
第3巻  1年ｰ3    NBS-823第3巻  1年ｰ3    NBS-823第3巻  1年ｰ3    NBS-823第3巻  1年ｰ3    NBS-823
前作比較 教科書 チャプター・使用曲名 演奏アーティスト名など タイム シーン内容

P58-61 日本の民謡日本の民謡日本の民謡日本の民謡
鑑賞曲 南部牛追唄（岩手県） 現地収録、橋場　昭喜治（歌）、藤沢　清美（尺八） 0:03:11 演奏（現地演奏家）

新 鑑賞曲 伊勢音頭（三重県）
唄：美鵬成る駒　三味線：佐藤美恵子 佐藤祐子  篠笛：佐藤
錦水　鳴り物：美鵬成る公 佐藤理加  唄囃子：佐藤公基

0:03:02 演奏

鑑賞曲 谷茶前（沖縄県） 唄・三線：石嶺愛莉／沖縄島太鼓：羽地奏絵 0:02:41 演奏

ソーラン節（北海道民謡） 余市町正調ソーラン沖揚音頭保存会 0:03:07 保存会による演技

P62 郷土に伝わる民謡を調べよう郷土に伝わる民謡を調べよう郷土に伝わる民謡を調べよう郷土に伝わる民謡を調べよう

江差追分（北海道）
歌：寺島絵里佳（第１回江差追分少年少女全国大会優勝）／
ソイ掛け：寺島絵美／尺八：田村高臣／三味線：小野美香

0:04:04 演奏(現地演奏家）

新 津軽じょんから節（青森県） 歌：三浦 隆子　三味線：高橋 脩市郎　太鼓：荒井 ふみ子 0:02:21 演奏(現地）　協力：秋田テレビ

新 秋田おばこ（秋田県）
歌：浅野 沙樹　田中　恵　太鼓：小田島 純子　三味線：二代
目 小田島徳旺　尺八：佐藤定夫　お囃子：河田カツ子

0:02:52 演奏(現地）　協力：秋田テレビ

斎太郎節（宮城県） 唄：三音麻央／三味線：浅野 祥／太鼓：美鵬成る公 0:02:49 演奏
新 宮城長持唄（宮城県） 歌：佐藤寛一　尺八：赤井沢巧湖連 0:01:52 演奏(現地）　協力：秋田テレビ

花笠音頭（山形県） 現地収録 0:03:01 「花笠まつり」映像 より

新 会津磐梯山（福島県）
歌 ：佃 光堂 　尺 八：小湊法笙 　太 鼓：小湊美和 　三味線：
小湊靖子

0:02:31 演奏(現地）　協力：秋田テレビ

八木節（栃木県，群馬県） 桐生八木節祭り協賛会 0:03:23 演奏　「桐生八木節まつり」映像 より
新 網のし唄（茨城県） 歌：初代 浜田喜一 0:03:26 イメージ映像

草津節（群馬県） 協力：本場草津節民謡保存会 0:03:25 保存会による演技

新 銚子大漁節（千葉県）
歌：小笠原愛　尺八：藤丸東風　お囃子：千葉とし子　三味線：
藤丸光洋　太鼓：浅村美恵子

0:03:58 演奏

新 秩父音頭（埼玉県）
歌：小沢 千月　踊り：秩父音頭皆野社中　三味線：市川 紫
尺八：渋谷 かおる　太鼓：山田 鶴紫　掛け声：三上 千寿

0:04:06 演奏(現地）　協力：秋田テレビ

新 江戸子守唄（東京） 編曲：常磐津 文字兵衛　歌：伊藤 京子 0:03:17 イメージ映像

江戸の鳶木遣（東京都） 一般社団法人 江戸消防記念会 0:04:35 記念会メンバーによる演技
新 箱根馬子唄（神奈川県） 歌：鳴海重光 0:04:27 イメージ映像
新 縁故節（山梨県） 歌：大塚美春 0:04:06 イメージ映像
新 小諸馬子唄（長野県） 歌：江村貞一 0:03:35 イメージ映像

郡上節（岐阜県） 郡上おどり保存会 0:03:20 演奏「郡上おどり」祭り映像 より
新 木曽節（岐阜県，長野県） 0:02:25 保存会による演技(踊り）
新 佐渡おけさ（新潟県） 映像提供：NHKエンタープライズ 0:03:05 保存会による演技と佐渡島の名所映像。
新 こきりこ（富山県） 越中五箇山こきりこ唄保存会 0:03:52 現地保存会による演技
新 ちゃっきり節（静岡県） 演奏：こうの紫 0:01:23 演奏
新 岡崎五万石（愛知県） 歌：渡辺傅次郎 0:05:51 演技
新 名古屋甚句（愛知県） 正調名古屋甚句保存会 0:02:32 保存会による演奏。
新 福知山音頭（京都府） 福知山踊振興会 0:02:36 保存会による演技。

新 河内音頭（大阪府）
歌：小笠原 愛　お囃：千葉とし子　太鼓：浅村美恵子　エレキ
ギター：加藤孝史

0:03:58 演奏

新 根来の子守唄（和歌山県） 根来の子守歌保存会 0:03:54 保存会の演技とイメージ映像。
新 デカンショ節（兵庫県） VARIOUS 0:04:14 「デカンショ祭」映像 より
新 音戸の舟唄（広島県） 唄：岡田のあ　波音：岡田悠　櫓音：今朝丸好子 0:01:25 演奏（現地）

貝殻節[鳥取県] 唄：三音麻央／三味線：浅野 祥／太鼓：美鵬成る公 0:02:05 演奏

安来節（島根県） 演奏：安来節保存会 0:03:18 演奏

新 男なら（山口県）
歌：小笠原愛　尺八：藤丸東風　お囃子：千葉とし子　三味線：
藤丸光洋　太鼓：浅村美恵子

0:03:17 演奏

新 祖谷の粉ひき節（徳島県） 唄：北岡　晴行 0:01:31 「祖谷の粉ひき節 全国大会]より

金毘羅船々[香川県] 唄：三音麻央／三味線：浅野 祥／太鼓：美鵬成る公 0:02:18 演奏
新 伊予節（愛媛県） 舞：千代鷺・八千代鷺　唄・三味線：とん子 0:03:08 演奏

よさこい節（高知県）
歌：堀ひろみ／三味線：浅野祥／尺八：佐藤公基／太鼓：山
中裕史／鳴物：安藤龍正

0:03:03 演奏

新 黒田節（福岡県）
舞：松浦奏貴　唄：おもだか 秋子　三味線：椿 正範　尺八：菊
池 河山　鳴物：橋本 大輝

0:05:40 舞と演奏

新 岳の新太郎さん（佐賀県） ビクター少年民謡会 0:01:54 イメージ映像

長崎ぶらぶら節[長崎県]
歌：堀 ひろみ／三味線：浅野 祥／尺八：佐藤 公基／太鼓：
山中 裕史／鳴物：安藤 龍正

0:03:33 演奏

新 鶴崎踊（大分県） VARIOUS 0:02:22 「本場鶴崎踊り大会」映像より
新 五木の子守唄（熊本県） 歌：小笠原愛　尺八：藤丸東風　三味線：藤丸光洋 0:02:30 演奏
新 刈干切唄（宮崎県） 歌 : 河野真寿美　尺八 : 椎葉孝光 0:05:05 演奏（現地）

新 鹿児島おはら節（鹿児島県）
歌：小笠原 愛　尺八：藤丸東風　お囃子：千葉とし子　三味
線：藤丸光洋　太鼓：浅村美恵子

0:03:21 演奏

新 朝花節（鹿児島県） 唄・三線：平田まりな 0:02:14 演奏
新 月ぬ美しゃ（沖縄県） 唄・三線：金城弘美 0:02:07 演奏（現地）

P64,65 世界の諸民族の音楽世界の諸民族の音楽世界の諸民族の音楽世界の諸民族の音楽
新 鑑賞曲 ドゥドゥク（アルメニア） Edgar Khachatryan and His Friends 0:04:58 演奏（現地）
新 鑑賞曲 カッワーリー（パキスタンなど）「カウル：マヌ・クントー・マウラー」 メヘル　アリー＆シェール　アリー 0:03:21 演奏（現地）

鑑賞曲 ガムラン（インドネシア・ジャワ島） スロカルト王家ガムラン楽団（ジャワ島スロカルト） 0:09:29 演奏（現地）

鑑賞曲 ガムラン（インドネシア・バリ島）
サンガル・スニ・カクール・マス（バリ島 ギャニャール県 バトゥ
アン村）

0:08:34 演奏（現地）

鑑賞曲 カヤグム（朝鮮半島） 韓国総合芸術学校 0:03:51 演奏（現地）

鑑賞曲 オルティンドー（モンゴル） 歌：イルラ（伊茹楽）　馬頭琴：セーンジャー（賽音吉雅） 0:03:51 演奏

グーチン[中国] 山寺　美紀子 0:02:54 演奏

タンソ[朝鮮半島] VARIOUS 0:03:10 演奏（現地）

締太鼓（日本） 金刺　敬大（締太鼓） 0:01:11 演奏

タブラー[パキスタン] アブドゥサッタール・タリー 0:01:44 演奏（現地）

大太鼓（日本） 金刺　敬大（大太鼓） 0:03:07 演奏

ヨンゴ[朝鮮半島] VARIOUS 0:01:07 演奏（現地）

箏（日本） 神谷　舞（琴） 0:03:32 演奏

サウンガウ[ミャンマー] VARIOUS 0:03:20 演奏（現地）

三味線（日本） 田辺　明（三味線） 0:01:01 演奏

アルフー（中国） アルフー：ルイ・ジュエ（丙雪）　他 0:03:19 演奏

琵琶（薩摩琵琶）[日本] 鶴田流琵琶：熊田かほり 0:01:39 演奏

ウード（トルコなど） ガラタ・メヴレビー神秘音楽セマー・アンサンブル 0:02:17 演奏（現地）

笙[日本] 東京楽所 0:01:20 演奏

ズルナ[トルコなど] ムサ・ウザックカヤ 0:00:39 演奏（現地）

篠笛 あかる　潤（篠笛） 0:01:42 演奏

バーンスリー（インド）「ベンガルの舟歌（バティヤーリー）」
中川　博志（バーンスリー）、クル・ブーシャン・バールカヴァ
（タブラー）

0:01:24 演奏

新 P56 生活や社会の中の音楽生活や社会の中の音楽生活や社会の中の音楽生活や社会の中の音楽 VARIOUS 0:02:48 教科書を視覚化

P98,99 国歌国歌国歌国歌

新 国家「君が代」 VARIOUS 0:01:27 イメージ映像

裏表紙 私たちが受け継ぐ　郷土の祭りや芸能私たちが受け継ぐ　郷土の祭りや芸能私たちが受け継ぐ　郷土の祭りや芸能私たちが受け継ぐ　郷土の祭りや芸能
新 小倉祇園太鼓　福岡県 北九州市 撮影：福岡県北九州市 小倉祇園際・小倉祇園太鼓競演会よ 0:03:02 裏表紙に掲載の「日本の伝統芸能」を収録

TOTAL TIMETOTAL TIMETOTAL TIMETOTAL TIME 3:47:353:47:353:47:353:47:35


