
ヴァイオリン譜一覧

曲名 著作者 所蔵版 発行者 初版日付

1 明治松竹梅 岡田卓次 初版 岡田卓次 1915/6/10

2 秋の曲 岡田卓次 第二版 岡田卓次 1913/10/8

3 空也上人瓢簞踊の曲 三木政一 初版 前川善兵衛 1913/6/1

4 箏曲茶おんど 大村恕三郎 初版 合資会社啓成社 1907/3/18

5 胡弓秘曲鶴の巣籠 黑田米太郎 初版 早川清次郎 1907/9/10

6 箏曲千鳥の曲 シンフォニー楽譜出版社編集部初版 草野　茂 1931/6/5

7 みだれ 福島琢郎 初版 倉田繁太郎 1911/10/3 山田流

8 根曳の松 福島琢郎 初版 倉田繁太郎 1907/12/13 山田流

9 椿づくし 福島琢郎 初版 倉田繁太郎 1907/6/3 山田流

10 うすの聲 福島琢郎 初版 倉田繁太郎 1907/11/3 山田流

11 箏曲秋の言の葉 黑田米太郎 初版 早川清次郎 1907/11/10

12 江の島の曲 福島琢郎 初版 倉田繁太郎 1907/8/13 山田流

13 那須野 黑田米太郎 初版 早川清次郎 1907/10/10 山田流

14 松重の曲 菊田歌雄 初版 早川清次郎 1907/10/10 凱旋喇叭の調べと同冊

15 凱旋喇叭の調 楯山栄寿 初版 早川清次郎 1907/10/10 松重の曲と同冊

16 宇治めぐり 甲賀良太郎 初版 甲賀良太郎 1918/4/23

17 京きぬた 甲賀良太郎 初版 甲賀良太郎 1915/11/13

18 青海波（尺八本曲） 甲賀良太郎 初版 甲賀良太郎 1915/3/26 附き日本ポルカ曲

19 楫枕 利安文四郎 初版 利安文四郎 1920/6/25

20 新玉の曲 利安文四郎 初版 利安文四郎 1920/6/25

21 里の暁 利安文四郎 初版 利安文四郎 1920/1/25 2冊

22 箏曲六段の調 利安文四郎 初版 利安文四郎 1917/7/20

23 箏曲六段の調 利安文四郎 第十五版 利安文四郎 1917/7/20

24 箏曲六段の調 利安文四郎 第十七版 利安文四郎 1917/7/20



25 箏曲銀世界 利安文四郎 初版 利安文四郎 1917/2/20

26 四季の詠 利安文四郎 初版 利安文四郎 1920/6/25 2冊

27 虫の音 利安文四郎 初版 利安文四郎 1920/3/20 2冊

28 秋の言の葉 利安文四郎 初版 利安文四郎 1916/10/28

29 新鶴の巣籠 利安文四郎 初版 利安文四郎 1920/1/25 2冊

30 茶音頭 利安文四郎 初版 利安文四郎 1916/9/5

31 箏曲椿づくし 中尾琳三 第二版 前川合名会社 1918/3/5 コピー版

32 箏曲金剛石・水は器 中尾琳三 初版 前川合名会社 1918/2/25

33 箏曲金剛石・水は器 中尾琳三 第五版 前川合名会社 1918/2/25

34 箏曲摘草 中尾琳三 第六版 前川合名会社 1917/6/10

35 箏曲時鳥の曲 中尾琳三 第二版 前川合名会社 1917/4/10

36 箏曲時鳥の曲 中尾琳三 第三版 前川合名会社 1917/4/10

37 箏曲稚児桜 中尾琳三 初版 前川合名会社 1917/3/28

38 箏曲稚児桜 中尾琳三 第二版 前川合名会社 1917/3/28

39 箏曲稚児桜 中尾琳三 第三版 前川合名会社 1917/3/28

40 箏曲八千代獅子・小簾乃外中尾琳三 第八版 前川合名会社 1908/12/14

41 箏曲八千代獅子・小簾乃外中尾琳三 第十一版 前川合名会社 1908/12/14

42 箏曲萬歳・七草 中尾琳三 第六版 前川合名会社 1908/7/15

43 黒髪・夕空・袖香炉 中尾琳三 第十六版 前川合名会社 1908/4/15

44 箏曲鶴の聲・ゆき 中尾琳三 第十二版 前川合名会社 1906/11/5

45 箏曲鶴の聲・ゆき 中尾琳三 第十六版 前川合名会社 1906/11/5

46 箏曲萩の露 中尾琳三 第三版 前川合名会社 1907/1/25 2冊

47 箏曲玉川 中尾琳三 第五版 前川合名会社 1909/12/15

48 明治松竹梅 中尾琳三 第四版 前川合名会社 1909/6/18 2冊

49 箏曲巖上の松 中尾琳三 第五版 前川合名会社 1909/3/25

50 箏曲巖上の松 中尾琳三 第十一版 前川合名会社 1909/3/25



51 箏曲冬の曲 中尾琳三 第六版 前川合名会社 1909/2/15

52 箏曲根曳の松 中尾琳三 第五版 前川合名会社 1909/1/7 コピー版

53 箏曲夕顔 中尾琳三 第六版 前川合名会社 1908/8/5

54 箏曲松竹梅 中尾琳三 第八版 前川合名会社 1908/2/15 2冊

55 箏曲さむしろ 中尾琳三 第四版 前川合名会社 1907/12/15

56 箏曲さむしろ 中尾琳三 第六版 前川合名会社 1907/12/15

57 箏曲磯千鳥 中尾琳三 第五版 前川合名会社 1907/11/10

58 箏曲磯千鳥 中尾琳三 第九版 前川合名会社 1907/11/10

59 箏曲松風 中尾琳三 第三版 前川合名会社 1907/9/25

60 箏曲松風 中尾琳三 第五版 前川合名会社 1907/9/25

61 箏曲吾妻獅子 中尾琳三 第五版 前川合名会社 1907/8/25

62 箏曲吾妻獅子 中尾琳三 第六版 前川合名会社 1907/8/25

63 箏曲みだれ 中尾琳三 第七版 前川合名会社 1907/8/10

64 箏曲新松竹梅 中尾琳三 第四版 前川合名会社 1907/7/15

65 箏曲楓の花 中尾琳三 第六版 前川合名会社 1907/6/18

66 箏曲楓の花 中尾琳三 第九版 前川合名会社 1907/6/18

67 箏曲新高砂 中尾琳三 第三版 前川合名会社 1907/5/25 表紙のみ

68 箏曲新高砂 中尾琳三 第十版 前川合名会社 1907/5/25

69 箏曲夏の曲 中尾琳三 初版 中尾琳三 1907/5/10

70 箏曲夏の曲 中尾琳三 第十二版 前川合名会社 1907/5/10

71 箏曲松上鶴 中尾琳三 第八版 前川合名会社 1907/4/8

72 箏曲松上鶴 中尾琳三 第十二版 前川合名会社 1907/4/8

73 箏曲越後獅子 中尾琳三 第十五版 前川合名会社 1907/3/5

74 箏曲越後獅子 中尾琳三 第二十三版 前川合名会社 1907/3/5

75 箏曲雪月花 中尾琳三 第六版 前川合名会社 1907/3/1

76 箏曲雪月花 中尾琳三 第七版 前川合名会社 1907/3/1



77 箏曲秋の曲 中尾琳三 第八版 前川合名会社 1908/2/15

78 箏曲秋の曲 中尾琳三 第十二版 前川合名会社 1908/2/15

79 箏曲御國の誉 中尾琳三 第二版 中尾琳三 1907/2/1

80 箏曲御國の誉 中尾琳三 第九版 前川合名会社 1907/2/1

81 箏曲春の曲 中尾琳三 第十二版 前川合名会社 1906/12/5

82 箏曲春の曲 中尾琳三 第十八版 前川合名会社 1906/12/5

83 箏曲残月 中尾琳三 第十二版 前川合名会社 1906/11/5

84 箏曲千鳥の曲 中尾琳三 第三十版 前川合名会社 1906/9/15


