群馬のかるた展
－目録－
期間：平成１４年１２月２４日(火)～平成１５年１月２６日(日)

場所：群馬県立図書館３階展示コーナー

本県の「上毛かるた」は、戦後（１９４７年）、都道府県単位で最初に制作された郷土かるたとして
全国的にも知られています。県内では他にも、市町村や学校、各種団体も多数の郷土かるたを
制作しており、その数の多さにおいて本県は全国１位です。
今回は、当図書館が所蔵する１０４点を展示し、かるた県・群馬の郷土かるたをご紹介します。

■中毛
1 前橋かるた 創立３５周年記念出版 前橋青年会議所／編 前橋 前橋青年会議所 〔１９８６〕
2 富士見かるた 荒井元男／題字 星野忠彦／絵 大友農夫寿／解説 ［改訂版］富士見村教育委員会
１９８０
3 にいさとかるた 新里村（勢多郡） 新里村教育委員会 １９８９
4 たきくぼかるた 勢多郡大胡町立滝窪小学校／編 大胡町（勢多郡） 勢多郡大胡町立滝窪小学校
〔１９８５〕
5 宮城よい子のかるた 宮城村（勢多郡） 勢多郡宮城村教育委員会 １９８４
6 橘陰郷土かるた 〔北橘村教育委員会／編〕 北橘村（勢多郡） 北橘村教育委員会 １９８５
7 いせさき郷土市勢かるた 前橋 群馬県立図書館（自館複製） １９８７
8 ＡＳＩＴＡかるた 伊勢崎 伊勢崎佐波広域市町村圏振興整備組合 １９９８
9 宮郷かるた 伊勢崎市立宮郷小学校百周年記念事業実行委員会／編・発行 〔１９８６〕
10 豊城町歴史いろはかるた 伊勢崎 豊城郷土史会 １９９６
11 伊勢崎市立三郷小学校カルタ 伊勢崎市立三郷小学校／編 伊勢崎 伊勢崎市立三郷小学校 〔１９８
7〕
12 境町かるた 解説付 境町教育委員会／編 境町（佐波郡） 境町教育委員会 １９８７
13 福祉カルタ 東村立北小学校／［編］ ［東村（佐波郡）］ 東村立北小学校 １９９１
14 元総社郷土かるた 前橋市立元総社小学校／編 前橋 元総社小学校 １９８４
15 元南小かるた 前橋市立元総社南小学校／〔編〕 前橋 前橋市立元総社南小学校 〔１９８４〕
16 元北小カルタ ［前橋市立元総社北小学校／編］ ［前橋］ ［前橋市立元総社北小学校］ ［１９９
２］
17 上川淵かるた 〔前橋市立上川淵小学校／編〕 前橋 前橋市立上川淵小学校 １９８８
18 駒形小かるた 前橋 前橋市立駒形小学校 １９９０
19 みんなでつくったくすの木かるた 群馬大学教育学部附属小学校／編 前橋 群馬大学教育学部附属小
学校 １９７７
20 永明小かるた 前橋市立永明小学校／編 前橋 前橋市立永明小学校 １９８７
21 桃川小カルタ 前橋市立桃川小学校／編 前橋 前橋市立桃川小学校 １９８６
22 荒子小かるた プ－ル竣工記念 前橋 前橋市立荒子小学校 １９９７
23 細井小カルタ 前橋市立細井小学校／編 前橋 前橋市立細井小学校 １９８５
24 城南かるた ［前橋市立城南小学校／編］ 前橋 前橋市立城南小学校 ［１９８７］
25 新田かるた 前橋市立新田小学校ＰＴＡ／編 前橋 前橋市立新田小学校ＰＴＡ １９９９
26 二之宮カルタ 〔前橋市立二之宮小学校／編〕 前橋 前橋市立二之宮小学校 １９８４
27 税金いろはかるた 前橋税務署／編 群馬県立前橋商業高等学校美術部／絵 前橋 前橋法人会 １９
９３
28 オール税金いろはかるた 前橋税務署／編 前橋 前橋法人会 １９８６
29 現代版栄養かるた 吉田和子／絵 岸園子／監修 前橋 明和女子短期大学 ［１９８８］
30 商売繁盛カルタ 下境和男／作 前橋 原宿倶楽部雑学研究所 〔１９８６．１２〕
31上州原嶋屋渡世かるた 〔原島屋総本家／編〕 前橋 原島屋総本家
■北毛
32 渋川かるた 日本のまんなか 渋川青年会議所／編 渋川 渋川青年会議所 １９８５
33 渋川郷土カルタ 渋川郷土カルタ刊行会／編 渋川 渋川郷土カルタ刊行会 １９８５
34 渋川郷土カルタ八景 小山宏／著 渋川 渋川市有馬郷土館 １９８２
35 金小かるた 開校１１０周年記念 渋川市立金島小学校ＰＴＡ／編 渋川 渋川市立金島小学校ＰＴＡ
〔１９８７〕
36 自然あそびカルタ 子供達が自然を友として 渋川 パンジ－保育園 ［１９９７］
37 伊香保かるた 〔伊香保町教育委員会／編〕 伊香保町（北群馬郡） 伊香保町教育委員会 〔１９８
７〕
38 中郷小かるた 子持村立中郷小学校／編 子持村（北群馬郡） 子持村立中郷小学校 １９８７
39 吉岡郷土かるた 吉岡町子ども会育成連絡協議会／製作 吉岡町（北群馬郡） 吉岡町子ども会育成連
絡協議会 １９９７

40 中之条かるた 奈良秀重／読札揮毫 鈴木ひで／絵札 中之条町（吾妻郡） 中之条町教育委員会 １
９９７
41 虫歯予防かるた ［中之条町立第一小学校／編］ 中之条町（吾妻郡） 中之条町立第一小学校 ［１
９８７］
42 憲法かるた 小池勝美／作 中之条町（吾妻郡） 〔小池勝美〕 〔１９８４〕
43 いわしまかるた 吾妻町立岩島保育所／編 吾妻町（吾妻郡） 吾妻町立岩島保育所 〔１９８７〕
44 吾妻町かるた 町村合併４０周年記念事業 吾妻町（吾妻郡） 吾妻町教育委員会 １９９５
45 長野原町かるた 町制施行１００周年記念事業 長野原町／製作 長野原町（吾妻郡） 長野原町 １
９８９
46 嬬恋かるた 嬬恋村文化協会／編 嬬恋村（吾妻郡） 嬬恋村文化協会 １９８６
47 あづまかるた 東村教育委員会／編 東村（吾妻郡） 東村教育委員会 〔１９８５〕
48 きりえ沼田かるた 沼田市教育委員会／編 沼田 沼田市教育委員会 １９８７
49 沼北小かるた 沼田市立沼田北小学校／編 沼田 沼田市立沼田北小学校 １９８５
50 新治かるた 新治村教職員新光会教育研究部／製作 ［新治村（利根郡）］ 新治村教職員新光会 １
９９３
51 温泉カルタ 猿ヶ京三国温泉郷 持谷靖子／文 庄司美紀子／絵 新治村（利根郡） 三国路紀行文学
館 １９９９
52 しらさわいろはかるた 白沢村立白沢小学校／編 白沢村（利根郡） 白沢村立白沢小学校 １９８１
53 花咲かるた 片品南小学校独立３０周年記念事業実行委員会／〔編〕 片品村（利根郡） 片品村立片
品南小学校 １９８４
54 尾瀬花かるた 片品村立片品北小学校／編 片品村（利根郡） 片品村立片品北小学校 １９８５
■西毛
55 富岡市民憲章かるた 富岡市民憲章を進める会／編 富岡 富岡市民憲章を進める会 １９８８
56 富岡市福祉かるた 富岡市社会福祉協議会／編 富岡 富岡市社会福祉協議会 〔１９８８〕
57 体育カルタ 横田金治／文 綿貫弘美／絵 富岡 富岡市立小野小学校 １９７４
58 甘楽町かるた かんら塾ホープ計画／作成 甘楽町（甘楽郡） 甘楽町 １９８９
59 安中かるた 安中青年会議所／編 安中 安中青年会議所 １９８７
60 上後小かるた 安中市立上後閑小学校／編 安中 安中市立上後閑小学校 １９８２
61 六小かるた 松井田町立第六小学校／〔編〕 松井田町（碓氷郡） 松井田町立第六小学校 〔１９８
０〕
62 四小かるた 碓氷郡松井田町立第四小学校／編 松井田町（碓氷郡） 碓氷郡松井田町立第四小学校
〔１９７８〕
63 ふじおかかるた 金井昭／作 尾張久雄／絵 藤岡 浅賀方正 ［１９８７］
64 実用果実かるた７７語録 群馬県立藤岡北高等学校／編 藤岡 群馬県立藤岡北高等学校 １９８６
65 “ガン撲滅”いろはかるた 相原実／著 前橋 群馬県立図書館（自館複製） １９８６
66 よいこを育てる相談室の養育かるた 相原実／著 前橋 群馬県立図書館（自館複製） １９８６
67 吉井かるた 吉井町教育委員会／編 吉井町（多野郡） 吉井町教育委員会 １９８５
68 入小カルタ 入野小学校六年児童／制作 吉井町（多野郡） 吉井町立入野小学校 １９８７
69 相分かるた 復刻版 万場町（多野郡）〔昭和５４年度万場小学校相原分校４年生／編・発行〕 ２０
０１
70 高崎かるた 高崎市制１００周年記念 〔関口コオ／原画〕 高崎市／作成 高崎 高崎市 ２０００
71 片岡小かるた 高崎市立片岡小学校／編 高崎 高崎市立片岡小学校 １９８５
72 北部小かるた 高崎市立北部小学校／編 高崎 高崎市立北部小学校 １９８７
73 南八幡ちびっ子かるた 高崎市立南八幡幼小中生涯教育推進委員会／編 高崎 高崎市立南八幡幼稚園
ＰＴＡ １９８８
74 群馬町かるた 〔群馬町かるた編集委員会／編〕 群馬町（群馬郡） 〔群馬町〕 〔２００２〕
75 倉渕村立東小学校かるた ［倉渕村立東小学校／編］ 倉渕村（群馬郡） 倉渕村立東小学校 ［１９
８７］
76 下仁田教育かるた 明治１００年記念 下仁田町（甘楽郡）下仁田町立下仁田小学校／編・発行 １９
６８
77 妙義かるた 〔妙義町かるた制作委員会／編〕 妙義町（甘楽郡） 妙義町かるた制作委員会 ２００
２
78 大衆いろは訓 広沢重三郎／著 下仁田町（甘楽郡） 広沢重三郎 １９８２
■東毛
79 館林かるた “潤いのある館林づくり”市民協議会／編 館林 “潤いのある館林づくり”市民協議会
１９８８
80 強戸かるた 強戸地区青少年健全育成推進会議／編 太田 強戸地区青少年健全育成推進会議 １９８
８
81 毛里田かるた 太田 毛里田地区青少年健全育成推進協議会，毛里田かるた作成委員会／製作 １９９
９
82 太田市市民憲章かるた 太田市市民憲章実践委員会／編 太田 太田市市民憲章実践委員会 １９８０

83 福祉かるた 太田市社会福祉協議会／作成 太田 太田市社会福祉協議会 １９８９
84 太田小かるた 太田市立太田小学校／編 太田 太田市立太田小学校 １９８７
85 尾島かるた 尾島町／作成 尾島町（新田郡） 尾島町 ２０００
86 梅田百景カルタ 桐生 ともしび短歌会 １９９５
87 境野かるた 第１１区推薦 清水義男／読み・解説 金子一郎／絵 桐生 清水義男 ２００１
88 菱町かるた 桐生 桐生市第１７区菱町かるた作成委員会 １９９７
89 桐生かるた 室田範子／著 桐生 室田範子 〔１９８７〕
90 梅田かるた 川島津志子／作 柳井高男／絵 桐生 川島津志子 １９８７
91 給食かるた 桐生市学校給食協同調理場／編 桐生市小学校の子供たち／絵 桐生 桐生市学校給食協
同調理場 １９９３
92 健康かるた ［桐生市立広沢小学校／編］ 桐生 桐生市立広沢小学校 ［１９８７］
93 福岡中央小学校地区カルタ 福岡中央小学校／編 大間々町（山田郡） 福岡中央小学校 １９８５
94 新田かるた 新田町町民憲章実践委員会／〔ほか〕製作 新田町（新田郡） 新田町 １９８９
95 やぶづかかるた 薮塚本町町民憲章実践委員会／〔ほか〕／作成 薮塚本町（新田郡） 薮塚本町 １
９８７
96 健康かるた 笠懸村健康センター／編 笠懸村（新田郡） 笠懸村健康センター １９８７
97 福祉かるた 笠懸村立笠懸東小学校／編 笠懸村（新田郡）笠懸村立笠懸東小学校開校１０周年記念事
業実行委員会1985
■群馬県
98 上毛かるた 丸山清康／〔文〕 小見辰男／絵 前橋 群馬文化協会 １９５２
99 上毛かるた 上毛かるた編集委員会／〔編〕 再々改訂版 前橋 群馬文化協会 １９９５
100 ＪＯＭＯ ＫＡＲＵＴＡ ＥＮＧＬＩＳＨ ＶＩＲＳＩＯＮ 上毛かるた 前橋 群馬文化協会 １
９９８
101 平成上州かるた 〔群馬県立吉井高等学校／編〕 前橋 群馬県立図書館（自館複製） ２００２
102 群馬土木かるた 前橋〕土木学会関東支部群馬会／企画・発行 高橋房雄／作 高橋正紀／文 ２０
０１
103 交通安全かるた ［前橋］ 群馬県教育委員会 ［１９９５］
104 よいこのこうつうあんぜんかるた
前橋 群馬県放送協会 １９８９
■■■かるた関係資料■■■ －展示外－ （所蔵資料です。「＋」印は貸出できます。）
＋1
＋2
＋3
＋4
＋5
＋6
＋7
＋8
9
＋10

歌留多
平凡社 １９８４．１１
今昔いろはカルタ
鈴木棠三／著 錦正社 １９７３
ことわざ歌留多
鈴木棠三／著 東京堂 １９６１
いろはかるた （別冊太陽） 平凡社 １９７４
私説いろはかるた物語
檜谷昭彦／著 創拓社 １９９０
童遊文化史 第２巻 半沢敏郎／著 東京 東京書籍 １９８０
おもちゃ博物館 ５ 多田敏捷／編 京都 京都書院 １９９２
上毛かるた３０年の歩み 群馬文化協会／編 群馬文化協会 １９７７
上毛かるた４０年の歩み 群馬文化協会／〔編〕 群馬文化協会 １９８７
群馬のふるさとかるた集 （みやま文庫 １０７） 群馬県図書館協会／編

みやま文庫

１９８８

＋11 上毛かるた その日本一の秘密 （上毛文庫 ３５） 原口美貴子／著 上毛新聞社 １９９６
＋12 上毛かるた５０年の歩み 群馬文化協会／〔編〕 群馬文化協会 １９９７
＋13 一郷一学ガイドブック 群馬県企画部／編 前橋 群馬県企画部 １９９９
14 郷土かるた全国探訪 日本郷土かるた研究会／編 〔前橋〕 第１６回国民文化祭群馬県実行委員会
２００１
15 上毛かるたのこころ 浦野匡彦の半生 西片恭子／著 群馬文化協会 中央公論事業出版（発売）
２００２
16 特集 上毛かるたを歩く 『上州路』 No１１６ １９８３．１２
17 特集 郷土かるた・百人一首 『群馬風土記』１４号 １９９１．２
18 見つめ直してみれば・・・上毛かるた 「上毛新聞」１９９４年７月２０日～９月４日
19 郷土かるたと郷土唱歌 その社会科教育論的考察 山口幸男，原口美貴子／著 東京 近代文芸社
１９９５
20 学校教育における上毛かるたの活用 原口美貴子／〔著〕『群馬大学教育実践研究』第１２号 １９
９５
21 郷土かるたの全国的動向 その社会科教育論的考察 原口美貴子，山口幸男／〔著〕
『群馬大学教育学部紀要 人文・社会科学編』第４４巻 １９９５
22 上毛かるたの札の分析 社会科郷土学習の基礎資料として 原田美貴子，山口幸男／著
『群馬大学教育学部紀要 人文・社会科学編』第４５巻 １９９６
＋23 上毛かるた５０周年記念フォーラムの記録 群馬の宝、日本一の上毛かるた 山口幸男 ，原口美貴
子／〔著〕

『群馬大学教育学部紀要』人文・社会科学編第４６巻 １９９７
24 郷土かるた・上毛かるた研究論集 原口美喜子／著〔前橋〕 群馬大学郷土かるた研究会 １９９８
25 特集 日本一の上毛かるた 『上州路』Ｎｏ．２９５ １９９８．１２
26 全国郷土かるた目録１９９９ 『群馬大学教育学部実践研究』第１７号

２０００．３

