群馬の歌と映像資料目録
～県立図書館視聴覚室から～
期間：平成１５年９月２日（火）～１１月２日（日）

場所：群馬県立図書館３階展示コーナー

県立図書館では、昭和５３年に現在地に移転後、視聴覚資料の貸出サービスを始め、
今年で２５年目になります。現在では、ビデオテープ、ＣＤ、カセットテープ、レコードなど
約42,000点を所蔵し、貸出も年々増加しています。
今回の資料展示では、開室２５周年にちなみ、これら視聴覚資料から、郷土に関する
歌と映像資料をご紹介します。郷土の特色を盛り込んだご当地ソングや県内の催し物
の記録、郷土に関する事柄や人物を扱ったものなど、９８点を展示します。

■ 群馬のうた
１ ぐんま：交響詩曲／服部良一 ＴＨＩＳ ＩＳ ＧＵＮＭＡ ： ＳＹＭＰＨＯＮＩＣ ＰＯＥＭ ＷＩＴＨ ＣＨＯＲＵＳ ／ ＲＹＯ
ＩＣＨＩ ＨＡＴＴＯＲＩ 交響詩曲 東京 東芝ＥＭＩ（ＬＰ） 小池容子（Ｓ）ほか 服部良一（Ｃ） 群馬交響楽団
２ 交響詩「利根川３２２」Ｓｙｍｐｈｏｎｉｃ Ｐｏｅｍ“Ｔｈｅ ＴＯＮＥ Ｒｉｖｅｒ ３２２” 仙道作三／作曲 和田朋樹／指揮
斉田正子／ソプラノ 佐藤久成／ バイオリン 海津幸子／エレクトーン 仙道さおり／パーカッッション 千葉 セン
ドー・オペラ・ミュージカル・カンパニー ２００２ （ＣＤ）
３ 群馬県の歌 群馬県 １９８６ 録音カセット 群馬交響楽団 塚田京子（ソプラノ） 松原真介（テノール）
群馬県の歌 東京 キングレコード〔発売年不明〕（ＥＰ） 友竹正則，藤田みどり（歌）
４ 聞こえますか森の声 第４９回全国植樹祭 緑の大地 群馬づくり 群馬 群馬県総務部広報課 １９９８(ＣＤ）
５ 野鳥物語：さえずりと音楽：浅間山麓（群馬）篇 東京 東芝ＥＭＩ Ｐ１９９６（ＣＤ） 文化放送開局４５周年特別企
画
６ 群馬の音彩（ねいろ）：サウンドスケープ 耳を澄ませば聴こえてくる ほら 群馬 群馬県環境政策課 １９９７（Ｃ
Ｄ）
７ 群馬県の民謡：上州の仕事唄 上・下巻 群馬県教育委員会／企画・制作 映電／製作 前橋 １９９９ （ビデオ
カセット）
８ 上州よいとこ；上州小唄 東京 ビクター １９６４（ＥＰ） 市丸，喜代三（唄）
９ 上州さわやか音頭 あかぎ国体記念 東京 ビクター Ｐ１９８１（ＥＰ） 橋幸夫，金沢明子（歌） 制作：第３８回国
民体育大会群馬県実行委員会
（中毛）
10 前橋ブルース；いちりんざし 東京 クラウン Ｐ１９８２（ＥＰ）森雄二とサザンクロス
11 広瀬川慕情；奥久慈旅情 東京 ＲＶＣ Ｐ１９８２（ＥＰ） 野路由紀子（歌）
12 上州子守歌；まえばし雨情 東京 テイチク〔発売年不明〕（ＥＰ） 双葉勝之（歌）
13 ふるさとの歌 東京 キング Ｐ１９９７ 録音カセット （千木良政明作曲集 第２集）
14 心にしみる歌 東京 キング Ｐ２００１ 録音カセット （千木良政明作曲集 第３集）
15 だんべぇ踊り 前橋 前橋だんべぇ踊り協会 〔発売年不明〕 （録音カセット） 使用著作物：山口俊郎作曲「前橋
音頭」
16 ロス・ニーニョス～未来のこどもたち～／オルケスタ・デ・ラ・ルス 東京 ＢＭＧビクター 伊勢崎市 Ｐ１９９６（Ｃ
Ｄ） 伊勢崎市制施行５５周年記念事業オリジナルソング
17 郷土民謡八木節 桐生八木節連絡協議会 桐生 ＴＥＮＳＩＯＮ １９９９（ＣＤ） 須藤英之（唄）ほか
18 正調八木節歴代宗家堀込源太集 ［前橋］〔発売年不明〕（ＣＤ） 企画・録音：八木節宗家一門

19 八木節；草津節 東京 ビクター 〔発売年不明〕（ＥＰ）（民謡ゴールデン・シリーズ ２２） 四代目堀込源太，大塚
美春（歌）
20 月赤城山；里恋峠 東京 日本グラモフォン〔発売年不明〕（ＥＰ） 東海林太郎，田端義夫（歌）
21 新里音頭 東京 クラウン〔発売年不明〕（ＥＰ）由岐ひろみ（歌）
（北毛）
22 草津音頭；吾妻小唄 東京 ポリドール〔発売年不明〕（ＥＰ） 染菊，つづみ（歌）
23 高山情緒；たかやま音頭 東京 クラウン〔発売年不明〕（ＥＰ） 十和田みどり，下田健二，由岐ひろみ（歌）
24 利根音頭：利根はふるさと 歌とカラオケ ワールドミュージック（制作）〔発売年不明〕（録音カセット）大木純一ほ
か 群馬県利根村制定
（西毛）
25 アイラブ高崎／ロス・アモーレス 祝・高崎市制百周年 東京 １９９９ 録音カセット
26 群馬県榛名町 東京 キングレコード 群馬県榛名町（企画制作） Ｐ１９９６（ＣＤ） 姉妹都市提携記念：東久留
米市１０周年， グランドビュー市５周年：榛名町誕生４０周 年記念
27 碓氷馬子唄；草津節 東京 東芝ＥＭＩ〔発売年不明〕（ＥＰ）（日本民謡１００曲選 １７） 樺沢芳勝，染菊（歌）
28 愛のコイノボリ／近藤まさひろ ［録音資料］近藤まさひろ／作詞，作曲，歌 万場町 愛のコイノボリ制作委員会
２００２（ＣＤ）
29 もうひとつの道・かじかのピカゴラス定理 山村留学日記 谷川渡／作詞，作曲 木暮健二／編曲 悠巫呼／歌
上野村（群馬県）けの国工房 ２００２（ＣＤ）
30 すばらしいきみたちへ；夏の旅；合掌の里／加藤紀代子「自然と人間」シリーズ けの国工房 Ｐ２００２（ＣＤ）
31 水と命；山河／大野千晶 『自然と人間』シリーズ けの国工房 Ｐ２００２（ＣＤ）
（東毛）
32 太田囃子；金山慕情 東京 キング Ｐ１９６２（ＥＰ） 春日八郎，文京子，大津美子（歌）
33 光と水と緑と～板倉の四季～ 群馬 群馬県板倉町（製作） ［製作年不明］ 録音ディスク 板倉町制施工４０周
年記念 オユンナ（ヴォーカル）
34 大泉町の歌 東京 キングレコード Ｐ１９８７ 録音カセット 斉藤昌子（Ｖ）ほか
＜ 学校関係 ＞
35 はばたけそらへ天川物語：前橋市立天川小学校創立５０周年記念 前橋市立天川小学校５０周年記念事業実
行委員会 ２００２（ＣＤ）
36 群馬県立前橋女子高等学校校歌 群馬県立前橋女子高等学校 ［２００２］（ＣＤ） 録音：２００１年１２月２０日，
前橋市民文化会館大ホール 前橋女子高等学校音楽部
37 創立百周年記念 群馬県立太田高等学校『学校歌集』 群馬県立太田高等学校創立百周年記念事業実行委員
会（企画・製作）１９９７ （ＣＤ）
38 群馬大学学生歌集 東京 ＣＴＡ（制作）群馬大学生活協同組合（企画）Ｐ１９９６（ＣＤ） 群馬大学合唱団
＜ 催し物関係・群馬のＰＲ ＞
39 たそがれの橋；いのちのありか／都はるみ 東京 日本コロムビア Ｐ２００１（ＣＤ）
40 誰（だれ）よりも愛（あい）してる～いま 君がすばらしい～／ＫＡＴＳＵＭＩ 東京 パイオニアＬＣＤ株式会社 群馬
県 Ｐ１９９４（ＣＤ） ゆうあいピック群馬大会テーマソング，会期：平成６年１０月１５日（土）～１６（日）会場：群馬県立
敷島公園陸上競技場ほか
41 眠る男：映画音楽 東京 群馬県人口２００万人記念映画「眠る男」制作委員会 Ｐ１９９６（ＣＤ） 群馬県人口２０
０万人記念映画 小栗康平監督作品

42 ＲＯＣＫＥＲＳ ２００１ 高崎音楽祭 群馬 ＦＭ－ＧＵＮＭＡ ２００１ （ＣＤ） 録音：２００１．１０．２８高崎音楽セ
ンター ＰＲＩＮＣＥ ＡＬＢＥＲＴ ほか
43 少年少女合唱団群馬県フェスティバル 第３回 藤岡 藤岡ロータリークラブ ［２００２］（ＣＤ） 録音：平成１４年
１２月１日 みかぼ未来館
44 群馬はきのこのふるさとよ 群馬県きのこ振興協議会／制作 ［前橋」［２００２］（ＣＤ）
45 焼にくだんべぇ／赤木一孝 下境和男／作詞 赤木一孝／作曲，唄 群馬県食肉品質向上対策協議会／制作
２００２（ＣＤ）
46 グッド群馬の新鮮野菜 ［録音資料］ 下境和男／作詞 大城静乃／作曲 高橋李枝／歌 ＪＡ群馬経済連／製
作 前橋 ＪＡ群馬経 済連 ［２００２］ 録音ディスク（ＣＤ）
＜ 群馬県人による作詞・作曲 ＞
47 恋港／藤川俊男 東京 キングレコード Ｐ１９９５（ＣＤ）
48 おきな草（翁草）；鷺と烏のラブゲーム／青山みき 東京 キングレコード Ｐ２００２（ＣＤ）
49 浮世絵の女；やまぶき情歌／早川晃司 東京 ガウスエンタテインメント Ｐ２００２（ＣＤ）
50 いいんだよ；カタクリ慕情／星ゆたか 東京 ビクター Ｐ２００１（ＣＤ） 星ゆたか（唄）
51 しゃらくせえ；薄桜抄／加渡京子 東京 徳間ジャパン コミュニケーションズ Ｐ２００１（ＣＤ）
52 光と風のなかで 東京 日本クラウン Ｐ１９９７（ＣＤ）
53 一衣帯水／山本一太 東京 ＶＡＬＸＡＳ １９９９（ＣＤ）
■ 群馬の映像資料（ビデオ）
54 ぐんまの近代化遺産 蚕糸織物業編 群馬県教育委員会／企画 前橋 群馬県教育委員会
55 時を越えて－ぐんまの土木遺産 県土発展の礎として築かれた土木建造物を訪ねて 群馬県建設技術センター
／企画・監修 ２００１
56 ふるさと展望 空から見た群馬の都市 群馬県教育委員会／企画 空から見た群馬の山々 東京 群馬県教育
委員会
57 群馬県ＣＭ １５” 前橋 ＳＰＡＣＥ 製作広告会社 電通 カラー２分 ステレオ 小栗康平監督の県のコマ－シ
ャル
58 四季のアルバム ぐんま山紀行 群馬県広報課／企画 前橋 群馬県広報課 製作：群馬テレビ
59 映画「時代（とき）を越えて～群馬の高山植物～」（平成８年度制作）群馬県教育委員会／企画 （ぐんま２１） 制
作：群馬テレビ カラー 平成１５年６月２日放送
60 群馬の遺跡発掘最前線 群馬県教育委員会／企画 子どもと本を～読み聞かせの仕方～ （ぐんま２１ 学び発
見）（すこやか風の子）制作：群馬テレビ カラー 平成１５年５月１９日放送
61 ぐんま伝統歌舞伎～群馬に咲いた民俗芸能の花～ 群馬県教育委員会／企画 「ツノ出せ、ツメ出せ、キバを
出せ」県立自然史博物館（ぐんま２１ 学び発見）（街かど広場 制作：群馬テレビ カラー 平成１５年４月７日放送
62 ぐんま祭探訪 群馬県広報課／企画 前橋 群馬県教育委員会 制作：群馬テレビ
63 文学の広場 群馬県立土屋文明記念文学館／制作 群馬町
（中毛）
64 歴史と文化の里殖蓮路を歩く 企画製作：殖蓮地区生涯学習推進委員協議会
65 上小出町の変遷 上小出町自治会／企画 前橋 上小出町自治会 製作：上小出町自治会２００２年３月 撮
影・編集：小林一男
66 前橋だんべえ踊り物語 前橋市制施行１１０周年「だんべえフェスタ２００２」開催記念 前橋だんべえ踊りフェスタ

企画運営委員会／企画 前橋だんべえ踊りフェスタ実行委員会
67 群馬の民話 赤城小沼の主 前橋 群馬県広報課
68 民話 猫石 大胡町民話シリーズ 群馬県視聴覚ライブラリー連絡協議会／主催 群馬県視聴覚ライブラリー
連絡協議会 ２００２ 平成１３年度群馬県自作視聴覚教材コンクール：群馬県教育長賞受賞作品
69 交流する人と人，はばたく“わのまち” 田園都市・玉村 佐波郡玉村町／企画 玉村町（群馬県） 玉村町 １９９
４ 制作 群馬テレビ
（北毛）
70 映画「乙父のおひながゆ」 群馬県教育委員会／企画 前橋 群馬県教育委員会 （ぐんま２１） 制作：群馬テレ
ビ
71 六合村の信仰 六合村教育委員会／制作 群馬県活力ある地域づくりモデル事業
72 かるたで巡るわが街吉岡 吉岡町（北群馬郡）（平成４年度吉岡町教育文化ビデオ）
（西毛）
73 時の香る里 群馬町～悠久、そして未来 群馬町／企画 クリエイティ ブオフィス映電／制作 群馬県群馬群群
馬町広報ビデオ
74 伝統の技藤岡の鬼瓦 群馬県教育委員会／企画 前橋 群馬県教育委員会 （ぐんま２１）
75 群馬の文化財探訪「国指定重要文化財 碓氷峠鉄道施設」群馬県教育委員会／企画 子どものほめ方、しかり
方 （ぐんま２１ 学び発見）（すこやか風の子） 制作：群馬テレビ カラー 平成１５年６月９日放送
76 碓氷峠の鉄路 阿武止編 松井田町／企画・制作 松井田町 １９９９
（東毛）
77 明和町紀行 誇りと愛着のもてるまち ＰＡＲＴ２ 明和町役場／企画 ２００２
78 新田荘遺跡とその周辺 群馬県ふれあい歴史のさと研究検討委員会／制作 ２００１ 平成１２年度ふれあい歴
史のさと事業 「ふれあい歴史のさと」普及活用ビデオ
＜ 人物 ＞
79 知のＤＮＡ夢ひかる刻（とき）ブルーノ・タウト生誕１２０年 日経映像，テレビ東京／制作 高崎 ブルーノ・タウト
の映像を作る会 ２０００ 高崎市制１００周年
80 はばたけ夢大空に… 飛行機王中島知久平伝 群馬県尾島町／企画 尾島町（新田郡） 群馬県尾島町
81 群馬の先人 群馬県教育委員会／企画 前橋 群馬県教育委員会 １９９５
82 講演 天野八郎と彰義隊 幕末を生きた男の物語 大塚政義／講師 群馬 南牧村 ２００２ 平成１４年３月１７
日第２７回南牧村 総合文化祭で収録 映像制作：石井二六
83 亀田鵬斎、ふるさとに！ 国民文化祭・ぐんま２００１自主企画事業 亀田鵬斉研究会／主催 邑楽郡 亀田鵬
斉研究会 平成１３年９月１５日千代田町民プラザ
84 ビジネスジャーナル トップ登場総集編 第１巻 群馬銀行／提供 前橋 群馬テレビ
85 箏曲演奏家・作曲家 宮下伸 群馬県教育委員会／企画 前橋 群馬県教育委員会（ぐんま２１ 学び発見）
製作：群馬テレビ 併録：土と親しむ生活体験
86 人間国宝飯塚小 齋：竹工芸の世界 群馬県教育委員会／企画 子ども虐待：その実態と予防への取り組み
前橋 群馬県教育委員会 ２０００（ぐんま２１ 学び発見）（すこやか風の子） 製作：群馬テレビ
87 荻原次晴～長野五輪日本代表～ 群馬県教育委員会／企画 前橋 群馬県教育委員会 ビデオカセット （ぐ
んま２１ 学び発見） 製作：群馬テレビ カラー 併録：街かど広場「中宿糸繰り灯籠人形～安中市」
88 近代詩に活躍した郷土詩人〈その１〉前橋 群馬県教育委員会（県民文化大学放送講座）
＜ 催し物の記録・その他 ＞

89 第１６回国民文化祭・ぐんま２００１ 生命の発見 第１６回国民文化祭群馬県実行委員会／企画 前橋 群馬県
平成１３年１１月３日（土）～１１月１１日（日）映像記録
90 農村歌舞伎ｉｎあかぎ 山なみに響け 心のさけび 妙なる生命 第１６回国民文化祭・ぐんま２００１ 第１６回国
民文化祭赤城村実行委員会／企画［赤城村実行委員会］ 平成１４年１１月３日・４日 制作：群馬テレビ・群馬テレビ
エンタープライズ
91 まむれ太鼓コンサート：鼓声 和太鼓～ドラム～雅楽 まむれ太鼓／和太鼓 〔群馬〕与五右衛門〔撮影編集〕２０
０１年６月１７日 前橋テルサにて収録
92 群馬県高等学校総合体育大会開会式 平成１５年度 第３８回 特別番組 群馬県教育委員会／企画 平成１５
年５月９日放送 制作 ：ＧＴＶ
93 ぐんま手作りビデオコンクール入賞作品集 平成１４度 群馬県教育委員会／主催 前橋 群馬県生涯学習セン
ター ２００３
94 読み聞かせグループの活動 群馬県教育委員会／企画 前橋 群馬県教育委員会 （ふるさと群馬 ひと・ま
ち・ふれあい） 製作：群馬テレビ カラー 境町島村公民館島っ子の会、沼田北小学校読み聞かせの会 併録：歴史
散歩道と総社資料館
95 浅間山の噴火と防災 群馬県土木部中之条土木事務所／企画 中之条町（群馬県） 制作：（財）砂防・地すべり
技術センタ－
96 潤いの大地へ：赤城西麓土地改良事業の軌跡 群馬県農政部赤城西麓土地改良事業所／企画 赤城西麓土
地改良区／監修 ２００１ 制作：ぐんまＴＶ
97 種の散布に見る植物の知恵 群馬県立自然史博物館／企画 日本シネセル／制作 東京 日本シネセル 〔２
００１〕 科学技術映像祭科学教育部門文部科学大臣賞受賞作品
98 ぐんぐん体操 スポレクぐんま’９６ 全国スポレク祭群馬県実行委員会／企画 前橋 全国スポレク祭群馬県実
行委員会
●本展示は、群馬県立図書館が所蔵する、郷土関係の視聴覚資料の一部をご紹介するものです。
視聴覚資料の利用については、３階視聴覚室カウンターにお問い合わせください。
●参考資料（複写資料を展示。利用については、１階中央読書室に貸出用、２階調査相談室に閲覧用があります。）
・『郷土ビデオシリーズ「上州再発見」解説目録』、『郷土ビデオシリーズ「群馬に生きる」解説目録』、『郷土ビデオシリ
ーズ「ふるさと群馬」解説目録』、『郷土ビデオ解説目録 探訪・ふれあい群馬』（ともに群馬県立図書館ボランティア
編集・群馬県立図書館発行）
・『群馬県音楽の歩み』後藤重樹，山田直次郎著 みやま文庫１９６５
・『群馬の伝承わらべうた』酒井正保著 群馬県文化事業振興会２０００
・『民謡調査 群馬県民謡』第３集 群馬県教育委員会編 群馬県教育委員会１９６９ (＊閲覧用のみ）
・『ぐんまの童謡』ぐんまの童謡編集委員会編 群馬県教育文化事業団１９９２
・『群馬の八木節』群馬県文化事業団編橋 群馬県文化事業団１９８２ （伝承文化調査報告書）
・『群馬県歌謡名鑑』群馬県作詩作曲家協会編 群馬出版センタ－１９９７

