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くろしお, (24) : 23-29, 2005

日本の唄の歌詞に登用された昆虫類

Shin Kubota : Insects treated in the lyrics of Japanese songs

M¥ll L言

海洋生物が歌詞に登用された日本の唄の幾つ

かのまとめに続き(久保田,2005)、陸生動物に

ついては、無脊椎動物の唄について本誌前号で

初報告した(久保田,2004)。それに続き、今回

は、現在の地球上に約100万という膨大な種が

存在する昆虫類の唄についてまとめた。様々な

ランクのタクサが歌詞に登用された曲に加え

て、カイコがつくる絹(シルク)やハチがつく

るハチミツ(ハチとして)も取り扱った。さら

に、比輪的な意味での"虫"や"咲"などの登

用も含めるとともに、曲名だけに昆虫類タクサ

が登用されている唄もリストに含めた。曲名が

同じか類似したものは、お互いを区別するため

曲名の後にアーチスト名を添えた。なお、下記

の484曲のリストには、曲名には昆虫類が使用

されているものの歌詞が入手できず詳細が不明

なものは含めていない。

昆虫類は、動物門が多様な海洋(久保田,

2005)には、ウミアメンボやウミユスリカなど

ごく限定された分類群しか生息せず、海中で全

生活史を送るものは知られていない。だが、昆

虫類は、アリ、セミ、チョウ、トンボ、ハチ、

バッタ、ホタルなど一般によく知られ、親しみ

があり、このようなタクサが予想通り多く登用

されている。本稿の最後では、リストアップし

た曲すべての中で歌詞に登用された個々のタク

サを独立に数えて(歌詞に登用がなく曲名だけ

の場合は曲名に登用されたタクサをカウント)、

タクサ別の登用の頻度の相違を調べた。 1曲に

最も多くのタクサが登用されていた曲は、 「虫

のカーニバル」で、 11タクサが登用されてい

た。

登用総数が47タクサ中、最も高頻度の登用

だったのはホタルで90曲(全曲の19%)、第

2位がチョウで67曲(14%)、総称ではある

が虫が第3位で36曲(7%)の登用となった。

特定種の登用の頻度はたいへん低く、 1曲ずつ

のタクサがほとんどであった(アブラムシ、ア

メンボ、アリジゴク、カナブン、カネタタキ、

クマバチ、クロアゲハ、クワガタ、ケラ、コガ

ネムシ、シオカラトンボ、ツクツクボウシ、ノ

ミ、ハナムグリ、ハルゼミ、マツムシ、ムギワ

ラトンボ、モンキチョウ、ヤブカ)が、ヒグラ

シは最多で11曲の登用であった。

昆虫類が歌詞あるいは曲名に登用された日本の

唄

あー夏休み:　セミ、カ、スズムシ

愛の言霊-spirituralmessage '.セミ

愛はかげろう:　カゲロウ

愛撫:捕

哀恋蝶:　チョウ

哀恋ほたる:　ホタル

仰げば尊し:　ホタル

赤い砂漠の伝説:捕

紅い雪:　チョウ

あかとんぼく童謡) :　アカトンボ

赤とんぼくくず) :　アカトンボ

紅とんぼくちあきなおみ) :トンボ

赤トンボくチョー・ヨンピル) :　アカトンボ

赤とんぼく西方裕之) :　アカトンボ

赤とんぼの唄:　アカトンボ、アブラムシ

秋の子:　コオロギ

秋の月:　虫

アゲハくGOINGUNDERGROUND) :　アゲ
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ノヽ

アゲハく斉藤和義) :　アゲハチョウ

ア・ゲ・ハく米米CLUB) :　アゲハチョウ

AGEHA(Lyrico) :チョウ

アゲハチョウ　くcooldrivemarkers) :　アゲハ

チョウ

アゲハ蝶くポルノグラフィティ) :　アゲハ

チョウ

朝顔:　虫

朝まで踊ろう:　チョウ

あの素晴らしい愛をもう一度:　アカトンボ

アフリカの蝶:　チョウ

甘海老:　虫

雨と夢のあとに:　セミ

アリくんひとりたび:　アリ

蟻たちの夜:　Ⅹ

アリとアリクイ:　アリ

アリとキリギリス:　アリ、キリギリス

アリの休日:　アリ

アリよさらば:　アリ

ありんこく松原のぶえ) :　アリ

ありんこく渡　哲也) :　アリ

ありんことひまわり:　アリ、ミツバチ、チョ

ウ、アリジゴク

アルプス一万尺:　ノミ、チョウチョ

いい目旅立ち・西へ:　ホタル

いけ!いけ!池原:　シロアリ

磯節キリキリ:　カゲロウ

一葉恋唄:　チョウ

It-sallaboutus '.　ホタル

いつか冷たい雨が:　虫

五木の子守唄:　セミ

いもうと:　ホタル

宇治川哀歌:　ホタル

うしろから抱きしめて:　ヒグラシ

歌姫:　カ

歌姫:　チョウ

美しき天然:捕

空蝉:　セミ

海を探す:　虫

エースをねらえ'.　チョウ

越前竹舞い:雪ふり虫(-アブラムシ)

大井追っかけ音次郎:　シオカラトンボ

狼とキリギリス:　キリギリス

大阪マンボ:トンボ

大阪めおと川:トンボ

おしろい舟:　チョウ、アカトンボ

おっかいありさん:　アリ

尾道水道:　ホタル

おべんとばこのうた:　アリ

おもいで岬:虫

面影橋から:　アカトンボ

おもちゃのチャチャチャ:トンボ

父娘(おやこ)坂:　チョウ

替え唄メドレー:　バッタ

海峡平野:　ホタル

替え唄メドレー2:ハエ、シロアリ、害虫

柿の木坂の家:赤いトンボ(-アカトンボ)

かげろう　く藤　あや子) :　カゲロウ

かげろうくLuputa) :カゲロウ

影を慕いて:　セミ

風と雲と私:　ヒグラシ

風の恋:　カ

学校の先生:　ホタル

悲しみSWING:捕

カナブン:　Ⅹ

カナリア:　虫

歌舞伎町の女王:　セミ

カブトムシくaiko) :　カブトムシ

カブトムシく織田裕二) :　カブトムシ

カマキリ:　モンシロチョウ、カマキリ

カマキリ(1997BURSTVERSION) :モン

シロチョウ、カマキリ

紙の舟:　虫

亀が泳ぐ街:　セミ

ガラスの少年:捕

からたちの道:　虫

からたち野道:　虫

紀州路演歌旅:　ホタル

北国恋歌:　チョウ
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北の蛍:　ホタル

北の雪虫:ユキムシ(-アプラムシ)

絹の雨:　絹

絹の靴下:棉

綿のドレス:捕

絹の部屋:棉

絹の道:捕

絹の夜:絹

銀座の蝶:　チョウ

くまんばちは飛んで来た:クマバチ

黒あげは:クロアゲハ、チョウ

クワガタ:　虫

毛虫:毛虫(-蝿)

げんこつやまのたぬきさん:　チョウ

恋ざんげ:　セミ

恋する蝶ちょ:　チョウ(-かいこ、さなぎ、

U|-J>

恋瀬川:　ホタル

恋は紅いバラ:　チョウ

恋待花:　カ

GOAWAYBOY :　絹

伐惚のブルース:　シルク

好色一代女:　ホタル

こがねむしく童謡) :　コガネムシ

故郷の空くスコットランド民謡) :　スズムシ

極楽トンボく夏木ことみ) :トンボ

極楽トンボく牧村三枝子) :トンボ

胡蝶の夢:チョウ

子供たちをよろしく:　カブトムシ、アカトン

ボ

4、諸情歌:　アカトンボ

ころころ虫:　虫

昆虫ロック:　虫

さだめ舟:　ホタル

さなだ虫:　カブトムシ

SummerCity :ハチ(-ハニー)

さようなら:、セミ

散歩道:　セミ

幸せとんぼ:トンボ

幸せはここに:虫

上海バンドネオン:　虫

12ケ月のかぞえうた:　ハチ

春夏秋冬屋形船:スズムシ

純・情歌:　セミ

知りすぎたのね:　チョウ

白い蝶のサンバ:　チョウ

新宿の女:　チョウチョ

酔蝶花:チョウ

SwallowtailButterfly-あいのうた: Ⅹ

蝉く海援隊) :　セミ

蝉くBerryz工房) I.セミ

鍋(セミ) :セミ

せみさんのうた:　セミ、ミンミンゼミ

蝉しぐれく?) :セミ(-ヒグラシ)

蝉しぐれく愛本健二) :　セミ

蝉時雨く五木ひろし) :　セミ

蝉時雨(どリケン) :　セミ

せみのうた:　セミ

セミの唄く藍坊主) :　セミ

セミのぬけがら:　セミ

蝉のような恋:　セミ

zwro :　ムシ

1986年のマリリン:　チョウ

せんこう花火:トンボ

千年の古都:　カ

ゼンマイじかけのカブト虫:　カブトムシ

Soul Bomber (21世紀の精神爆破魔) :

B utterfly

続・竹とんぼ　-青春のしっぽ:　Ⅹ

そして秋:　ヒグラシ

大迷惑:　アリ

竹とんぼく山本譲二) :トンボ

たそがれの橋:　ホタル

タリライランのコニヤニヤチワ:トンボ、アリ、

チョウ

丹波超え:　セミ

TANGONOIR :　シルク

たんばぽ:　チョウ

蝶く天野月子) :チョウ(-繭)

蝶く奥村愛子) :チョウ
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媒く工藤静香) :チョウ

蝶くTAEKO) :　チョウ

ちょうちょ:チョウ、虫達

蝶々く河村隆一) :　チョウ、虫

蝶々く酒井法子) :　チョウ、虫

ちょうちょう　く童謡:スペイン民謡) :　チョ

ウ

蝶煉くBUCK-TICK) :　チョウ(バタフラ

イ)、

蝶々結びく　　k o) :　モンキチョウ

蝶々結びく松永ひと美) :　チョウ

蝶と花:チョウ(-butterfly)

蝶のマドリガル(恋歌) :チョウ

蝶は飛ばない:　チョウ

てのひらを太陽に:　ケラ、アメンボ、トンボ、

ミツバチ

てんとう虫の歌-ぼくらきょうだいてんとう虫

くTVアニメ主題歌) :　テントウムシ

てんとう虫のサンバ:　虫たち、テントウムシ

天の蛍:　ホタル

東京音頭:　アカトンボ

東京きりぎりす:　キリギリス

道頓堀情話"とんぼり" :トンボ

どうにもとまらない:　チョウ

動物は動く:トンボ

遠い遠いあの野原:　チョウ

時はかげろう:　カゲロウ

毒蟻:　Ⅹ

トゲトゲの木:ハナムグリ

とべないモスキート:モスキート(-カ)

とんぼ:　トンボ

とんぼ　-アルバム「HeyANIKI 」より:

トンボ

とんぼのメガネ:トンボ

中仙道:　虫

情け川:　ホタル

夏です:　ムギワラトンボ、セミ

夏の終わり:　ホタル

夏の誤算:　ヤプカ

夏日傘く木の実ナナ) :　ヒグラシ、ホタル

夏まつり:　セミ

夏休み:トンボ、セミ

夏は宋ぬ:　ホタル

にごり川:　ホタル

庭の千草くアイルランド民謡) :　虫

「ぬけがら」 :セミ

ねんねんふるさと:　アカトンボ

野菊:トンボ

野崎小唄:　チョウ

能登の風唄:　ホタル

パープルシャトウ:　セミ

ハイパーソニックソウル:蝶(バタフライ)

ハエ男(シングル・ヴァージョン) :ハエ

蝿の王様:ハエ

バタフライ　くロリータ18号) :　Ⅹ

Butterflyく安室奈美恵) :チョウ(butterfly)

蜂と蝶:　チョウ、ハチ

はちみつく山下久美子) :　Ⅹ

ハチミツくスピッッ) :ハチ、チョウ

ハチミツ　くaiko) :　ハチ

はちみつ　みつ　みつ:　ミツバチ

花と蝶:　チョウ

花とみつばち:　ミツバチ

花挽歌:　ホタル

ハナミズキ:　チョウ

埴生の宿:　虫

母ごころ宅急便:　チョウ

パピヨンくイルカ) :　Ⅹ

パピヨンーPapillon '.パピヨン

春蝉:　ハルゼミ

HungrySpider '.チョウ、 butterfly

Herealone '.　チョウ

明く谷村新司) :　ヒグラシ

嫡く長山洋子) :　セミ(蝉)

ひぐらしくfra-foa) :　ヒグラシ、虫

ひまわり:　ヒグラシ

ひまわり　く前川　清) :　ホタル

ひらひら蝶々:　チョウ

FishFight! :ハチ

Festa :　チョウ
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船宿:捕

冬の蝉:　セミ

冬のひまわり: ヒグラシ

冬の虫:セミ

冬蛍-フユホタル:　ホタル

ぶんぶんぶん:　ハチ

ベイサイドベイビー:　セミ

紅花しぐれ:棉

望郷十年:　ホタル

星のラブレター:　コオロギ

ほたるく石川さゆり) :　ホタル

ホタルくKAN) :　ホタル

ホタルくスピッツ) :　Ⅹ

壁(陰陽座) :　Ⅹ

蛍く文部省唱歌) :　ホタル

蛍く松原のぶえ) :　ホタル

登くCHAGE&ASKA) :　ホタル

蛍く永井真人) :　Ⅹ

蛍くLOSTINTIME永井真人) :　Ⅹ

HOTARUくTAKUYA) :　ホタル

HO　・　TA　蝣　LUくYOKA) :　ホタル

登駅:　ホタル

火垂(ほたる)海峡:　ホタル

登龍:　ホタル

ホタル・カリフォルニア:　ホタル

ほたる川く朝潮太郎) :　ホタル

ほたる川く金田たつえ・聖川　湧) :ホタル

登川く牧村三枝子) :　ホタル

ほたる川恋唄:　ホタル

登川慕情:　ホタル

ほたる坂:　ホタル

蛍・・-・どこかで:　ホタル

登川慕情:　ホタル

ほたる草く細川たかし) :　ホタル

ほたる草く真木柚布子) :　ホタル

ほたる坂:　ホタル

ほたる酒:　ホタル

蛍伝誼:　ホタル

蛍一一どこかで:　ホタル

ホタルと流れ星:　ホタル(ファイヤーフラ

イ)

ホタルの恋の歌:　ホタル

蛍の河:　ホタル

登の草原:　ホタル

登の提灯:　ホタル

登の灯龍:　ホタル

蛍の光(スコットランド民謡) :　ホタル

ほたるの光くラビアンローズ) :　ホタル

HOTARU NO HIKARI featuring AIR　　ホタル

蛍の光窓の雪:　ホタル

蛍の光もう一度:　ホタル

蛍の光一夕やけこやけ:　ホタル

登の夢は一一:　ホタル

蛍の夜:　ホタル

蛍橋く神山さやか☆TAKU) :　ホタル

蛍橋く広畑あつみ) :　ホタル

ほたる火(沖縄曲) :　ホタル

ほたる火く喜屋武繁雄) :　ホタル

登火くdaya鮎rtomo汀OW) :ホタル

蛍火くDirengrey) :ホタル

登火く春奈まさと) :　ホタル

登火海峡:　ホタル

蛍火情話:　ホタル

蛍火の宿く岡　ゆう子) :ホタル、ヒグラシ

登火の宿(真咲よう子) :　ホタル

蛍舟:　ホタル

蛍舞い:　ホタル

蛍道:　ホタル

ほたる雪:　ホタル

ほんね:　トンボ

負けてたまるか:　チョウ

まっかな秋:トンボ

みかん色の夏休み:　ミンミンゼミ、クワガタ、

カブトムシ

水瓶座の夜:　ミツバチ

みつばち(DREAMSCOMETRUE) :　ミツ

バチ

蜜蜂くflexlife) :　ミツバチ

みつばちマーヤの冒険:　ミツバチ

見逃してくれよ! :　アリ
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虫:　虫

轟-mushi-.'　Ⅹ

むし`98 :　むし

虫けらの唄:　虫

虫ケラの欲望:虫

虫なき月夜:　Ⅹ

輔化(ムシ)の女:セミ、蟻(-虫)、虫

虫のカーニバルく童謡・唱歌) :　セミ、カブ

トムシ、ハチ、クツワムシ、チョウ、ウマオ

ィ、スズムシ、キリギリス、コオロギ、バッ

タ、カネタタキ

むしのこえく唱歌) :　マツムシ、スズムシ、

虫、ウマオィ、クツワムシ

麦わらぼうLをかぶってこい:ツクツクボウ

シ、アブラゼミ

胸に黄色い花:　ホタル

メイン・テーマ:　チョウ

森ケ崎海岸:虫

もんしろちょう　く国府田マリ子) :モンシロ

チョウ

モンシロチョウくザ・ハイロウズ) :　モンシ

ロチョウ

もんしろ蝶々の郵便屋さん:モンシロチョウ

夢想花:　チョウ

雪ほたる:　ホタル

雪燃えて:　ホタル

夢追い虫:良

夢飾り:　チョウ

夢芝居:　アゲハ

夢一夜:　絹

夢蛍:　ホタル

夢物語:　チョウ

夕顔:　ホタル

夕暮れ時はさびしそう:　虫

夕方のおかあさん:　ヒグラシ(-カナカナゼ

ミ)

ようちえんにいくみち:チョウ

ロスト　バタフライ:チョウ(butterfly)

Lonleybutterfly : butterfly (-チョウ)

わたしの先生:　ホタル

タクサごとの使用頻度(曲数)

アカトンボ　13

アゲハ(-アゲハチョウ) 6

アプラゼミ　1

アブラムシ(-ユキムシ、雪ふり虫) 3

アメンボ1

アリ13

アリジゴク1

ウマオイ2

カ(-モスキート) 6

カゲロウ5

カネタタキ1

カナブン　1

カブトムシ7

カマキリ2

キリギリス4

捕(-シルク) 17

クツワムシ2

クマバチ1

クロアゲハ1

クワガタ1

ケラ　1

コオロギ.3

コガネムシ1

シオカラトンボ1

シロアリ2

スズムシ5

セミ　35

チョウ(-蝶、チョウチョ、パピヨン、バタフ

ライ、 butterfly) 67

ツクツクボウシ1

テントウムシ3

トンボ23

ノミ1

ハエ3

ハチ(-ハチミツ、ハニー、蜜) 9

バッタ2

ハナムグリ　1
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ハルゼミ1

ヒグラシ(-カナカナゼミ) ll

ホタル(-ファイアーフライ) 90

マツムシ1

ミツバチ8

ミンミンゼミ2

ムギワラトンボ1

良(むし、毛虫、害虫) 36

モンキチョウ1

モンシロチョウ5

ヤブカ1

引用文献

久保田信. 2004.歌詞に陸生無脊椎動物(昆

虫類を除く)が登用された日本の唄　くろ

しお, (23), 14.

. 2005.神秘のべこクラゲと海洋生物

の歌　"不老不死の夢"を歌う.不老不死

研究会, 114頁, 1CD.

京都大学フイ-ルド科学教育研究センター瀬戸

臨海実験所

(〒 649-2211和歌山県西牟婁郡白浜町459)

29

A Self-archived copy in
Kyoto University Research Information Repository

https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp




