作, 大村 能章[編曲], 佐川 新太郎, 静子[三味線], 豊

文[三味線], ビクター・オーケストラ (ビクター, 商品番号 : V-41866, 1958-11)  

36 

 北海盆唄   

小沢 直与志[編曲], ビクター・オーケストラ, 豊吉[三味線], 豊寿[三味線] (ビクター, 商品番号 : 

AE-467, 1959-06)  

37 

 北海盆唄（ちゃんこ節）   

北海道民謡,  小沢 直与志[編曲], 伊藤 かづ子, 豊吉[三味線], 豊静[三味線], ビクター・オーケスト

ラ (ビクター, 商品番号 : V-41670, 1957-06)  

38 

 北海盆唄（ちゃんこ節）   

北海道民謡,  小沢 直与志[編曲], 伊藤 かづ子, 豊吉[三味線], 豊静[三味線], ビクター・オーケスト

ラ (ビクター, 商品番号 : V-41838, 1958-09)  

39 
 北海盆踊り   

大高 ひさを[作詞], 長津 義司[編曲], 鈴木 三重子 (テイチク, 商品番号 : C3997, 1956-06)  

40 

 僕は特急の機関手で（東北・北海道篇）   

三木 鶏郎[作詞], 三木 鶏郎[作曲], 佐野 鋤[編曲], 轟 夕起子, 波岡 惣一郎, 宇都美 清, 西村 正

美, 生田 惠子 (ビクター, 商品番号 : V-40595, 1951-04)  

41 

 松前三下り   

北海道民謡, 鎌田 蓮童[作詞], 山本 麗子, 鎌田 蓮童[三味線], 梅田 豊月[三味線] (ビクター, 商品

番号 : V-41399, 1955-06)  

42 

 Cello 独奏：忍路高島   

北海道民謡,  山田 耕筰∥編曲,Ｅｍａｎｕｅｌ Feuermann, Fritz Kitzinger[Piano] (コロムビア（戦前）, 商品

番号 : 35456, 1934-12)  

43 
 そうらん節   

北海道民謡,  鈴木 正夫, ビクター・オーケストラ[伴奏] (ビクター, 商品番号 : V-41831, 1958-09)  

44 
 アイヌ子守歌 イフンケ   

北海道膽振支廳白老郡白老村 宮本 サキ (コロムビア（NHK）, 商品番号 : PR488, 1949-10)  北海 
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45 
 アイヌ民謠 タプカル・シノッチャ（踏舞歌）   

北海道膽振支廳白老郡白老村 宮本 エカシマトク (コロムビア（NHK）, 商品番号 : PR487, 1949-10)  

46 
 アイヌ民謠 タプカル・シノッチャ（踏舞歌）   

北海道膽振支廳白老郡白老村 宮本 エカシマトク (コロムビア（NHK）, 商品番号 : PR487, 1949-10)  

47 

 アイヌ臼搗唄 イユタ・ウポポ   

北海道膽振支廳白老郡白老村 宮本 サキ, 北海道膽振支廳白老郡白老村 川岸 アキ, 北海道膽振支

廳白老郡白老村 梅枝 チル (コロムビア（NHK）, 商品番号 : PR488, 1949-03)  

48 
 アイヌ英雄叙事詩 ユーカラ（１）   

北海道膽振支廳白老郡白老村 宮本 エカシマトク (コロムビア（NHK）, 商品番号 : PR485, 1949-10)  

49 
 アイヌ英雄叙事詩 ユーカラ（２）   

北海道膽振支廳白老郡白老村 宮本 エカシマトク (コロムビア（NHK）, 商品番号 : PR485, 1949-10)  

50 
 アイヌ英雄叙事詩 ユーカラ（３）   

北海道膽振支廳白老郡白老村 宮本 エカシマトク (コロムビア（NHK）, 商品番号 : PR486, 1949-10)  

51 
 アイヌ英雄叙事詩 ユーカラ（４）   

北海道膽振支廳白老郡白老村 宮本 エカシマトク (コロムビア（NHK）, 商品番号 : PR486, 1949-10)  

52 
 アイヌ英雄叙事詩 ユーカラ（５）   

北海道膽振支廳白老郡白老村 宮本 エカシマトク (コロムビア（NHK）, 商品番号 : PR487, 1949-10)  

53 
 ソーランルンバ   

北海道民謡, キング・サロン・オーケストラ (キング, 商品番号 : C332, 1948-04)  

54 
 ソーラン節   

北海道民謡, 松村 又一[作詞],和田 健[編曲], 三門 順子 (キング, 商品番号 : C266, 1947-12)  

55 

 ナット節   

北海道民謡, 小沢 直与志[編曲], 小川 耕平, しず栄, 静子, 豊文, ビクターオーケストラ[伴奏] (ビクタ

ー, 商品番号 : V-40919, 1952-11)  

56 
 俚謡：よされ節（上）   

北海道 登坂美声 (ニッポノホン, 商品番号 : 15121)  

57 
 俚謡：よされ節（下）   

北海道 登坂美声 (ニッポノホン, 商品番号 : 15121)  

58  俚謡：正調江差追分節（上）(忍路高島）   
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北海道江差 石橋嶹舟 (ニッポノホン, 商品番号 : 3185)  

59 
 俚謡：正調江差追分節（下）(二上がり口説く入り）   

北海道江差 石橋嶹舟 (ニッポノホン, 商品番号 : 3187)  

60 

 俚謡：江差追分(本唄；波の音聞くがいやさに）   

北海道民謡, 越中谷 四三郎, 安田 磯子[三弦], 菊池 淡水[尺八] (コロムビア（戦前）, 商品番号 : 

25835, 1930-05)  

61 

 俚謡：江差追分(本唄；鴎の鳴く音に）   

北海道民謡, 越中谷 四三郎, 安田 磯子[三弦], 菊池 淡水[尺八] (コロムビア（戦前）, 商品番号 : 

25835, 1930-05)  

62 
 俚謡：江差追分（前唄）   

北海道民謡, 函青 くに子, 菊池 淡水[尺八] (ニッポノホン, 商品番号 : 17715, 1930-12) 

63 
 俚謡：江差追分（前唄）   

北海道民謡, 函青くに子, 菊池 淡水[尺八] (ヒコーキ, 商品番号 : 90091)  

64 
 俚謡：江差追分（本唄）   

北海道民謡, 函青 くに子, 菊池 淡水[尺八] (ニッポノホン, 商品番号 : 17715, 1930-12) 

65 
 俚謡：江差追分（本唄）   

北海道民謡, 函青くに子, 菊池 淡水[尺八] (ヒコーキ, 商品番号 : 90091)  

66 
 俚謡：追分（一）（前唄入り）   

山上 じつ子[北海道] (ニッポノホン, 商品番号 : 3862)  

67 
 俚謡：追分（二）   

山上 じつ子[北海道] (ニッポノホン, 商品番号 : 3863)  

68 

 北海おどり   

吉川 静夫[作詞], 東 辰三[作曲], 小沢 直与志[編曲], 市丸[三味線], 浪岡 惣一郎, 鈴木 正夫, 野

崎 整子, 日本ビクター管絃楽団[伴奏] (ビクター, 商品番号 : V-40231, 1949-06)  

69 

 北海の宿   

高橋 掬太郎[作詞], 林 伊佐緒[作曲], 林 伊佐緒[編曲], 林 伊佐緒 (キングレコード, 商品番号 : 

C1265, 1956-01)  

70 
 北海の歌姫   

高橋 掬太郎[作詞], 渡久地 政信 [作曲], 尾崎 幸江 (キングレコード, 商品番号 : C1024)  

71  北海の流し唄   
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高橋 掬太郎[作詞], 吉田矢 健治[作曲], 吉田矢 健治[編曲], 北見 和夫 (キングレコード, 商品番号 : 

C1671)  

72 

 北海の終列車   

高橋 掬太郎[作詞], 中野 忠晴[作曲], 上野 正雄[編曲], 三橋 美智也 (キングレコード, 商品番号 : 

C1757, 1959-12)  

73 
 北海の船唄   

田村 和夫[作詞], 細川 潤一[作曲], 筑波 高 (キングレコード, 商品番号 : 57060, 1941-09)  

74 
 北海の船唄   

田村 和男夫[作詞], 細川 潤一[作曲], 筑波 高 (キングレコード, 商品番号 : C129, 1946-07)  

75 
 北海よされ節   

北海道民謡, 今井 篁山 (キングレコード, 商品番号 : C1082, 1954-07)  

76 
 北海エレジー   

三岐 麗子 (キングレコード, 商品番号 : C1098, 1954-09)  

77 
 北海ソーラン節   

今井 篁山 (キングレコード, 商品番号 : C1030)  

78 

 北海千鳥   

髙橋 掬太郎[作詞], 細川 潤一[作曲], 細川 潤一[編曲], 尾崎 幸江 (キングレコード, 商品番号 : 

C1283, 1956-02)  

79 

 北海子供おどりの歌   

飯田 広太郎 [作詞], 札幌作曲研究所 [作曲], 山本 雅之[編曲], 小谷 和子 (キング, 商品番号 : 

AC10109, 1953-05)  

80 
 北海炭坑節   

北海道民謡, 中田 篁声 (キングレコード, 商品番号 : C1082, 1954-07)  

81 
 北海盆唄   

北海道民謡, 高橋 掬太郎[作詞],山口 俊郎[編曲], 三橋 美智也 (キング, 商品番号 : C5270)  

82 
 北海盆唄    

北海道民謡, 藤間 哲郎[作詞], 山口 俊郎[編曲], 斎藤 京子 (キングレコード, 商品番号 : C1481)  

83 

 新民謡：北海まつり（一）   

高橋 掬太郎[作詞], 江口 夜詩[作曲], 江口 夜詩[編曲], ミス・コロムビア, 伊藤 久男, コロムビア合

唱団 (コロムビア（戦前）, 商品番号 : 28501, 1935-08)  
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84 

 新民謡：北海まつり（二）   

高橋 掬太郎[作詞], 大村 能章[作曲], 大村 能章[編曲], 音丸, 豊吉[三味線], 小友[三味線] (コロム

ビア（戦前）, 商品番号 : 28501, 1935-08)  

85 

 新民謡：北海小唄   

畑中 龍雄[作詞], 八洲 秀章[作曲], 鶴田 六郎, 久保 幸江, 林 康夫 (コロムビア, 商品番号 : A859, 

1950-07)  

86 
 松前追分   

北海道民謡, 小泉 錦月 (キングレコード, 商品番号 : 46019, 1940-08)  

87 
 松前追分   

北海道民謡, 小泉 錦月 (キングレコード, 商品番号 : 46019, 1940-08)  

88 
 松前追分 (一)   

北海道民謡, 斉藤 静玉, 菊地 淡水[尺八] (ビクター, 商品番号 : 50956, 1929-11)  

89 
 松前追分 (一) 前唄   

北海道民謡, 鈴木 晴水 (ビクター, 商品番号 : 52291, 1932-06)  

90 
 松前追分 (二)   

北海道民謡, 斉藤 静玉, 菊地 淡水[尺八] (ビクター, 商品番号 : 50956, 1929-11)  

91 
 松前追分 (二) 本唄   

北海道民謡, 鈴木 晴水 (ビクター, 商品番号 : 52291, 1932-06)  

92 

 江差追分   

北海道民謡, 杉井 幸一[編曲], キング・ノベルティ・オーケストラ (キングレコード, 商品番号 : 57048, 

1941-07)  

93 
 江差追分（上）   

北海道民謡, 今井 笙山 (キング, 商品番号 : C720, 1951-09)  

94 
 江差追分（上）   

北海道民謡, 繁田 雲涛 (キング, 商品番号 : K308, 1934-01)  

95 
 江差追分（下）   

北海道民謡, 今井 笙山 (キング, 商品番号 : C720, 1951-09)  

96 
 江差追分（下）   

北海道民謡, 繁田 雲涛 (キング, 商品番号 : K308, 1934-01)  

97  江差追分（前唄・送り） 歴史的音源  
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北海道民謡, 三浦 為七郎 (キングレコード, 商品番号 : 41017, 1940-02)  

98 
 江差追分（前唄・送り） 歴史的音源  

北海道民謡, 三浦 為七郎 (キングレコード, 商品番号 : 31104, 1939-11)  

99 
 江差追分（本・後唄） 歴史的音源  

北海道民謡, 三浦 為七郎 (キングレコード, 商品番号 : 41017, 1940-02)  

100 
 江差追分（本・後唄） 歴史的音源  

北海道民謡, 三浦 為七郎 (キングレコード, 商品番号 : 31104, 1939-11)  

101 
 江差追分（１）（北海道民謡）   

北海道民謡, 今井 篁山 (キングレコード, 商品番号 : 11022, 1937-01)  

102 
 江差追分（２）（北海道民謡）   

北海道民謡, 今井 篁山 (キングレコード, 商品番号 : 11022, 1937-01)  

103 

 流行歌：ボクは特急の機関士で（北海道巡りの巻）   

三木 鶏郎[作詞], 三木 鶏郎[作曲], 三木 鶏郎, 丹下 キヨ子, 安藤 まり子 (コロムビア, 商品番号 : 

A1148, 1951-05)  

104 

 流行歌：北海博おどり   

大北 らい[作詞], 西条 八十∥補作, 古関 裕而[作曲], 大村 能章[編曲], 音丸, 伊藤 久男 

 (コロムビア(戦前), 商品番号 : 29312, 1937-05)  

105 

 流行歌：北海博おどり   

大北 らい[作詞], 西条 八十（補作）[作詞], 古関 裕而[作曲], 大村 能章[編曲], 音丸 , 伊藤 久

男  (コロムビア（戦前）, 商品番号 : 29312, 1937-05)  

106 

 流行歌：北海博行進曲   

神保 与志[作詞], 西条 八十∥補作, 江口 夜詩[作曲], 江口 夜詩[編曲], 霧島 昇, 二葉あき子, コ

ロムビア合唱團 (コロムビア(戦前), 商品番号 : 29312, 1937-05)  

107 

 流行歌：北海博行進曲   

神保 与志[作詞], 西条 八十（補作）[作詞], 江口 夜詩[作曲], 江口 夜詩[編曲], 霧島 昇, 二葉 あき

子, コロムビア合唱團 (コロムビア（戦前）, 商品番号 : 29312, 1937-05)  

108 
 江差追分（本・後唄）  

北海道民謡, 三浦 為七郎 (キングレコード, 商品番号 : 41017, 1940-02)  

109 
 江差追分（本・後唄）  

北海道民謡, 三浦 為七郎 (キングレコード, 商品番号 : 31104, 1939-11)  
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「函館」で検索 

1 

 凾館五稜郭音頭   

阿部 たつを[作詞], 恩賀 寿一[作曲], 大村 能章[編曲], 市丸, 静子[三味線], ビクター・オーケストラ[伴

奏] (ビクター, 商品番号 : V-41819, 1958-06)  

2 

 函館港おどり（下）   

長田 幹彦[作詞], 中山 晋平[作曲], 小唄 勝太郎, 徳山 璉, 日本ビクター管弦楽団 (ビクター, 商品番

号 : 53506, 1935-07)  

3 

 函館港おどり（上）   

長田 幹彦[作詞], 中山 晋平[作曲], 小唄 勝太郎, 徳山 璉, 日本ビクター管弦楽団 (ビクター, 商品番

号 : 53506, 1935-07)  

110 
 江差追分（１）（北海道民謡）   

北海道民謡, 今井 篁山 (キングレコード, 商品番号 : 11022, 1937-01)  

111 
 江差追分（２）（北海道民謡）   

北海道民謡, 今井 篁山 (キングレコード, 商品番号 : 11022, 1937-01)  

112 

 流行歌：ボクは特急の機関士で（北海道巡りの巻）   

三木 鶏郎[作詞], 三木 鶏郎[作曲], 三木 鶏郎, 丹下 キヨ子, 安藤 まり子 (コロムビア, 商品番号 : 

A1148, 1951-05)  

113 

 流行歌：北海博おどり   

大北 らい[作詞], 西条 八十∥補作, 古関 裕而[作曲], 大村 能章[編曲], 音丸, 伊藤 久男  

 (コロムビア(戦前), 商品番号 : 29312, 1937-05)  

114 

 流行歌：北海博おどり   

大北 らい[作詞], 西条 八十（補作）[作詞], 古関 裕而[作曲], 大村 能章[編曲], 音丸 , 伊藤 久

男  (コロムビア（戦前）, 商品番号 : 29312, 1937-05)  

115 

 流行歌：北海博行進曲   

神保 与志[作詞], 西条 八十∥補作, 江口 夜詩[作曲], 江口 夜詩[編曲], 霧島 昇, 二葉あき子, コ

ロムビア合唱團 (コロムビア(戦前), 商品番号 : 29312, 1937-05)  

116 

 流行歌：北海博行進曲   

神保 与志[作詞], 西条 八十（補作）[作詞], 江口 夜詩[作曲], 江口 夜詩[編曲], 霧島 昇, 二葉 あき

子, コロムビア合唱團 (コロムビア（戦前）, 商品番号 : 29312, 1937-05)  
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4 

 函館のランタン娘   

石本 美由起[作詞], 江口 夜詩[作曲], 江口 夜詩[編曲], 小畑 実 (キングレコード, 商品番号 : C387, 

1948-10)  

5 
 函館情話（一）   

木村 友衛（初代） (ビクター, 商品番号 : 51380, 1930-09)  

6 
 函館情話（三）   

木村 友衛（初代） (ビクター, 商品番号 : 51381, 1930-09)  

7 
 函館情話（二）   

木村 友衛（初代） (ビクター, 商品番号 : 51380, 1930-09)  

8 
 函館情話（四）   

木村 友衛（初代） (ビクター, 商品番号 : 51381, 1930-09)  

9 

 函館港おどり (上)   

長田 幹彦[作詞], 中山 晋平[作曲], 徳山 璉, 小唄 勝太郎, 日本ビクター管絃楽団[伴奏] (ビクター, 

商品番号 : V-40079, 1935-07)  

10 

 函館港おどり (下)   

長田 幹彦[作詞], 中山 晋平[作曲], 徳山 璉, 小唄 勝太郎, 日本ビクター管絃楽団[伴奏] (ビクター, 

商品番号 : V-40079, 1935-07)  

11 

 新民謡：凾舘港まつり   

高橋 掬太郎[作詞], 古關 裕而[作曲], 大村 能章[編曲], 桂 三千夫, 分山田 和香 (リーガル, 商品番

号 : R12)  

12 
 新民謡：凾舘港まつり   

高橋 掬太郎[作詞], 古關 裕而[作曲], 大村 能章[編曲], 分山田 和香 (リーガル, 商品番号 : R12)  

13 

 歌謡曲：函館港まつり   

野村 俊夫[作詞], 古関 裕而[作曲], 伊藤 久男, 音丸, コロムビア合唱団 (コロムビア, 商品番号 : 

A413, 1948-07)  

 

「札幌」で検索 

1 

 札幌発最終便   

宮川 哲夫[作詞], 豊田 一雄[作曲], 寺岡 真三[編曲], フランク・永井, ビクター・オーケストラ (ビクター, 

商品番号 : V-41886, 1958-12)  
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2 

 北海子供おどりの歌   

飯田 広太郎 [作詞], 札幌作曲研究所 [作曲], 山本 雅之[編曲], 小谷 和子 (キング, 商品番号 : 

AC10109, 1953-05)  

3 

 札幌シャンソン   

吉川 静夫[作詞], 服部 良一[作曲], 服部 良一[編曲], 竹山 逸郎, 服部 富子, 日本ビクター管絃楽団

[伴奏] (ビクター, 商品番号 : V-40231, 1949-06)  

4 

 札幌小唄   

髙橋 掬太郎[作詞], 飯田 三郎[作曲], 飯田 三郎[編曲], 春日 八郎 (キングレコード, 商品番号 : 

C1615, 1958-07)  

5 

 札幌音頭   

髙橋 掬太郎[作詞], 飯田 三郎[作曲], 飯田 三郎[編曲], 三橋 美智也 (キングレコード, 商品番号 : 

C1615, 1958-07)  

6 
 松前追分 (一)   

米松 (札幌), おふじ[三味線] (ビクター, 商品番号 : 51587, 1931-02)  

7 
 松前追分 (二)   

米松 (札幌), おふじ[三味線] (ビクター, 商品番号 : 51587, 1931-02)  

8 
 流行歌：札幌ワルツ   

寺尾 智沙[作詞], 田村 しげる[作曲], 岡本 敦郎 (コロムビア, 商品番号 : A1845, 1954-01)  

 

「釧路」で検索 

1 

 釧路小唄   

三木 千春[作詞], 勝見 義雄[作曲], 市丸, 雛鶴[三味線], 千代[三味線], りき[三味線] (ビクター, 商品

番号 : 52798, 1933-09)  

2 

 釧路の駅でさようなら   

吉川 静夫[作詞], 豊田 一雄[作曲], 佐野 雅美[編曲], 三浦 洸一, ビクター・オーケストラ (ビクター, 商

品番号 : V-41807, 1958-07)  

3 
 アイヌ歌謠集 第１集 アイヌ叙事詩 サコルベ   

釧路阿寒村フプシナイ・コタン 大井 アンラム (コロムビア（ＮＨＫ）, 商品番号 : PR170, 1947-10)  

4 
 アイヌ歌謠集 第１集 アイヌ叙事詩 マチューカラ   

釧路市春採コタン 日下 カトンマッ媼 (コロムビア（ＮＨＫ）, 商品番号 : PR169, 1947-10)  
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5 
 アイヌ歌謠集 第１集 アイヌ昔話 トゥイタッ   

釧路市春採コタン 日下カトンマッ媼 (コロムビア（ＮＨＫ）, 商品番号 : PR165, 1947-10)  

6 
 アイヌ歌謠集 第１集 アイヌ民謠 ウポポ    

釧路市春採コタン 板垣 ハツ媼 (コロムビア（ＮＨＫ）, 商品番号 : PR155, 1947-10)  

7 
 アイヌ歌謠集 第１集 アイヌ民謠 ウポポ    

釧路市春採コタン 板垣 ハツ媼 (コロムビア（ＮＨＫ）, 商品番号 : PR155, 1947-10)  

8 
 アイヌ歌謠集 第１集 アイヌ民謠 タプカル・シノッチャ   

釧路阿寒村フプシナイ・コタン 舌辛 サイケサニ (コロムビア（ＮＨＫ）, 商品番号 : PR166, 1947-10)  

9 
 アイヌ歌謠集 第１集 アイヌ民謠 ヤイサマ   

釧路阿寒村フプシナイ・コタン 舌辛 サイケサニ (コロムビア（ＮＨＫ）, 商品番号 : PR171, 1947-10)  

10 
 アイヌ歌謠集 第１集 アイヌ祈■ イノンノ・イタッ   

釧路阿寒村フプシナイ・コタン 大井 アンラム翁 (コロムビア（ＮＨＫ）, 商品番号 : PR171, 1947-10)  

11 
 アイヌ歌謠集 第２集（完） アイヌ神樂 劍の舞    

釧路厚岸郡ベカンベウシ村有志 (コロムビア（NHK）, 商品番号 : PR374, 1948-07)  

12 
 アイヌ歌謠集 第２集（完） アイヌ神樂 助六舞/獅子舞（前半）   

釧路厚岸郡ベカンベウシ村有志 (コロムビア（NHK）, 商品番号 : PR373, 1948-07)  

13 
 アイヌ歌謠集 第２集（完） アイヌ神樂 惠比須舞   

釧路厚岸郡ベカンベウシ村有志 (コロムビア（NHK）, 商品番号 : PR374, 1948-07)  

14 

  

アイヌ歌謠集 第２集（完） アイヌ神樂 獅子舞（後半）   

釧路厚岸郡ベカンベウシ村有志 (コロムビア（NHK）, 商品番号 : PR373, 1948-07)  

15 

 大釧路行進曲   

三木 千春[作詞], 勝見 義雄[作曲], 藤山 一郎, 日本ビクター管弦楽団[伴奏] (ビクター, 商品番号 : 

52798, 1933-09)  

 

「石狩」で検索 

1 
 石狩に哭く   

大高 ひさを[作詞], 長津 義司[作曲], 倉本 文夫 (テイチク, 商品番号 : BL5009, 1955-12)  

2 
 石狩の町よさようなら   

袴田 宗孝[作詞], 袴田 宗孝[作曲], 袴田 宗孝[編曲], 松山 恵子, 東芝レコーディング・オーケスト
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ラ (東芝レコード, 商品番号 : NP-1138, 1960-09)  

3 

 石狩ブルース   

大高 ひさお[作詞], 長津 義司[作曲], 長津 義司[編曲], 田端 義夫, テイチクオーケストラ (テイチク, 商

品番号 : C-3240)  

4 

 さらば石狩、旅の町   

吉川 静夫[作詞], 吉田 正[作曲], 佐野 鋤[編曲], 小西 潤, ビクター・オーケストラ[伴奏] (ビクター, 商

品番号 : V-41126, 1953-11)  

5 

 流行歌：石狩エレジー   

桂 土佐海[作詞], 古賀 政男[作曲], 古賀 政男[編曲], 霧島 昇 (コロムビア, 商品番号 : A1622, 

1953-03)  

 

「小樽」で検索 

1 
 俚謡：追分（一）   

斉藤 孝太郎[小樽] (ニッポノホン, 商品番号 : 3434)  

2 
 俚謡：追分（二）   

斉藤 孝太郎[小樽] (ニッポノホン, 商品番号 : 3435)  

3 
 小樽行進曲   

漣 玲子[作詞], 浅見 貴志夫[作曲], 小林 千代子 (ビクター, 商品番号 : 52599, 1933-04)  

4 
 新小樽行進曲   

漣 玲子[作詞], 浅見 貴志夫[作曲], 小唄 勝太郎 (ビクター, 商品番号 : 52599, 1933-09)  

5 

 流行歌：夢の小樽   

岡 きよし[作詞], 西條 八十 || 補作, 平川 英夫[作曲], 高倉 敏 (コロムビア, 商品番号 : A571, 

1949-08)  

6 

 流行歌：小樽港音頭   

岡 きよし[作詞], 西條 八十 || 補作, 服部 逸郎[作曲], 赤坂 小梅, 鶴田 六郎 (コロムビア, 商品番

号 : A571, 1949-08)  

 

「松前」で検索 

1 
 蝦夷唄（一）   

酒井 雲 (テイチク, 商品番号 : A729)  



15 
 

2 
 蝦夷松前唄（二）   

酒井 雲 (テイチク, 商品番号 : A729)  

3 
 蝦夷松前唄（三）   

酒井 雲 (テイチク, 商品番号 : A730) 松前 

4 
 蝦夷松前唄（四）   

酒井 雲 (テイチク, 商品番号 : A730)  

5 
 蝦夷松前唄（五）   

酒井 雲 (テイチク, 商品番号 : A731)  

6 
 蝦夷松前唄（六）   

酒井 雲 (テイチク, 商品番号 : A731)  

7 
 蝦夷松前唄（七）   

酒井 雲 (テイチク, 商品番号 : A732)  

8 
 蝦夷松前唄（八）   

酒井 雲 (テイチク, 商品番号 : A732)  

9 
 小原節（松前追分入り）   

越乃家 高麗蔵 (ビクター, 商品番号 : J-10249, 1935-04)  

10 
 伊達騒動 松前出府（一）   

木村 友衛（初代） (ビクター, 商品番号 : 52965, 1934-01)  

11 
 伊達騒動（松前，浅岡の忠義）（一）   

対象外[作曲], 木村 友衛 (ビクター, 商品番号 : 51639, 1931-04)  

12 
 伊達騒動 松前出府（二）   

木村 友衛（初代） (ビクター, 商品番号 : 52965, 1934-01)  

13 
 伊達騒動（松前，浅岡の忠義）（二）   

対象外[作曲], 木村 友衛 (ビクター, 商品番号 : 51639, 1931-04)  

14 
 伊達騒動 松前出府（三）   

木村 友衛（初代） (ビクター, 商品番号 : 52966, 1934-01)  

15 
 伊達騒動（松前，浅岡の忠義）（三）   

対象外[作曲], 木村 友衛 (ビクター, 商品番号 : 51640, 1931-04)  

16  伊達騒動 松前出府（四）   
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木村 友衛（初代） (ビクター, 商品番号 : 52966, 1934-01)  

17 
 伊達騒動（松前，浅岡の忠義）（四）   

対象外[作曲], 木村 友衛 (ビクター, 商品番号 : 51640, 1931-04)  

18 
 松前追分   

日本民謡,, 佐野 鋤[編曲], 日本ビクター軽音楽団 (ビクター, 商品番号 : A-4831, 1942-02)  

19 
 松前追分（前唄）   

田口 北声 (ポリドール, 商品番号 : 4304)  

20 
 松前追分（本唄・後唄）   

田口 北声 (ポリドール, 商品番号 : 4304)  

21 
 松前追分 (一) 前唄  

不詳（PD）[作詞], 不詳（PD）[作曲], 成田 雲竹 (ビクター, 商品番号 : 53078, 1934-05)  

22 
 松前追分 (二) 本唄、後唄  

不詳（PD）[作詞], 不詳（PD）[作曲], 成田 雲竹 (ビクター, 商品番号 : 53078, 1934-05)  

23 
 松前三下り   

鎌田 蓮童[作詞], 山本 麗子, 鎌田 蓮童[尺八] (ビクター, 商品番号 : Z-34, 1938-09)  

24 

 松前三下り   

鎌田 蓮童[作詞], 北海道民謡, 山本 麗子, 鎌田 蓮童[三味線], 梅田 豊月[三味線] (ビクター, 商品番号 :

 V-41399, 1955-06)  

25 

 松前三下り   

鎌田 蓮童[作詞], 山本 麗子, 鎌田 蓮童[三味線], 梅田 豊月[三味線] (ビクター, 商品番号 : Z-218, 193

9-09)  

26 
 俚謡：松前三下り   

阿部 笑山, 小倉 旦兆[尺八], 加藤 由子[三弦], 竹中 竹仙[琴] (リーガル, 商品番号 : 66913, 1935-03) 

27 
 俚謡；松前追分(上)   

本多 千鳥[尺八連管], 長谷川 翠越[尺八連管] (ニッポノフォン, 商品番号 : 16879, 1928-06)  

28 
 俚謡；松前追分(下)   

本多 千鳥[尺八連管], 長谷川 翠越[尺八連管] (ニッポノフォン, 商品番号 : 16879, 1928-06)  

29 
 尺八俚謡：松前追分   

吉木 桃園, 菊池 淡水[尺八] (コロムビア（戦前）, 商品番号 : 25455, 1929-01)  
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30 
 尺八連管：松前追分   

菊池 淡水, 榎本 秀水 (コロムビア（戦前）, 商品番号 : 26809, 1932-01)  

31 
 尺八連管：松前追分(前唄）   

榎本 秀水, 菊池 淡水 (ニッポノホン, 商品番号 : 15613)  

32 
 尺八連管：松前追分(本唄）   

榎本 秀水, 菊池 淡水 (ニッポノホン, 商品番号 : 15613)  

33 
 松前追分   

北海道民謡, , 小泉 錦月 (キングレコード, 商品番号 : 46019, 1940-08)  

34 
 松前追分   

北海道民謡, 小泉 錦月 (キングレコード, 商品番号 : 46019, 1940-08)  

35 
 松前追分 (一)   

北海道民謡, 斉藤 静玉, 菊地 淡水[尺八] (ビクター, 商品番号 : 50956, 1929-11)  

36 
 松前追分 (一)   

米松 (札幌), おふじ[三味線] (ビクター, 商品番号 : 51587, 1931-02)  

37 
 松前追分 (一) 前唄   

北海道民謡, 鈴木 晴水 (ビクター, 商品番号 : 52291, 1932-06)  

38 
 松前追分 (二)   

北海道民謡, 斉藤 静玉, 菊地 淡水[尺八] (ビクター, 商品番号 : 50956, 1929-11)  

39 
 松前追分 (二)   

米松 (札幌), おふじ[三味線] (ビクター, 商品番号 : 51587, 1931-02)  

40 
 松前追分 (二) 本唄   

北海道民謡, 鈴木 晴水 (ビクター, 商品番号 : 52291, 1932-06)  

41 
 浪花節：松前情話(一)   

牧村 真澄[作詞], 東家 三楽 (リーガル, 商品番号 : 150007, 1940-03)  

42 
 浪花節：松前情話(三)   

牧村 真澄[作詞], 東家 三楽 (リーガル, 商品番号 : 150008, 1940-03)  

43 
 浪花節：松前情話(二)   

牧村 真澄[作詞], 東家 三楽 (リーガル, 商品番号 : 150007, 1940-03)  
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44 浪花節：松前情話(四)   

牧村 真澄[作詞], 東家 三楽 (リーガル, 商品番号 : 150008, 1940-03)  

 

「樺太」で検索 

1 

 樺太踊り   

長田 幹彦[作詞], 中山 晋平[作曲], 市丸, 三島 一声, 日本ビクター管絃楽団[伴奏] (ビクター, 商品番

号 : 53382, 1935-03-20)  

2 

 樺太行進曲   

山路 溪楓[作詞], 野口 雨情∥補作, 松平 信博[作曲], 松平 信博[編曲], 徳山 璉, 日本ビクター管弦

楽団[伴奏] (ビクター, 商品番号 : 53094, 1934-05)  

3 

 樺太民謡   

野口 雨情[作詞], 松平 信博[作曲], 松平 信博[編曲], 福むら 貴美子, 日本ビクター管弦楽団[伴

奏] (ビクター, 商品番号 : 53094, 1934-05)  

4 

 豊原小唄   

長田 幹彦∥補作, 樺太毎日新聞社||編, 中山 晋平[作曲], 三島 一声, 日本ビクター・サロン管絃楽団

[伴奏] (ビクター, 商品番号 : 53382, 1935-03-20)  

5 

 新民謡：拓けゆく樺太   

長谷川 志人[作詞], 古関 裕而[作曲], 奧山 貞吉[編曲], 伊藤 久男               (コロムビア

(戦前), 商品番号 : 28981, 1936-08)  

6 

 新民謡：樺太よいとこ   

平城 克郎[作詞], 北原白秋（補作）[作詞], 大村 能章              [作曲], 大村 能章[編曲], 

音丸  (コロムビア(戦前), 商品番号 : 28981, 1936-08)  

7 
 樺太アイヌ喉鳴らし レクッカラ（４種）   

白川 クルバルマッ, 樺村 プイ (NHK Vinycord, 商品番号 : VC-34, 1951-06)  

8 

 樺太アイヌ喉鳴らし レクッカラ（６種）   

今村 サンコッテス, 畑山 スパ, 足内 イノランケマッ, 大谷 キヨ (NHK Vinycord, 商品番号 : VC-27, 

1951-06)  

9 
 樺太アイヌ子守歌 イフムケ   

平松 マツ(西海岸珍内出身） (NHK Vinycord, 商品番号 : VC-18, 1951-06)  

10  樺太アイヌ子守歌 イフムケ   
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柳川 トミ（西海岸鵜城出身） (NHK Vinycord, 商品番号 : VC-18, 1951-06)  

11 
 樺太アイヌ子守歌 イフムケ   

木村 ウサルシマッ (NHK Vinycord, 商品番号 : VC-32, 1951-06)  

12 
 樺太アイヌ子守歌 イフムケ   

木村 ウサルシマッ (NHK Vinycord, 商品番号 : VC-32, 1951-06)  

13 
 樺太アイヌ子守歌 イフムケ（２種）   

相馬 ハナ（西海岸鵜城出身） (NHK Vinycord, 商品番号 : VC-35, 1951-06)  

14 
 樺太アイヌ子守歌 イフムケ（３種）   

藤山 スパ(西海岸恵須取出身） (NHK Vinycord, 商品番号 : VC-35, 1951-06)  

15 
 樺太アイヌ小歌 ユーカラ   

相馬 ハナ（西海岸鵜城出身） (NHK Vinycord, 商品番号 : VC-36, 1951-06)  

16 
 樺太アイヌ巫術 トゥス   

今村 サンコッテス（西海岸大谷出身） (NHK Vinycord, 商品番号 : VC-28, 1951-06)  

17 
 樺太アイヌ巫術 トゥス（その１）   

木村 ウサルシマッ（東海岸相浜出身） (NHK Vinycord, 商品番号 : VC-33, 1951-06)  

18 
 樺太アイヌ巫術 トゥス（その１）   

沼端 ウメ（西海岸鵜遠出身） (NHK Vinycord, 商品番号 : VC-29, 1951-06)  

19 
 樺太アイヌ巫術 トゥス（その２）   

木村 ウサルシマッ（東海岸相浜出身） (NHK Vinycord, 商品番号 : VC-33, 1951-06)  

20 
 樺太アイヌ巫術 トゥス（その２）   

沼端 ウメ（西海岸鵜遠出身） (NHK Vinycord, 商品番号 : VC-29, 1951-06)  

21 
 樺太アイヌ恋慕歌 ヤイカテカル   

高山 ヨシ（東海岸新問出身） (NHK Vinycord, 商品番号 : VC-19, 1951-06)  

22 
 樺太アイヌ恋慕歌 ヤイカテカル   

藤山 スパ(西海岸恵須取出身） (NHK Vinycord, 商品番号 : VC-36, 1951-06)  

23 
 樺太アイヌ恋慕歌 ヤイカテカル   

中川 ツマ（東海岸新問出身） (NHK Vinycord, 商品番号 : VC-19, 1951-06)  

24 
 樺太アイヌ昔話 トゥイタッ   

畑山 スパ(東海岸大谷出身） (NHK Vinycord, 商品番号 : VC-26, 1951-06)  
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25 
 樺太アイヌ昔話 トゥイタッ   

畑山 スパ(東海岸大谷出身） (NHK Vinycord, 商品番号 : VC-26, 1951-06)  

26 
 樺太アイヌ昔話 トゥイタッ   

木村 ウサルシマッ（東海岸相浜出身） (NHK Vinycord, 商品番号 : VC-31, 1951-06)  

27 
 樺太アイヌ昔話 トゥイタッ（２種）   

森 イセレ（東海岸多加湖畔出身） (NHK Vinycord, 商品番号 : VC-22, 1951-06)  

28 
 樺太アイヌ祈詞 イノンノイタッ a：あざらし狩の祈り b：病人の祈り   

森 イセレ（東海岸多加湖畔出身） (NHK Vinycord, 商品番号 : VC-24, 1951-06)  

29 
 樺太アイヌ神謡 オイナ   

沼端 ウメ（西海岸鵜遠出身） (NHK Vinycord, 商品番号 : VC-28, 1951-06)  

30 
 樺太アイヌ神謡 オイナ   

柳川 トミ（西海岸鵜城出身） (NHK Vinycord, 商品番号 : VC-20, 1951-06)  

31 
 樺太アイヌ踊り歌 トンコリ・ヘチリ ・ トンコリ独奏 トンコリ独奏   

樺村 プイ, 白川 クルバルマッ (NHK Vinycord, 商品番号 : VC-37, 1951-06)  

32 
 樺太アイヌ踊り歌 ヘチリ（３種）   

平松 マツ(西海岸珍内出身） (NHK Vinycord, 商品番号 : VC-17, 1951-06)  

33 
 樺太アイヌ踊り歌 ヘチリ（３種）   

木村 ウサルシマッ, 安藤 ウメ, 吉沢 ハギ (NHK Vinycord, 商品番号 : VC-30, 1951-06)  

34 
 樺太アイヌ踊り歌 ヘチリ（３種）   

平松 マツ(西海岸珍内出身） (NHK Vinycord, 商品番号 : VC-17, 1951-06)  

35 
 樺太アイヌ踊り歌 ヘチリ（３種）   

木村 ウサルシマッ, 安藤 ウメ, 吉沢 ハギ (NHK Vinycord, 商品番号 : VC-30, 1951-06)  

36 
 樺太アイヌ踊り歌 ヘチリ（３種）   

白川 クルバルマッ, 樺村 プイ, 藤山 スパ, 相馬 ハナ (NHK Vinycord, 商品番号 : VC-34, 1951-06) 

37 
 樺太アイヌ踊り歌 ヘチリ（３種）   

木村 ウサルシマッ, 安藤 ウメ, 吉沢 ハギ (NHK Vinycord, 商品番号 : VC-31, 1951-06)  

38 

 樺太アイヌ踊り歌 ヘチリ（３種）   

今村 サンコッテス, 畑山 スパ, 足内 イノランケマッ, 大谷 キヨ (NHK Vinycord, 商品番号 : VC-27, 

1951-06)  
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39 
 樺太アイヌ踏舞歌 シノッチャ・樺太アイヌ昔話 トゥイタッ   

森 イセレ（東海岸多加湖畔出身） (NHK Vinycord, 商品番号 : VC-20, 1951-06)  

40 
 樺太アイヌ踏舞歌 タプカル・ユーカラ/ハチコ・トゥイタッ   

森 イセレ, 足内 イノランケマッ (NHK Vinycord, 商品番号 : VC-24, 1951-06)  

 

「千島」で検索 

1 
 ああ千島   

藤田 まさと[作詞], 長津 義司[作曲], 今村 隆 (テイチク, 商品番号 : C3906, 1955-12)  

2 

 千島のちどり   

吉川 静夫[作詞], 渡久地 政信[作曲], 渡久地 政信[編曲], 三浦 洸一, ビクター・オーケストラ[伴奏] (ビ

クター, 商品番号 : V-41560, 1956-06)  

3 

 千島パトロール   

松井 由利夫[作詞], 飯田 景応[作曲], 飯田 景応[編曲], 津川 洋一, 東芝レコーディング・オーケスト

ラ (東芝レコード, デジタル変換後ノイズ除去 : 不明)  

4 

 千島吹雪   

奥野 椰子夫[作詞], 三宅 幹夫[作曲], 三宅 幹夫[編曲], 山本 麗子, 日本ビクター管弦楽団[伴奏] (ビク

ター, 商品番号 : J-54253, 1938-02)  

5 
 千島（二）  

吉沢 検校[作曲], 宮城 道雄[箏] (ビクター, 商品番号 : NK-3012)  

6 
 千島（三）  

吉沢 検校[作曲], 宮城 道雄[箏] (ビクター, 商品番号 : NK-3013)  

7 
 千島（四）  

吉沢 検校[作曲], 宮城 道雄[箏] (ビクター, 商品番号 : NK-3013)  

8 
 千島恋しや   

音丸 (キングレコード, 商品番号 : C981, 1953-11)  
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「アイヌ」で検索 

1 

 アイヌの踊子   

吉川 静夫[作詞], 豊田 一雄[作曲], 小沢 直与志[編曲], 野村 雪子, ビクター・オーケストラ (ビクタ

ー, 商品番号 : V-41759, 1958-02)  

2 

 アイヌ盆唄（津軽盆唄）   

坂口 淳∥補作, 青森県民謡, 石平 三郎[編曲], 鈴木 正夫, 豊静[三味線], ビクター・オーケストラ (ビ

クター, 商品番号 : V-41996, 1960-03)  

3 

 居合抜   

細井 鵲郎[作詞], 吉田草紙庵[作曲], 本木 寿以, 本木 寿満子[糸], 本木 寿以寿美, 望月 太意之助

社中[鳴物] (ビクター, 商品番号 : OR-439, 1959-03)  

4 
 アイヌ子守歌 イフンケ   

北海道膽振支廳白老郡白老村 宮本 サキ (コロムビア（NHK）, 商品番号 : PR488, 1949-10)  

5 
 アイヌ歌謠集 第１集 アイヌ■■ カムイノミ   

日高沙流郡ニ風谷コタン 貝澤 アレカイヌ翁 (コロムビア（ＮＨＫ）, 商品番号 : PR163, 1947-09)  

6 
 アイヌ歌謠集 第１集 アイヌ叙事詩 サコルベ   

釧路阿寒村フプシナイ・コタン 大井 アンラム (コロムビア（ＮＨＫ）, 商品番号 : PR170, 1947-10)  

7 
 アイヌ歌謠集 第１集 アイヌ叙事詩 サコルベ   

北見美幌コタン 菊地 ユキ女 (コロムビア（ＮＨＫ）, 商品番号 : PR170, 1947-10)  

8 
 アイヌ歌謠集 第１集 アイヌ叙事詩 サコルペ   

十勝幕別村白人（チロット）コタン 安東 モレウカ媼 (コロムビア（ＮＨＫ）, 商品番号 : PR163, 1947-09) 

9 
 アイヌ歌謠集 第１集 アイヌ叙事詩 ポン・オイナ   

膽振幌別コタン 金成 イメカヌ媼 (コロムビア（ＮＨＫ）, 商品番号 : PR167, 1947-09)  

10 
 アイヌ歌謠集 第１集 アイヌ叙事詩 マチューカラ   

釧路市春採コタン 日下 カトンマッ媼 (コロムビア（ＮＨＫ）, 商品番号 : PR169, 1947-10)  

11 
 アイヌ歌謠集 第１集 アイヌ叙事詩 メノコ・ユカラ   

旭川市近文コタン 川村 ムイサシマツ媼 (コロムビア（ＮＨＫ）, 商品番号 : PR168, 1947-09)  

12 
 アイヌ歌謠集 第１集 アイヌ叙事詩 メノコ・ユカラ   

日高沙流郡新平賀コタン 鳩澤 ワテケ媼 (コロムビア（ＮＨＫ）, 商品番号 : PR168, 1947-09)  

13 
 アイヌ歌謠集 第１集 アイヌ叙事詩 メノコ・ユカラ   

曉振幌別コタン 豐年 ヤイコレカ媼 (コロムビア（ＮＨＫ）, 商品番号 : PR169, 1947-09)  
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14 

 アイヌ歌謠集 第１集 アイヌ子守歌 イフンケ（２種）   

十勝幕別村白人（チロット）コタン 長谷川 モニシアヌ媼 (コロムビア（ＮＨＫ）, 商品番号 : PR161, 

1947-09)  

15 
 アイヌ歌謠集 第１集 アイヌ子守歌 イフンケ（２種）   

旭川市近文コタン 川村 ムイサシマツ媼 (コロムビア（NHK）, 商品番号 : PR160, 1947-09)  

16 
 アイヌ歌謠集 第１集 アイヌ子守歌 イフンケ（３種）   

帶廣市伏古コタン 吉根 リアンテ媼 (コロムビア（ＮＨＫ）, 商品番号 : PR161, 1947-09)  

17 
 アイヌ歌謠集 第１集 アイヌ子守歌 イヨンノッカ（２種）   

日高沙流郡新平賀コタン 鹿戸 マリア媼 (コロムビア（ＮＨＫ）, 商品番号 : PR162, 1947-09)  

18 
 アイヌ歌謠集 第１集 アイヌ子守歌 カムイ・イフンケ   

膽振幌別コタン 金成 イメカメ媼 (コロムビア（ＮＨＫ）, 商品番号 : PR162, 1947-09)  

19 
 アイヌ歌謠集 第１集 アイヌ對面の挨拶 ウコヤイクレカルパ   

日高沙流郡ニ風谷コタン 貝澤 アレカイヌ翁 (コロムビア（ＮＨＫ）, 商品番号 : PR172, 1947-09)  

20 
 アイヌ歌謠集 第１集 アイヌ對面の挨拶 ウコヤイクレカルパ   

日高沙流郡ニ風谷コタン 二谷 ニシクレックル翁 (コロムビア（ＮＨＫ）, 商品番号 : PR172, 1947-09)  

21 
 アイヌ歌謠集 第１集 アイヌ昔話 ウエペケル   

十勝幕別村白人（チロット）コタン 安東 モレウカ媼 (コロムビア（ＮＨＫ）, 商品番号 : PR158, 1947-09) 

22 
 アイヌ歌謠集 第１集 アイヌ昔話 トゥイタッ   

釧路市春採コタン 日下カトンマッ媼 (コロムビア（ＮＨＫ）, 商品番号 : PR165, 1947-10)  

23 
 アイヌ歌謠集 第１集 アイヌ樂器 ムックリ獨奏   

十勝郡幕別村白人（チロット）コタン 安東モレウカ媼 (コロムビア（NHK）, 商品番号 : PR160, 1947-09) 

24 
 アイヌ歌謠集 第１集 アイヌ民謠 イヨハイオチシ（３種）   

日高郡沙流郡新平賀コタン 鹿戸 マリア媼 (コロムビア（NHK）, 商品番号 : PR177, 1947-09)  

25 
 アイヌ歌謠集 第１集 アイヌ民謠 イヨハイチシ   

膽振白老コタン 宮本 サキ媼 (コロムビア（NHK）, 商品番号 : PR177, 1947-09)  

26 
 アイヌ歌謠集 第１集 アイヌ民謠 ウポポ    

釧路市春採コタン 板垣 ハツ媼 (コロムビア（ＮＨＫ）, 商品番号 : PR155, 1947-10)  

27 
 アイヌ歌謠集 第１集 アイヌ民謠 ウポポ    

釧路市春採コタン 板垣 ハツ媼 (コロムビア（ＮＨＫ）, 商品番号 : PR155, 1947-10)  
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28 
 アイヌ歌謠集 第１集 アイヌ民謠 ウポポ その一    

旭川市近文コタン 川村 ムイサシマッ媼 (コロムビア（ＮＨＫ）, 商品番号 : PR152, 1947-09)  

29 

 アイヌ歌謠集 第１集 アイヌ民謠 ウポポ その二    

旭川市近文コタン 川村 ムイサシマッ媼 杉浦 キナ媼 (コロムビア（ＮＨＫ）, 商品番号 : PR152, 

1947-09)  

30 
 アイヌ歌謠集 第１集 アイヌ民謠 ウポポ （２種）   

日高沙流郡新平賀コタン 鹿戸 マリア媼 (コロムビア（ＮＨＫ）, 商品番号 : PR154, 1947-09)  

31 
 アイヌ歌謠集 第１集 アイヌ民謠 ウポポ （３種）   

十勝幕別村白人（チロット）コタン 安東 モレウカ媼 (コロムビア（ＮＨＫ）, 商品番号 : PR153, 1947-09) 

32 

 アイヌ歌謠集 第１集 アイヌ民謠 ウポポ （３種）   

十勝幕別村白人（チロット）コタン 長谷川 モニシアヌ媼 (コロムビア（ＮＨＫ）, 商品番号 : PR153, 

1947-09)  

33 
 アイヌ歌謠集 第１集 アイヌ民謠 シノッチャ   

旭川市近文コタン 尾澤 カンシャトク翁 (コロムビア（ＮＨＫ）, 商品番号 : PR166, 1947-09)  

34 
 アイヌ歌謠集 第１集 アイヌ民謠 タプカル・シノッチャ   

釧路阿寒村フプシナイ・コタン 舌辛 サイケサニ (コロムビア（ＮＨＫ）, 商品番号 : PR166, 1947-10)  

35 
 アイヌ歌謠集 第１集 アイヌ民謠 トゥウイタッ   

日高沙流郡新平賀コタン 鹿戸 マリア媼 (コロムビア（ＮＨＫ）, 商品番号 : PR158, 1947-09)  

36 
 アイヌ歌謠集 第１集 アイヌ民謠 ヤイサマ   

釧路阿寒村フプシナイ・コタン 舌辛 サイケサニ (コロムビア（ＮＨＫ）, 商品番号 : PR171, 1947-10)  

37 
 アイヌ歌謠集 第１集 アイヌ民謠 ヤイサマ   

膽振幌別コタン 金成 イメカヌ媼 (コロムビア（ＮＨＫ）, 商品番号 : PR164, 1947-09)  

38 
 アイヌ歌謠集 第１集 アイヌ民謠 ヤイサマ（２種）   

日高沙流郡新平賀コタン 鳩澤 ワテケ媼 (コロムビア（ＮＨＫ）, 商品番号 : PR164, 1947-09)  

39 
 アイヌ歌謠集 第１集 アイヌ民謠 ヤイサマ（２種）   

十勝幕別村白人（チロット）コタン 安東 モレウカ媼 (コロムビア（ＮＨＫ）, 商品番号 : PR157, 1947-09) 

40 

 アイヌ歌謠集 第１集 アイヌ民謠 ヤイサマ（２種）   

十勝幕別村白人（チロット）コタン 長谷川 モニシアヌ媼 (コロムビア（ＮＨＫ）, 商品番号 : PR157, 

1947-09)  

41  アイヌ歌謠集 第１集 アイヌ民謠 リムセ    
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膽振幌別コタン 豐年 ヤイコレカ媼 (コロムビア（ＮＨＫ）, 商品番号 : PR154, 1947-09)  

42 
 アイヌ歌謠集 第１集 アイヌ祈■ イノンノ・イタッ   

釧路阿寒村フプシナイ・コタン 大井 アンラム翁 (コロムビア（ＮＨＫ）, 商品番号 : PR171, 1947-10)  

43 

 アイヌ歌謠集 第１集 アイヌ臼搗唄 イユタ・ウポポ   

十勝幕別村白人（チロット）コタン 長谷川 モニシアヌ媼 (コロムビア（ＮＨＫ）, 商品番号 : PR159, 

1947-09)  

44 
 アイヌ歌謠集 第１集 アイヌ臼搗唄 イユタ・ウポポ   

日高沙流郡新平賀コタン 鹿戸 マリア媼 (コロムビア（ＮＨＫ）, 商品番号 : PR159, 1947-09)  

45 
 アイヌ歌謠集 第１集 アイヌ英雄叙事詩 ユーカラ   

日高沙流郡ニ風谷コタン 二谷 ニシクレックル翁 (コロムビア（ＮＨＫ）, 商品番号 : PR173, 1947-09)  

46 
 アイヌ歌謠集 第１集 アイヌ英雄叙事詩 ユーカラ   

日高沙流郡ニ風谷コタン 貝澤 アレカイヌ翁 (コロムビア（ＮＨＫ）, 商品番号 : PR173, 1947-09)  

47 
 アイヌ歌謠集 第１集 アイヌ英雄叙事詩 ユーカラ（Ⅰ）   

膽振幌別コタン 金成 イメカヌ媼 (コロムビア（ＮＨＫ）, 商品番号 : PR174, 1947-09)  

48 
 アイヌ歌謠集 第１集 アイヌ英雄叙事詩 ユーカラ（Ⅱ）   

膽振幌別コタン 金成 イメカヌ媼 (コロムビア（ＮＨＫ）, 商品番号 : PR174, 1947-09)  

49 
 アイヌ歌謠集 第１集 アイヌ英雄叙事詩 ユーカラ（Ⅲ）   

膽振幌別コタン 金成 イメカヌ媼 (コロムビア（ＮＨＫ）, 商品番号 : PR175, 1947-09)  

50 
 アイヌ歌謠集 第１集 アイヌ英雄叙事詩 ユーカラ（Ⅳ）   

膽振幌別コタン 金成 イメカヌ媼 (コロムビア（ＮＨＫ）, 商品番号 : PR175, 1947-09)  

51 
 アイヌ歌謠集 第１集 アイヌ神謠 オイナ   

旭川市近文コタン 三浦 タマイリ媼 (コロムビア（ＮＨＫ）, 商品番号 : PR167, 1947-09)  

52 
 アイヌ歌謠集 第１集 アイヌ神謠 カムイ・ユカラ   

日高沙流郡新平賀コタン 鳩澤 ワテケ媼 (コロムビア（ＮＨＫ）, 商品番号 : PR156, 1947-09)  

53 
 アイヌ歌謠集 第１集 アイヌ神謠 カムイ・ユカラ   

膽振幌別コタン 宮本 サキ媼 (コロムビア（ＮＨＫ）, 商品番号 : PR156, 1947-09)  

54 
 アイヌ歌謠集 第２集（完） アイヌ口■■■ コタンカルカムイ・イム（２種） コタンカルカムイ・イム   

萱野 ウタシカ媼, 菊池 チャレヌム媼 (コロムビア（NHK）, 商品番号 : PR368)  

55  アイヌ歌謠集 第２集（完） アイヌ口■■■ コタンカルカムイ・イム（２種） コタンカルカムイ・シタオキオキ
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萱野 ウタシカ媼, 菊池 チャレヌム媼 (コロムビア（NHK）, 商品番号 : PR368)  

56 
 アイヌ歌謠集 第２集（完） アイヌ子守歌 イフンケ（２種）   

網走美幌町字野崎 菊地チャレヌム媼 (コロムビア（NHK）, 商品番号 : PR360, 1948-07)  

57 
 アイヌ歌謠集 第２集（完） アイヌ子守歌 イフンケ（２種）   

膽振長万部町字旭濱 司馬 ヘペンレック翁 (コロムビア（NHK）, 商品番号 : PR360, 1948-07)  

58 
 アイヌ歌謠集 第２集（完） アイヌ子守歌 イヨンノッカ（２種）   

上川名寄町字内淵 下田 初音女 (コロムビア（NHK）, 商品番号 : PR361, 1948-07)  

59 

 アイヌ歌謠集 第２集（完） アイヌ民謠 イヨマンテ・ウポポ（３種）   

網走美幌町字野崎 菊池 チャレヌム媼, 網走美幌町字野崎 小林 ハルランケマツ媼 (コロムビア

（NHK）, 商品番号 : PR362, 1948-07)  

60 

 アイヌ歌謠集 第２集（完） アイヌ民謠 イヨマンテ・ウポポ（４種）   

網走美幌町字野崎 菊池 チャレヌム媼, 網走美幌町字野崎 小林 ハルランケマツ媼 (コロムビア

（NHK）, 商品番号 : PR362, 1948-07)  

61 

 アイヌ歌謠集 第２集（完） アイヌ民謠 ウポポ（２種）   

上川名寄町字内淵 下田 初音女, 上川名寄町字内淵 加藤 サダ媼 (コロムビア（NHK）, 商品番号 : 

PR363, 1948-07)  

62 
 アイヌ歌謠集 第２集（完） アイヌ民謠 サケハウ   

膽振長万部町字旭濱 司馬 ヘペンレック翁 (コロムビア（NHK）, 商品番号 : PR369, 1948-07)  

63 
 アイヌ歌謠集 第２集（完） アイヌ民謠 サコルベ   

網走美幌町字野崎 菊池 チャレヌム媼 (コロムビア（NHK）, 商品番号 : PR367, 1948-07)  

64 
 アイヌ歌謠集 第２集（完） アイヌ民謠 チポ・シノッチャ   

膽振長万部町字旭濱 司馬 ヘペンレック翁 (コロムビア（NHK）, 商品番号 : PR361, 1948-07)  

65 
 アイヌ歌謠集 第２集（完） アイヌ民謠 ヤイカテカル   

膽振長万部町字旭濱 司馬 ヘペンレック翁 (コロムビア（NHK）, 商品番号 : PR364, 1948-07)  

66 
 アイヌ歌謠集 第２集（完） アイヌ民謠 ヤイカテカル   

膽振長万部町字旭濱 司馬 サンノレック翁 (コロムビア（NHK）, 商品番号 : PR364, 1948-07)  

67 
 アイヌ歌謠集 第２集（完） アイヌ民謠 ヤイサマ   

網走美幌町字野崎 萱野 ウタシカ媼 (コロムビア（NHK）, 商品番号 : PR365, 1948-07)  

68  アイヌ歌謠集 第２集（完） アイヌ民謠 ヤイサマ   
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膽振長万部町字旭濱  知気 ウシマツ媼 (コロムビア（NHK）, 商品番号 : PR365, 1948-07)  

69 

 アイヌ歌謠集 第２集（完） アイヌ民謠 リムセ（２種）   

膽振長万部町字旭濱 小ケ谷 シモック媼, 膽振長万部町字旭濱 宿戸アキ媼, 膽振長万部町字旭濱  

知氣 ウシマツ媼, 膽振長万部町字旭濱 司馬 フヨ媼 (コロムビア（NHK）, 商品番号 : PR363, 1948-07) 

70 
 アイヌ歌謠集 第２集（完） アイヌ英雄叙事詩 ユーカラ   

膽振長万部町字旭濱 司馬 ヘペンレック翁 (コロムビア（NHK）, 商品番号 : PR370, 1948-07)  

71 
 アイヌ歌謠集 第２集（完） アイヌ英雄叙事詩 ユーカラ   

膽振長万部町字旭濱 司馬 ヘペンレック翁 (コロムビア（NHK）, 商品番号 : PR371, 1948-07)  

72 
 アイヌ歌謠集 第２集（完） アイヌ英雄叙事詩 ユーカラ   

膽振長万部町字旭濱 司馬 ヘペンレック翁 (コロムビア（NHK）, 商品番号 : PR370, 1948-07)  

73 
 アイヌ歌謠集 第２集（完） アイヌ英雄叙事詩 ユーカラ   

膽振長万部町字旭濱 司馬 ヘペンレック翁 (コロムビア（NHK）, 商品番号 : PR371, 1948-07)  

74 
 アイヌ歌謠集 第２集（完） アイヌ英雄叙事詩 ユーカラ   

膽振長万部町字旭濱 司馬 ヘペンレック翁 (コロムビア（NHK）, 商品番号 : PR372, 1948-07)  

75 
 アイヌ歌謠集 第２集（完） アイヌ英雄叙事詩 ユーカラ   

膽振長万部町字旭濱 司馬 ヘペンレック翁 (コロムビア（NHK）, 商品番号 : PR372, 1948-07)  

76 
 アイヌ歌謠集 第２集（完） アイヌ神樂 劍の舞    

釧路厚岸郡ベカンベウシ村有志 (コロムビア（NHK）, 商品番号 : PR374, 1948-07)  

77 
 アイヌ歌謠集 第２集（完） アイヌ神樂 助六舞/獅子舞（前半）   

釧路厚岸郡ベカンベウシ村有志 (コロムビア（NHK）, 商品番号 : PR373, 1948-07)  

78 
 アイヌ歌謠集 第２集（完） アイヌ神樂 惠比須舞   

釧路厚岸郡ベカンベウシ村有志 (コロムビア（NHK）, 商品番号 : PR374, 1948-07)  

79 
 アイヌ歌謠集 第２集（完） アイヌ神樂 獅子舞（後半）   

釧路厚岸郡ベカンベウシ村有志 (コロムビア（NHK）, 商品番号 : PR373, 1948-07)  

80 
 アイヌ歌謠集 第２集（完） アイヌ神謠 カムイ・ユカラ   

膽振長万部町字旭濱 司馬 ヘペンレック翁 (コロムビア（NHK）, 商品番号 : PR369, 1948-07)  

81 
 アイヌ歌謠集 第２集（完） アイヌ神謠 サコラウ   

網走美幌町字野崎 菊池 チャレヌム媼 (コロムビア（NHK）, 商品番号 : PR366, 1948-07)  

82  アイヌ歌謠集 第２集（完） アイヌ神謠 サコラウ   
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網走美幌町字野崎 菊池 チャレヌム媼 (コロムビア（NHK）, 商品番号 : PR366, 1948-07)  

83 
 アイヌ歌謠集 第２集（完） アイヌ神謠 マッヌカラ   

網走美幌町字野崎 菊池 チャレヌム媼 (コロムビア（NHK）, 商品番号 : PR367, 1948-07)  

84 
 アイヌ民謠 タプカル・シノッチャ（踏舞歌）   

北海道膽振支廳白老郡白老村 宮本 エカシマトク (コロムビア（NHK）, 商品番号 : PR487, 1949-10)  

85 
 アイヌ民謠 タプカル・シノッチャ（踏舞歌）   

北海道膽振支廳白老郡白老村 宮本 エカシマトク (コロムビア（NHK）, 商品番号 : PR487, 1949-10)  

86 

 アイヌ臼搗唄 イユタ・ウポポ   

北海道膽振支廳白老郡白老村 宮本 サキ, 北海道膽振支廳白老郡白老村 川岸 アキ, 北海道膽振支

廳白老郡白老村 梅枝 チル (コロムビア（NHK）, 商品番号 : PR488, 1949-03)  

87 
 アイヌ英雄叙事詩 ユーカラ（１）   

北海道膽振支廳白老郡白老村 宮本 エカシマトク (コロムビア（NHK）, 商品番号 : PR485, 1949-10)  

88 
 アイヌ英雄叙事詩 ユーカラ（２）   

北海道膽振支廳白老郡白老村 宮本 エカシマトク (コロムビア（NHK）, 商品番号 : PR485, 1949-10)  

89 
 アイヌ英雄叙事詩 ユーカラ（３）   

北海道膽振支廳白老郡白老村 宮本 エカシマトク (コロムビア（NHK）, 商品番号 : PR486, 1949-10)  

90 
 アイヌ英雄叙事詩 ユーカラ（４）   

北海道膽振支廳白老郡白老村 宮本 エカシマトク (コロムビア（NHK）, 商品番号 : PR486, 1949-10)  

91 
 アイヌ英雄叙事詩 ユーカラ（５）   

北海道膽振支廳白老郡白老村 宮本 エカシマトク (コロムビア（NHK）, 商品番号 : PR487, 1949-10)  

92 
 樺太アイヌ喉鳴らし レクッカラ（４種）   

白川 クルバルマッ, 樺村 プイ (NHK Vinycord, 商品番号 : VC-34, 1951-06)  

93 

 樺太アイヌ喉鳴らし レクッカラ（６種）   

今村 サンコッテス, 畑山 スパ, 足内 イノランケマッ, 大谷 キヨ (NHK Vinycord, 商品番号 : VC-27, 

1951-06)  

94 
 樺太アイヌ子守歌 イフムケ   

平松 マツ(西海岸珍内出身） (NHK Vinycord, 商品番号 : VC-18, 1951-06)  

95 
 樺太アイヌ子守歌 イフムケ   

柳川 トミ（西海岸鵜城出身） (NHK Vinycord, 商品番号 : VC-18, 1951-06)  
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96 
 樺太アイヌ子守歌 イフムケ   

木村 ウサルシマッ (NHK Vinycord, 商品番号 : VC-32, 1951-06)  

97 
 樺太アイヌ子守歌 イフムケ   

木村 ウサルシマッ (NHK Vinycord, 商品番号 : VC-32, 1951-06)  

98 
 樺太アイヌ子守歌 イフムケ（２種）   

相馬 ハナ（西海岸鵜城出身） (NHK Vinycord, 商品番号 : VC-35, 1951-06)  

99 
 樺太アイヌ子守歌 イフムケ（３種）   

藤山 スパ(西海岸恵須取出身） (NHK Vinycord, 商品番号 : VC-35, 1951-06)  

100 
 樺太アイヌ小歌 ユーカラ   

相馬 ハナ（西海岸鵜城出身） (NHK Vinycord, 商品番号 : VC-36, 1951-06)  

101 
 樺太アイヌ巫術 トゥス   

今村 サンコッテス（西海岸大谷出身） (NHK Vinycord, 商品番号 : VC-28, 1951-06)  

102 
 樺太アイヌ巫術 トゥス（その１）   

木村 ウサルシマッ（東海岸相浜出身） (NHK Vinycord, 商品番号 : VC-33, 1951-06)  

103 
 樺太アイヌ巫術 トゥス（その１）   

沼端 ウメ（西海岸鵜遠出身） (NHK Vinycord, 商品番号 : VC-29, 1951-06)  

104 
 樺太アイヌ巫術 トゥス（その２）   

木村 ウサルシマッ（東海岸相浜出身） (NHK Vinycord, 商品番号 : VC-33, 1951-06)  

105 
 樺太アイヌ巫術 トゥス（その２）   

沼端 ウメ（西海岸鵜遠出身） (NHK Vinycord, 商品番号 : VC-29, 1951-06)  

106 
 樺太アイヌ恋慕歌 ヤイカテカル   

高山 ヨシ（東海岸新問出身） (NHK Vinycord, 商品番号 : VC-19, 1951-06)  

107 
 樺太アイヌ恋慕歌 ヤイカテカル   

藤山 スパ(西海岸恵須取出身） (NHK Vinycord, 商品番号 : VC-36, 1951-06)  

108 
 樺太アイヌ恋慕歌 ヤイカテカル   

中川 ツマ（東海岸新問出身） (NHK Vinycord, 商品番号 : VC-19, 1951-06)  

109 
 樺太アイヌ昔話 トゥイタッ   

畑山 スパ(東海岸大谷出身） (NHK Vinycord, 商品番号 : VC-26, 1951-06)  

110  樺太アイヌ昔話 トゥイタッ   
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畑山 スパ(東海岸大谷出身） (NHK Vinycord, 商品番号 : VC-26, 1951-06)  

111 
 樺太アイヌ昔話 トゥイタッ   

木村 ウサルシマッ（東海岸相浜出身） (NHK Vinycord, 商品番号 : VC-31, 1951-06)  

112 
 樺太アイヌ昔話 トゥイタッ（２種）   

森 イセレ（東海岸多加湖畔出身） (NHK Vinycord, 商品番号 : VC-22, 1951-06)  

113 
 樺太アイヌ祈詞 イノンノイタッ a：あざらし狩の祈り b：病人の祈り   

森 イセレ（東海岸多加湖畔出身） (NHK Vinycord, 商品番号 : VC-24, 1951-06)  

114 
 樺太アイヌ神謡 オイナ   

沼端 ウメ（西海岸鵜遠出身） (NHK Vinycord, 商品番号 : VC-28, 1951-06)  

115 
 樺太アイヌ神謡 オイナ   

柳川 トミ（西海岸鵜城出身） (NHK Vinycord, 商品番号 : VC-20, 1951-06)  

116 
 樺太アイヌ踊り歌 トンコリ・ヘチリ ・ トンコリ独奏 トンコリ独奏   

樺村 プイ, 白川 クルバルマッ (NHK Vinycord, 商品番号 : VC-37, 1951-06)  

117 
 樺太アイヌ踊り歌 ヘチリ（３種）   

平松 マツ(西海岸珍内出身） (NHK Vinycord, 商品番号 : VC-17, 1951-06)  

118 
 樺太アイヌ踊り歌 ヘチリ（３種）   

木村 ウサルシマッ, 安藤 ウメ, 吉沢 ハギ (NHK Vinycord, 商品番号 : VC-30, 1951-06)  

119 
 樺太アイヌ踊り歌 ヘチリ（３種）   

平松 マツ(西海岸珍内出身） (NHK Vinycord, 商品番号 : VC-17, 1951-06)  

120 
 樺太アイヌ踊り歌 ヘチリ（３種）   

木村 ウサルシマッ, 安藤 ウメ, 吉沢 ハギ (NHK Vinycord, 商品番号 : VC-30, 1951-06)  

121 
 樺太アイヌ踊り歌 ヘチリ（３種）   

白川 クルバルマッ, 樺村 プイ, 藤山 スパ, 相馬 ハナ (NHK Vinycord, 商品番号 : VC-34, 1951-06) 

122 
 樺太アイヌ踊り歌 ヘチリ（３種）   

木村 ウサルシマッ, 安藤 ウメ, 吉沢 ハギ (NHK Vinycord, 商品番号 : VC-31, 1951-06)  

123 

 樺太アイヌ踊り歌 ヘチリ（３種）   

今村 サンコッテス, 畑山 スパ, 足内 イノランケマッ, 大谷 キヨ (NHK Vinycord, 商品番号 : VC-27, 

1951-06)  

124  樺太アイヌ踏舞歌 シノッチャ・樺太アイヌ昔話 トゥイタッ   
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森 イセレ（東海岸多加湖畔出身） (NHK Vinycord, 商品番号 : VC-20, 1951-06)  

125 
樺太アイヌ踏舞歌 タプカル・ユーカラ/ハチコ・トゥイタッ   

森 イセレ, 足内 イノランケマッ (NHK Vinycord, 商品番号 : VC-24, 1951-06)  

126 

 飛び越そよ／アイヌの子   

北原 白秋[作詞], 乗松 隆一[作曲], 乗松 隆一[編曲], 平井 英子, 日本ビクター管絃楽団 (ビクター, 

商品番号 : 52331, 1932-07)  

 

 

 

 

 

 

「赤い靴」で検索 

1 

 赤い靴   

野口 雨情[作詞], 本居 長世[作曲], 服部 正[編曲], 関根 敏子, ビクターオーケストラ[伴奏] (ビクター, 

商品番号 : B-244, 1951-12)  

2 

 赤い靴   

野口 雨情[作詞], 本居 長世[作曲], 本多 信子, マンドリンオーケストラ[伴奏] (ビクター, 商品番号 : 

B-150, 1932-06)  

3 

 赤い靴   

野口 雨情[作詞], 本居 長世[作曲], 本多 信子, マンドリン・オーケストラ (ビクター, 商品番号 : 

V-40404, 1950-06)  

4 
 赤い靴   

野口 雨情[作詞], 本居 長世[作曲], 飯田 信夫[編曲], 杉山 美子 (ビクター, 商品番号 : CL-101, 1940) 

5 

 赤い靴   

野口 雨情[作詞], 本居 長世[作曲], 本多 信子, マンドリン・オーケストラ (ビクター, 商品番号 : 52348, 

1932-07)  

6 
 童謡：赤い靴   

野口 雨情[作詞], 本居 長世[作曲], 佐藤 治子 (ニッポノフォン, 商品番号 : 16873, 1928-05)  

7 
 童謡：赤い靴   

野口 雨情[作詞], 本居 長世[作曲], 佐藤 治子 (コロムビア（戦前）, 商品番号 : 25312, 1928-05)  

 



32 
 

「タロージロー」で検索 

1 
 生きていたタロー・ジロー   

成瀬 幸子[お話] (東芝レコード, 商品番号 : NP-1040, 1958-02)  

2 

 タロー・ジローのカラフト犬   

しばさき そうすけ[作詞], 豊田 稔[作曲], 豊田 稔[編曲], 三浦 尚子, 東芝シンギングエンジェルス (東

芝レコード, 商品番号 : NP-1040, 1958-02)  

 

「青函連絡船」で検索 

1 
 流行歌：あゝ青函連絡船   

西條 八十[作詞], 古賀 政男[作曲], 伊藤 久男 (コロムビア, 商品番号 : A2157, 1954-10) 

 

「テレビ塔」で検索 

1 

 たそがれのテレビ塔   

吉川 静夫[作詞], 豊田 一雄[作曲], 佐野 雅美[編曲], フランク 永井, ビクター・オーケストラ (ビクター, 

商品番号 : V-41876, 1958-11)  

 

「雪まつり」で検索 

1 

 雪まつり   

横山 健[作詞], 八洲 秀章[作曲], 八洲 秀章[編曲], ビクター児童合唱団[合唱], ビクター・オーケスト

ラ (ビクター, 商品番号 : B-710, 1960-09)  

 

「大雪山」で検索 

1 

 大雪山の唄   

新 北秋[作詞], 中山 晋平[作曲], 三島 一声, 渡辺 はま子, 日本ビクター管絃楽団[伴奏] (ビクター, 商

品番号 : 53196, 1934-09)  
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