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第 34 回通常総会のお知らせ 
 
第34回通常総会招集状       2003年8月11日 
                    
社団法人 東洋音楽学会会員各位 
       社団法人 東洋音楽学会 会長 谷本 一之 
 
 社団法人 東洋音楽学会定款第23条及び第26条の定めに

基づき、第34回通常総会を下記の通り開催いたしますので、

正会員はご出席ください。 
            記 
日時 2003年10 月26 日（日）12時30分～14 時00 分 
場所 エリザベト音楽大学506号教室 
 

審議事項 
第一号議案 2002 年度事業報告の件 
第二号議案 2002 年度収支決算の件 
第三号議案 2003 年8月31日現在 

貸借対照表・財産目録の件 
第四号議案 2003 年8月31日現在会員異動状況の件 
第五号議案 2003 年度事業計画の件 
第六号議案 2003 年度収支予算の件 
第七号議案 その他 
 
・同封の返信はがきにより、出欠を 9 月 30 日（火）までに

お知らせください。 
・【重要】総会欠席の方は、委任状欄に必ずご署名・ご捺印の

上ご投函ください。捺印のないものは無効となります。 
・上記以外の議案を提出なさりたい方は、あらかじめ事務局

にご連絡ください。 

 
第 54 回大会のご案内 

 
 社団法人東洋音楽学会は、平成 15 年度の大会を下記の通

り開催いたします。皆様の参加を心よりお待ちしています。

なお、詳細につきましては大会パンフレットをご覧下さい。 

 

１． 日時：平成１５年１０月２５日（土）・２６日（日） 

２． 会場：エリザベト音楽大学 

〒730－0016 広島市中区幟町4－15 

Tel． 082－221－0918  Fax． 082－221－0947 

交通案内 

 広島空港からＪＲ広島駅北口までリムジンバスで約50分 

 ＪＲ広島駅北口から地下通路を通って南口に移動約 3 分 

ＪＲ広島駅南口より徒歩約12分 

ＪＲ広島駅南口より市内電車ご利用の場合（5 番比治山下

経由広島港［宇品］行き以外すべて可能。約10分）、銀

山町（かなやまちょう）下車、銀山町電停からエ音大ま

で徒歩約4分 

３. 日程： 

１０月２５日（土） 

  10：00－12：00  第68回通常理事会 

12：30－13：30 受付  

13：30－13：35 歓迎の挨拶 
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13：35－13：40 開会の辞 

13：40－16：40  実演付公開講演会 

     「中国地方の民俗芸能」 

      講演：片桐功「中国地方の田植行事と芸能――安芸

系と備後系を中心に――」 

          三村泰臣「中国地方の神楽――山陽側の神楽

を中心に――」 

実演：島根県邑智郡石見町矢上鹿子原虫送り踊り保

存会「虫送り踊り」 

         広島県比婆郡東城町比婆荒神神楽社「八重 

       垣」       

   16：50－17：00 第２０回田邉尚雄賞授賞式 

     17：30－19：20 懇親会・田邉尚雄賞受賞祝賀会 

          
１０月２６日（日） 
9：00－9：30  受付 
9：30－10：30   研究発表Ａ1・Ｂ1・Ｃ1 

 10：40－11：40  研究発表Ａ2・Ｂ2・Ｃ2 

12：30－14：00   第34回通常総会 

14：05－16：05  ラウンドテーブル 

   「よさこいとエイサー：『伝統再生』を問う」 

     コーディネーター兼司会     塚田健一 

     パネリスト   岩井正浩・久万田晋・城田愛・ 

寺内直子     

16：10      閉会の辞 

 

４．  会費 

    大会参加費   3000円（学生2000円） 

    懇親会費    5000円（学生4000円） 

    昼食代（26日） 1000円 

 

※ なお同封の返信葉書にて 9 月 30 日（火）までに出欠を

お知らせ下さい。総会に欠席される方は委任状もお願い

致します。大会に参加される方は同封の振込用紙にて参

加費用（内訳：大会参加費・懇親会費・昼食代）を 10

月8日（水）までに振り込んで下さい。 

※ 宿泊については特に斡旋をしませんが、エリザベト音楽

大学に近いホテルを紹介します。宿泊料金はシングル 1

名様の値段ですが、直接問い合わせて確かめて下さい。 

 

ホテルJal City 広島  広島市中区上幟町7－14 

082－223－2580  ￥9471～ 

きっかわホテルフレックス  広島市中区上幟町 7－1 

082－223－1000  ￥6500～ 

ホテルジェネラス広島第 2 広島市中区幟町 14－7  

082－221－0002  ￥6800～ 

八丁堀シャンテ         広島市中区上八丁堀828  

082－223－2111  ￥5800～ 

サンホテル広島    広島市中区上八丁堀 7－25 

082－228－3351  ￥6800～ 

リーガロイヤルホテル広島 広島市中区基町 6－78  

082－502－1121  ￥12000～ 

ホテルニューヒロデン 広島市南区大須賀町 14－9 

082－263－3456  ￥7400～ 

ホテルグランヴィア広島 広島市南区松原町 1－5  

082－262－1111  ￥9300～ 

ホテルセンチュリー21広島 広島市南区的場町1－1－25 

082－263－3111 ￥8000～ 

広島ガーデンパレス   広島市東区光町 1－15   

082－262－1122 ￥6300～ 

 

※ 広島の宿泊・食事・観光等についてはウェブサイト「ひ

ろしまナビゲーター」に詳しく出ていますので、 

http:／／ｗｗｗ.ｈｉｒｏｓｈｉｍａ―ｎａｖｉ.ｏｒ.ｊｐ 

をご覧下さい。 

 

 大会実行委員会：遠藤徹、片桐功（委員長）、権藤敦子、田

井竜一、塚田健一、月溪恒子、樋口昭、

藤田隆則、増山賢治                  
 

会費納入のお願い 

 

9月1日より本学会の2003年度（2003年9月1日～ 

2004年8月31日）に入りました。新年度会費の納入を 

お願いいたします。 

会費請求書と振替用紙を同封いたしましたので、未納 

金額をお確かめのうえ、早速払い込みください。会費の 

滞納がある場合、その年度の機関誌はお送りできません。 

なお、本紙と行き違いに納入がありました場合には、 

どうぞご容赦ください。 

 
『東洋音楽研究』原稿募集のお知らせ 
 
 学会機関誌『東洋音楽研究』第 69 号（2004 年８月刊行予

定）の原稿を募集しています。 

  投稿を希望される方は、本誌最新号に掲載した「投稿規程」

および学会ホームページに掲載している「投稿の手引き」を

よくお読みの上、ご投稿ください。なお、「投稿の手引き」は
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最近改訂されましたので、最新版をご参照ください（学会ホー

ムページをご覧になれない場合は、機関誌編集委員会にご請

求ください）。 

  送付先：〒610-1197   

京都市西京区大枝沓掛町13-6 

          京都市立芸術大学日本伝統音楽研究センター気付 

         （社）東洋音楽学会機関誌編集委員会 

  締め切り：2003年月12日20日（土）必着 

（機関誌編集委員会） 

 
第 37 回ＩＣＴＭ世界大会（中国）開催につ

いて 
 
 新型肺炎（SARS）の流行によって延期されていた第３７

回ＩＣＴＭ世界大会は、当初の開催予定地である中国福建省

の福州と泉州で、2004 年１月４日（日）から１１日（日）ま

での８日間開催されることになりました。ＩＣＴＭ本部は、

本大会のプログラムに関して、次のような方針を打ち出して

います。 
１）2003年４月発行の会報(ICTM Bulletin)に掲載された第

３７回ＩＣＴＭ世界大会のプログラムは、基本的にはそのま

ま新規の開催日程（８日間）に移す。当初のプログラムでの

発表予定者は、来年1月の大会への出席の可否を至急プログ

ラム委員長のドン・ナイル(Don Niles)氏に電子メール

（ipngs@global.net.pg）で連絡されたい。 
２）2004年１月の大会で新たに研究発表を希望する者は、プ

ログラム委員長のドン・ナイル氏にそのことを至急連絡され

たい。１月の大会での発表予定者の発表辞退の状況によって

は、新規の発表申請が認められ得る。 
３）第３７回ＩＣＴＭ世界大会の新規のプログラムは、決ま

り次第、ICTM のホームページと本年１０月の会報で発表す

る。                   （塚田健一） 
 

会員異動 
 

名簿記載事項の訂正・変更・追加 

（2003年3月～8月、訂正箇所は下線部） 

 

 

◆住所・所属等に変更ありましたら事務局までご連絡 

 ください。（機関誌別冊会員名簿とじ込みの変更届用 

 はがき、またはファクス、E-mail等でも結構です） 

◆改姓・改名のお届けには、ご希望の表記法をお書き添 

 えください。（複数表記される場合、どちらを主な表 

 記にするのか等） 

◆事務局に登録はされても、公表を希望されない情報等 

 がある場合には、その旨明記してください。 

 

図書・資料等の受贈（2003年5月～8月、到着順） 
 

『宮城道雄記念館館報』No.28      宮城道雄記念館 

『MLAJ Newsletter』vol.23 No.3       音楽図書館協議会 

『杵家史―文化譜創始八十周年記念発行』    

杵家会杵家史編纂委員会 

『音楽学』第48巻2,3号 

『日本音楽学会会報』第58号 

『日本音楽学会関東支部通信』第60号    日本音楽学会 

『阪大音楽学報』第1号        大阪大学音楽学研究室 

『楽道』5,6,7月号               正派邦楽会 

『白い国の詩』5,6,7,8月号    東北電力(株)地域交流部 

『長唄「安宅の松」道行の考察』（神田外語大学紀要抜刷）

池田弘一著 

『民俗芸能研究』第35号 民俗芸能学会 

『中国北方農村的口伝文化――説唱的書、文本、表演』 

（※中国語版、CD付き）  井口淳子著 廈門大学出版社 

『Bulletin of Vietnamese Institute for Musicology 』No.8    

Vietnamese Institute for Musicology 

『能楽資料センター紀要』No.14 

武蔵野女子大学能楽資料センター 

『Walzenaufnahmen japanischer Musik 1901-1913 
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（※CD、解説書付き）Berliner Phonogramm-Archiv 

『カンタータ歎異抄』（※CD） 

              浄土真宗本願寺派仏教音楽研究所 

『ひと目でわかる日本音楽入門』 田中健次著  音楽之友社 

『卒寿記念 岸辺成雄博士業績目録』 

              岸辺成雄博士卒寿記念事業委員会 

『月刊みんぱく』5,6,7,8月号     国立民族学博物館 

『地域研究論集』Vol.5 No.1,2 

 国立民族学博物館地域研究企画交流センター 

『ぎふ民俗音楽』第58号       岐阜県民俗音楽学会 

『日本音楽史研究』第4号     上野学園日本音楽資料室 

『音楽研究』第19巻     大阪音楽大学音楽博物館 

 

新刊書籍 
 

『愛唱歌とっておきの話 歌い継ぎたい日本の心』吹浦忠正

著、 海竜社、 1,700円 

『明日からの小・中学校の授業評価に役立つ！新・音楽授業

の評価 ここがポイント』山本文茂、佐野靖監修、音楽之

友社、1,524円 

『異文化理解の視座 世界からみた日本、日本からみた世界』

小島孝之編、 東京大学出版会、 5,200円 

『ウクレレが弾けちゃった 最新ヒット曲がすぐ弾ける!』 

自由現代社編集部編著、自由現代社、1,000円 

『ウクレレの達人になれる本 譜面が読めなくても大丈夫。

楽しいレッスンで即上達!!』キヨシ小林著、ドレミ楽譜出

版社、2,000円 

『歌のちから 岩手県旧江刺郡の民俗歌謡資料と研究』国学

院大学日本文化研究所編、 瑞木書房、慶友社、 7,619円 

『梅若実日記 第3巻 明治6年-明治15年』梅若実著、  

 梅若実日記刊行会編、八木書店、12,000円 

『梅若実日記 第4巻 明治16年-明治23年』梅若実著、      

梅若実日記刊行会編、八木書店、12,000円 

『梅若実日記 第5巻 明治24年-明治29年』梅若実著、 

 梅若実日記刊行会編、八木書店、12,000円 

『梅若実日記 第6巻 明治30年-明治35年』梅若実著、 

梅若実日記刊行会編、八木書店、12,000円 

『エキゾ音楽超特急 とびだせジャパニ!』サラーム海上   

著、双葉社、1,500円 

『SPレコード60,000曲総目録』昭和館監修、アテネ書房、 

28,000円 

『江戸売り声百景』宮田章司著、岩波書店、940円 

『江戸歌舞伎文化論』服部幸雄著、平凡社、4,600円 

『江戸庶民の娯楽』竹内誠監修、学研、1,600円 

『江戸のくらしがわかる絵事典 衣食住から行事まで』 

宮本袈裟雄監修、ＰＨＰ研究所、2,800円 

『沖縄コンパクト事典』琉球新報社編、 琉球新報社、  

2,300円 

『沖縄三線初歩の初歩入門 初心者に絶対！！』門内良彦 

著、ドレミ楽譜出版社、1,000円 

『沖縄名作の舞台』琉球新報社編、琉球新報社、2,500円 

『小沢昭一的流行歌・昭和のこころ』小沢昭一、大倉徹也 

著、新潮社（新潮文庫）、590円 

『音・音楽の表現力を探る 保育園・幼稚園から小学校へ』 

荒木紫乃編著、文化書房博文社、1,900円 

『音のある名景』井上喜代司写真、河出書房新社、1,600 

円 

『おわら風の盆情緒』北日本新聞社、571円 

『音楽学習のフロンティア』高萩保治編、玉川大学出版部、 

2,400円 

『音楽賞データ・ブック 2003』、音楽出版社、3,333円 

『音楽年鑑 2003』、音楽之友社、12,000円 

『音楽はなぜ人を幸せにするのか』みつとみ俊郎著、 

新潮社、1,000円 

『音響用語辞典』日本音響学会編、コロナ社、10,000円 

『替歌・戯歌研究』有馬敲著、ＫＴＣ中央出版、5,000円 

『雅楽千三百年のクラシック』上野慶夫著、富山新聞社、 

1,715円 

『楽譜作成ソフトSibelius 2日本語版First Step    

Tutorial Mac/Windows』富山史真著、音楽之友社、 

2,200円 

『楽器生活 休日のサイレントワールド』、音楽之友社、 

800円 

『桂米朝コレクション 上方落語 6 事件発生』三代目         

桂米朝著、筑摩書房（ちくま文庫）、880円 

『桂米朝コレクション 上方落語 7 芸道百般』三代目  

桂米朝著、筑摩書房（ちくま文庫）、880円 

『桂米朝コレクション 上方落語 ８ 美味礼賛』三代目 

 桂米朝、筑摩書房（ちくま文庫）、880円 

『歌舞伎・文楽の見方が面白いほどわかる本』七海友信著、 

中経出版、1,400円 

『歌舞伎台帳集成 第41巻』歌舞伎台帳研究会編、勉誠   

出版、17,000円 

『歌舞伎台帳集成 第43巻』歌舞伎台帳研究会編、勉誠  

出版、15,000円 

『歌舞伎台帳集成 第45巻』歌舞伎台帳研究会編、勉誠  

出版、13,000円 

『歌舞伎に学ぶ教育論』諏訪哲二著、洋泉社、1,800円 
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『上方芸能の魅惑 鴈治郎・玉男・千作・米朝の至芸』 

森西真弓著、日本放送出版協会、1,500円 

『花緑の落語江戸ものがたり 師匠小さんの想い出とたど 

る』柳家花緑著、近代映画社、1,900円 

『韓国の歳時習俗』張籌根著、法政大学出版局、3,800円 

『聞書き五代目古今亭今輔』山口正二著、青蛙房、2,600 

円 

『聞書き七代目橘家円蔵』山口正二著、青蛙房、2,600円 

『北の盆踊り 西馬音内』平野庄司切り絵と文、秋田文化 

出版、1,200円 

『岐阜県の祭りから 4』清水昭男著、一つ葉文庫、1,500 

円 

『狂言日和 茂山狂言の世界』橘蓮二著、ぴあ、1,500円 

『京都雑色記録 1 京都大学史料叢書』 京都大学編 、思 

文閣出版、14,000円 

『郷土 表象と実践』「郷土」研究会編、嵯峨野書院、 

2,800円 

『京都・奈良 大阪・神戸小さな美術館・博物館』成美堂  

出版編集部編集、成美堂出版、1,200円 

『近代音楽のパラドクス マックス・ウェーバー『音楽社 

会学』と音楽の合理化』和泉浩著、ハーベスト社、 

1,800円 

『近代歌舞伎年表 京都篇第9巻 昭和四年～昭和十年』 

国立劇場調査養成部調査資料課近代歌舞伎年表編纂室 

編、八木書店、18,000円 

『近代日本洋楽史序説』中村洪介著、林淑姫監修、東京書 

籍、15,000円 

『クイズで学ぼう琉球・沖縄の歴史 Question ＆    

answer』新城俊昭著、むぎ社、1,400円 

『暮らしの中の民俗学 2 一年』新谷尚紀編、 吉川弘文 

館、 2,600円 

『芸能と信仰の民族芸術 森永道夫先生古稀記念論集』森 

永道夫編、和泉書院、15,000円 

『小泉文夫著作選集 1 人はなぜ歌をうたうか』小泉文  

夫著、学研、2,000円 

『小泉文夫著作選集 2 呼吸する民族音楽』小泉文夫著、 

学研、2,000円 

『コカリナ 森の精が宿る笛』黒坂黒太郎著、講談社、 

1,600円 

『鼓動 いのちのビ－トを響かせて』大倉正之助、致知出  

版社、1,905円 

『こんなにも面白い古典芸能入門』博学こだわり倶楽部編、 

河出書房新社（KAWADE夢文庫）、476円 

『こんな落語家（はなしか）がいた 戦中・戦後の演芸視』 

小島貞二著、うなぎ書房、2,000円 

『地歌舞伎振付師松本団升 近藤誠宏写真集』近藤誠宏著、 

岐阜新聞社 / 岐阜新聞情報センター（出版室）、2,857 

円 

『四季を彩る関東お祭りガイド 』レブン編、メイツ出版、 

1,500円 

『私説柳田国男』桜井徳太郎著、吉川弘文館、2600円 

『四川省大涼山イ族創世神話調査記録』工藤隆著、大修館 

書店、7,500円 

『知ってるようで知らない邦楽おもしろ雑学事典』西川浩 

平著、 ヤマハミュ－ジックメディア、1,600円 

『芝居絵に見る江戸・明治の歌舞伎』早稲田大学演劇博物 

館編、小学館、1,600円 

『ジプシーの来た道 原郷のインド・アルメニア』市川捷 

護著、 白水社、 2,200円 

『自分の歌をさがす 西洋の音楽と日本の歌』秋岡陽著、 

フェリス女学院大学、700円 

『ジャマイカ＆レゲエＡｔｏＺ』増補改訂版、鈴木 健一、 

永田 よしのり編纂、TOKYO FM出版 、1,238円 

『昭和の作曲家たち 太平洋戦争と音楽』秋山邦晴著、み 

すず書房 

『知らざあ言って聞かせやしょう 心に響く歌舞伎の名せ 

りふ』赤坂治績著、新潮社（新潮新書）、680円 

『神話と日本人の心』河合隼雄著、岩波書店、2,500円 

『たいころじい 第23巻 特集〈革〉』浅野太鼓文化研究 

所、1,429円 

『第三帝国と音楽家たち 歪められた音楽』マイケル・H. 

ケイター著、アルファベータ、3,200円 

『太陽の神話と祭り』吉田敦彦著、青土社、2,400円 

『チャジャン歌 韓国子守唄』ペクチャンウ詩、ハン・ジ 

ヒ絵、大竹聖美訳、古今社、2,000円 

『中世九州の政治・文化史』川添昭二著、海鳥社、5,000 

円 

『出会いと文化』出会いと文化研究会編、 晃洋書房、 

2,700 円 

『伝統芸能に学ぶ 躾と父親 』光森忠勝著、恒文社２１、 

2,500円 

『伝統芸能の伝道師』高橋秀雄著、おうふう、3,600円 

『伝統文化で体験学習 1 日本語を楽しもう』永井順国  

監修、 ポプラ社、 2,950円 

『伝統文化で体験学習 5 行事と遊びをつくろう』永井 

順国監修、 ポプラ社、 2,950円 

『伝統文化で体験学習 6 和の心を感じよう』永井順国 

監修、 ポプラ社、 2,950円 
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『天皇陛下万歳とお笑い漫才（伝統芸能の謎を解く）』華 

房良輔著、解放出版社、2,000円 

『天皇と中世文化』脇田晴子著、吉川弘文館、2,400円 

『東京国立博物館図版目録 琉球資料篇』東京国立博物館 

編、中央公論美術出版、7,800円 

『渡来の祭り渡来の芸能 朝鮮半島に源流を追う』前田憲 

二著、岩波書店、2,800円 

『長唄をうたおう／カラ三味線にあわせて（CD付）』芳村 

伊四郎著、教育芸術社、2,000円 

『哭きの文化人類学 もう一つの韓国文化論』崔吉城著、 

勉誠出版、1,600円 

『なつかしの音楽教科書 あの小学校6年間がよみがえる 

沢崎真彦編著、ヤマハミュージックメディア、1,500円 

『20世紀日本のアジア関係重要研究資料』第2部1第1 巻    

～20巻、附巻 定期刊行資料、竜渓書舎、各21,905円 

『にっぽん讚歌』出雲井晶著、 神社新報社、 1,000円 

『日本映画文献書誌 明治・大正期1 1876年～1922年（明

治9年～大正11年）』牧野守編、雄松堂出版、28,667 円 

『日本映画文献書誌 明治・大正期2 1923年～1926年（大

正12年～大正15年）』牧野守編、雄松堂出版、 

28,667円 

『日本映画文献書誌 明治・大正期索引』牧野守編、雄  

松堂出版、28,666円 

『日本映画 第21巻 昭和16（1941）年6月号～8月号』 

牧野守監修、ゆまに書房、18,000円 

『日本映画 第22巻 昭和16（1941）年9月号～11月号』 

牧野守監修、ゆまに書房、18,000円 

『日本映画 第23巻 昭和16（1941）年12月号～昭和17 

（1942）年2月号』牧野守監修、ゆまに書房、18,000 円 

『日本映画 第24巻 昭和17（1942）年3月号～5月号』 

牧野守監修、ゆまに書房、18,000円 

『日本映画 第25巻 昭和17（1942）年6月号～8月号』 

牧野守監修、ゆまに書房、18,000円 

『日本映画 第26巻 昭和17（1942）年9月号～11月号』 

牧野守監修、ゆまに書房、18,000円 

『日本映画 第27巻 昭和17（1942）年12月号～昭和18 

（1943）年2月号』牧野守監修、ゆまに書房、18,000 円 

『日本映画 第28巻 昭和18（1943）年3月号～5月号』 

牧野守監修、ゆまに書房、18,000円 

『日本映画 第29巻 昭和18（1943）年6月号～9月号』 

牧野守監修、ゆまに書房、20,000円 

『日本映画 第30巻 昭和18（1943）年10月号～昭和19 

（1944）年3月号』牧野守監修、ゆまに書房、20,000 円 

『日本映画 第31巻 昭和19（1944）年4月1日号～昭 

和20（1945）年改新第19号』牧野守監修、ゆまに書房、 

20,000円 

『日本映画論言説大系 第1期1 映画の認識 文化映画 

論』牧野守監修、ゆまに書房、15,000円 

『日本映画論言説大系 第1期2 映画教育の理論』牧野 

守監修、ゆまに書房、17,000円 

『日本映画論言説大系 第1期3 映画と文化』牧野守監 

修、ゆまに書房、13,000円 

『日本映画論言説大系 第1期4 映画・表現・形成』牧 

野守監修、ゆまに書房、13,000円 

『日本映画論言説大系 第1期5 日本映画論』牧野守監 

修、ゆまに書房、14,000円 

『日本映画論言説大系 第1期6 現代映画論』牧野守監 

修、ゆまに書房、15,000円 

『日本映画論言説大系 第1期7 映画評論集 芸術小論 

集（抄録）』牧野守監修、ゆまに書房、13,000円 

『日本映画論言説大系 第1期8 第七十四回帝国議会映 

画法案議事概要 映画法解説』牧野守監修、ゆまに書房、 

20,000円 

『日本映画論言説大系 第1期9 朝鮮映画統制史』牧野 

守監修、ゆまに書房、14,000円 

『日本映画論言説大系 第1期10 アジア映画の創造及  

建設』牧野守監修、ゆまに書房、16,000円 

『日本歌謡研究大系 日本歌謡学会創立四〇周年記念 上 

巻 歌謡とは何か』日本歌謡学会編、和泉書院、12,500 

円 

『日本戯曲初演年表 1945～1975』大笹吉雄監修、あづき、 

22,000円 

『日本とのつながりで見るアジア 過去・現在・未来 1  

東アジア』 岩崎書店、 3,000円 

『日本とのつながりで見るアジア 過去・現在・未来 2  

東アジア』岩崎書店、 3,000円 

『日本とのつながりで見るアジア 過去・現在・未来 3  

東南アジア』 岩崎書店、 3,000円 

『日本とのつながりで見るアジア 過去・現在・未来 4  

東南アジア』 岩崎書店、 3,000円 

『日本とのつながりで見るアジア 過去・現在・未来 5  

南アジア』岩崎書店、 3,000円 

『日本とのつながりで見るアジア 過去・現在・未来 6  

西アジア』 岩崎書店、 3,000円 

『日本とのつながりで見るアジア 過去・現在・未来 7  

オセアニア』 岩崎書店、 3,000円 

『日本の楽器 新しい楽器学へ向けて』東京文化財研究所 

編、出版芸術社、5,000円 
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『日本舞踊の心 1巻 春に花 上』西形節子著、 演劇出 

版社、 2,000円 

『日本舞踊の心 2巻 春に花 下』西形節子著、 演劇出 

版社、 2,000円 

『日本舞踊の心 3巻 夏に風』西形節子著、 演劇出版  

社、 2,000円 

『日本舞踊の心 4巻 秋に月』西形節子著、演劇出版社、 

2,000円 

『日本フルート物語』音楽之友社、近藤滋郎著、2,400円 

『日本文化論入門』五十嵐昌行著、文芸社、1,000円 

『入門日本の太鼓 民俗、伝統そしてニューウェーブ』茂 

木仁史著、 平凡社、 720円 

『能登のくに 半島の風土と歴史』能登のくに刊行会編、 

北国新聞社、2,800円 

『ぼくと楽器はくぶつかん』アンドレア・ホイヤー絵・文、 

河合楽器製作所・出版部、1,400円 

『はじじめての雅楽 笙、篳篥、龍笛を吹いてみよう（CD 

付）』笹本武志著、東京堂出版、2,800円 

『花祭りとバーミヤンの大仏』日本文芸家協会編、光村図 

書出版、2,000円 

『バルカン音楽ガイド』関口義人著、青弓社、1,800円 

『はんなり祇をん甲部 Hannari Gionkoubu』六窓庵著、 

新風舎、1,800円 

『風姿花伝 』馬場あき子、岩波書店、900円 

『双蝶々曲輪日記 本朝廿四孝』権藤芳一編著、白水社、 

4,700円 

『フラ・スピリット―フラ＆ハワイ５０の話』 双葉社 、 

キャロル，ハルヨ・カセヤ著、1,600円 

『文化と子ども 子どもへのアプローチ』浅岡靖央編著、 

建帛社、1,900円 

『まことの花』五十六世梅若六郎著、世界文化社、2,000 

円  

『祭りを旅する 4 四国・九州・沖縄編』、日之出出版、 

1,800円 

『祭りを旅する 5  東北・北海道編』、日之出出版、 

1,800円 

『見世物はおもしろい 別冊太陽 日本のこころ123』川 

添裕、木下直之、橋爪紳也編、平凡社、2,700円 

『宮古の歌謡』新里幸昭著、沖縄タイムス社、3,800円 

『宮良長包作曲全集』大山伸子編 、琉球新報社、2,800 円 

『明治歌舞伎の成立と展開』漆沢その子著、 慶友社、  

12,000円 

『やっぱり古いが面白い!』西川右近著、文化創作出版、 

1,800円 

『柳田国男と海の道 ―『海南小記』の原景―』松本三 

喜夫著、吉川弘文館、7,000円 

『山口昌男ラビリンス』山口昌男著、国書刊行会、12,000 

円 

『山本東次郎家狂言の面』山本東次郎編著、玉川大学出版 

部、15,000円 

『謡曲紀行 1』小倉正久著、白竜社、9,000円 

『謡曲紀行 2』小倉正久著、白竜社、9,000円 

『ラオス概説』ラオス文化研究所編、めこん、5,400円 

『落語で江戸を聴く 粋と人情とご教訓』槙野修著、ＰＨ 

Ｐ研究所、1,500円 

『落語で読み解く「お江戸」の事情』中込重明監修、青春 

出版社、700円 

『落語と江戸風俗 競作かわら版』つだかつみ著、教育出 

版、1,700円 

『落語の世界1 落語の愉しみ』延広真治、山本進、川添 

裕編集、岩波書店、3,000円 

『落語の世界2 名人とは何か』延広真治、山本進、川添 

裕編集、岩波書店、3,000円 

『落語への招待』上江国滋著、埼玉福祉会、3,000円 

『ラテン・ミュージックという「力」複数のアメリカ・音 

の現場から』東琢磨著、 音楽之友社、 2,500円 

『琉球文化圏とは何か』海勢頭豊ほか著、藤原書店、 

3,600円     

『ロマ・素描／ジプシー・ミュージカルの現代から』関口 

義人著、東京書籍、2,000円 

『わらべ唄や民衆歌謡 万葉の歌の流れ』谷戸貞彦編著、 

大元出版、980円 

『笑わせて笑わせて―桂枝雀』上田文世著、淡交社、 

1,500円 

 

新発売視聴覚資料 
 

●ＣＤ 

『2003津軽三味線全国大会ライヴ 』日本コロムビア、 

COCJ-32351 、2,000円 

『奄美群島日本復帰50周年記念「美しき奄美のうた」』日 

本コロムビア、COCJ-32192 、2,500円 

『上原まり 怪談「耳なし芳一」を語る』キングレコード、 

KICG-3134、2,500円 

『大江戸 Love Songs～三味線音曲の世界～』ビクター、 

VICG-60540、2,400円 

『小沢昭一全集「唸る 語る 歌う 小沢昭一的こころ」 』 

日本コロムビア、COCJ-32186～91、15,000円 
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『音得盤シリーズ／民謡いちばん 全30タイトル 』日本  

コロムビア、COCJ-32321～50各¥1,200 

『絹の会 箏 祝賀の曲／いのじいっさいこく』日本コロム 

ビア、COCJ-32173 、2,500円 

『吟詠の友 』日本コロムビア、COTF-5168、2,500円 

『決定版 会津の小鉄 ～京山幸枝若 浪曲集～』日本コロ  

ムビア、（10枚組）COTF-5135～44 、18,000円 

『志の輔 らくごBOX』日本コロムビア、COCJ-32011～5（5

枚組） 、10,000円 

『知らざぁ言って聞かせやしょう』ビクター伝統文化振興 

財団、VZCG-310、2,625円 

『水琴窟「水琴窟が奏でる四季のやすらぎ～（春）（夏）

（秋）（冬）」キングレコード、KICG-3135～3138（4枚組）、 

2,300円  

『日本音楽まるかじり』ビクター伝統文化振興財団、 

VZCG-8224～5（２枚組）3,000円(税込)  

『日本の心シリーズ 尺八 荒城の月／浜辺の歌』日本コ 

ロムビア、COCJ-32171、2,500） 

『爆笑マジック集 』日本コロムビア、COBA-4258、2,500 

円 

『琵琶にきく日本の物語』日本コロムビア、COCJ-32180、  

2,500円 

『笛 青葉の笛／おぼろ月夜』日本コロムビア、COCJ-32172、  

2,500円 

『ふる里の民踊 その3 日本の盆踊り』日本コロムビア、 

COCJ-32269、 2,381円 

『ふる里の民踊 その4 日本の盆踊り』日本コロムビア、 

COCJ-32270、 2,381円 

『ふる里の民踊 第43集』日本コロムビア、COVF-6714、 

6,667円 

『ふる里の民踊 第43集－1』日本コロムビア、COCF-15488、  

1,000円 

『ふる里の民踊 第43集－2』日本コロムビア、COCF-15489、 

1,000円 

『ふる里の民踊 第43集－3』日本コロムビア、COCF-15490、 

1,000円 

『ふる里の民踊 第43集－4』日本コロムビア、COCF-15491、  

1,000円 

『ふる里の民踊 第43集－5』日本コロムビア、COCF-15492、 

1,000円 

『邦楽ニューウェーブ』ビクター、VICL-61101、2,400円 

『民謡お国めぐり（一） 会津磐梯山 』日本コロムビア、 

COCJ-32319 、2,000円 

『民謡お国めぐり（二） 会津磐梯山 』日本コロムビア、 

COCJ-32320 、2,000円 

『民謡尺八全曲集 ／ 佐々木 淙山』日本コロムビア、 

COCJ-32318 、2,000円 

『幽霊の音楽 四谷怪談 MUSIC IN YUREI』日本コロムビア、 

COCJ-32179 2,500円 

『和楽器 日本情緒 100曲選 』日本コロムビア、 

COCJ-32181～5 、10,000円 

 

●カセット 

『小沢昭一全集「唸る 語る 歌う 小沢昭一的こころ」 』 

日本コロムビア、COTF-5151～6 、15,000円  

『「風の盆」富山県民謡おわら保存会 』日本コロムビア、 

COTF-5169、1,905円 

 

●ビデオ 

『粟井春日歌舞伎1 伝承』『粟井春日歌舞伎2 三番叟、 

寿曽我対面、熊谷陣屋』『粟井春日歌舞伎3 三番叟、 

義経千本桜、絵本太功記』企画/粟井春日歌舞伎保存会、 

監修/立石憲利（岡山民俗学会 理事会）12,000円（3 

本セット価格） 

『みんなで銭太鼓 入門編』監修/原圭一郎（蒜山地方銭 

太鼓保存会会長）出演/岡山シティ・ジュニアミュージ 

カル、VHSビデオ、4,800円 

 

●ＤＶＤ 

『ＤＶＤﾏｽﾀｰｼﾘｰｽﾞ ウクレレ[超]入門』ドレミ、2,800 円 

『枝雀落語大全 第三期 第二十一集～第三十集』 

TOBS-1061～TOBS-1070（10枚組）、3,800円 

 

編集後記 
◇会報第59号をお届けします。今号は編集作業が出遅れ、原

稿執筆者各位にはご迷惑をおかけしました。ご協力に感謝い

たします。また、三支部制の導入いらい、経費節減のため、

支部だより／通信と会報の併送が定着してきました。ときに

日程調整がつかず、会報発行日をすぎての発送という事態が

おこり得ますが、ご寛赦いただければ幸いです。 

◇次号は1月20日発行予定です。 

 
会報編集委員会 
理事：植村幸生、高桑いづみ、尾高暁子  
委嘱委員：丹羽幸江 

参事：音谷芙美子、金光真理子、斉藤完、佐藤文香、高瀬澄

子、鳥谷部輝彦、前島美保、松村智郁子 


