
社団法人 東洋音楽学会会報 第 62 号 2004 年（平成 16 年）9月 10 日発行 （１頁） 
 

 

 NEWSLETTER No.62 TŌYŌ ONGAKU GAKKAI  KAIHŌ ISSN1340-5578 
 Sep.10, 2004 

THE SOCIETY FOR RESEARCH IN ASIATIC MUSIC 

社団
法人東洋音楽学会  会 報 第62号 

発行（社）東洋音楽学会〔事務所〕〒110-0001 東京都台東区谷中5-9-25 第２八光ハウス201号

TEL.03-3823-5173  FAX.03-3823-5174  E-mail  LEN03210@nifty.com 
ホームページ http://wwwsoc.nii.ac.jp/tog/ 

                                                                 

 目 次

第 35回通常総会のお知らせ ································1 
第 55回大会のご案内··········································1 
故金田一春彦先生を偲ぶ ·····································2 
会費納入のお願い···············································2 
『東洋音楽研究』原稿募集のお知らせ ···················2 

会員異動··························································· 2 
図書･資料等の受贈············································· 3 
新刊書籍··························································· 4 
新発売視聴覚資料 ·············································· 5 
編集後記･･･････････････････････････････････････6 

                                                                 

                                                                

第 35回通常総会のお知らせ 
 
第35回通常総会招集状         2004年８月１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26条の定めに基づ
き、第 35 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 2004年10月24日（日）13：20～14：50 
場所 東京文化財研究所セミナー室 
 
審議事項 
第１号議案  
第２号議案 2003年度事業報告の件 
第３号議案 2003年度収支決算の件 
第４号議案 2004年8月31日現在貸借対照表・財産目録の 

件 
第５号議案 2004年8月31日現在会員異動状況の件 
第６号議案 2004年度事業計画の件 
第７号議案 2004年度収支予算の件 
第８号議案 その他 
 

・ 同封の返信はがきにより、出欠を９月30日までにお知ら
せください。 
・【重要】総会欠席の正会員の方は、委任状欄に必ず署名・捺

印の上ご投函ください。捺印のない委任状は無効となります。 
・ 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 55回大会のご案内 
 
（社）東洋音楽学会第 55 回大会を、同封のプログラムのと
おり開催いたします。多数のご参加を期待しております。 
◎会場の変更 
２日目の会場は、東京文化財研究所に変更となりましたので、

ご注意ください。１日目は当初の通り、お茶の水女子大学で

行います。 
◎出欠の回答 
出欠の如何にかかわらず、同封の返信はがきの各欄に漏れ

なくご記入のうえ、９月30日(木)必着でご返送ください。な
お、総会欠席の方は、必ず委任状欄にご記入ご捺印ください。 
◎大会参加費・懇親会費・昼食代の納入 
大会受付の混乱を避けるため、同封の振替用紙にて、10月
８日(金)までにご送金ください。やむをえず間際にご送金な
さった方は、「払込受領書」を受付に提示願います。なお、払

込の金額は下記のとおりです。 
 大会参加費 2,000円（学生1,000円） 
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 懇親会費  4,000円（学生3,000円） 
 ２日目昼食代（お茶つき）  800円 
（＊会場周辺には飲食店が少ないので、ご予約をおすすめし

ます。） 
◎プログラム 
当日、会場ではプログラムの再配布はいたしません。同封

の冊子を忘れずにご持参ください。 

 
故金田一春彦先生を偲ぶ 
 
平成16年5月19日、本学会の名誉会員、金田一春彦先生
がご逝去なさいました。亡くなる３日前の日曜日、第2の故
郷としてこよなく愛された八ヶ岳山麓大泉町のご別荘で、お

嬢様と食事をなさっておられる折に倒れられたと伺っていま

す。享年91歳でした。 
先生は大正2年4月、東京本郷に言語学者金田一京助の長
男としてお生まれになりました。国語学を専攻されながら、

音楽にも深い愛情と豊富な知識を持っておられ、日本音楽研

究に多くの業績をあげられたことは、あらためて記す必要も

ないと思います。 
先生の日本音楽への興味は、ご専門のアクセント研究と深

くつながっており、声明と平家に対しては特に強い関心を持

ち続けられました。その理解は深く音楽に及び、講式も平家

も伝承者に演奏を習い、実践を通して研究を進められるとい

う本格的なものでした。学位論文の『四座講式の研究』（1964
三省堂）、平家琵琶関係の数々のご論文やその集大成としての

『平曲考』(2000三省堂)は、先生の数あるお仕事の中でも代
表的なものといえます。 
先生が東洋音楽学会にかかわるようになられたのは、23歳
のときに田邉尚雄先生の講義を聴講したことがきっかけと

なったようです。以後、学会には積極的に足を運ばれ、長年

にわたって理事を勤められ、1986年から 89年までの2期4
年間は副会長の職にあって学会のために尽くされました。

1996年に名誉会員になられた後も、若い発表者の例会にも足
を運ばれるなど、学会への暖かいご支援は変わることがあり

ませんでした。 
金田一先生の古希記念論文集（1984三省堂）には、岩井正
浩氏、柿木吾郎氏、上参郷祐康氏、蒲生郷昭氏、蒲生美津子

氏、竹内道敬氏、故平野健次氏、福島和夫氏らの学会員の名

が連なっています。直接ご指導を受けなくても、辞典項目や

著作を通じて先生のお仕事の恩恵を受けた会員は少なくない

はずです。 
穏やかな笑顔を絶やすことなく、若い研究者たちの話を

じっくりと聞いてくださった先生のお姿を、拝することはで

きなくなりました。心からご冥福をお祈り申し上げます。 
（薦田治子） 

 
 
会費納入のお願い 
 9月1日より本学会の2004年度（2004年9月1日～2005
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。会費滞

納がありますと、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は、どうか

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70号（2005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（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：学会事務所（「機関誌投稿在中」と明記） 
  締め切り：2004年12月20日（月）必着 

（機関誌編集委員会） 

会員異動 
  

名簿記載事項の訂正・変更・追加 

（2004年5月～7月、訂正箇所は下線部） 

 

〈東日本支部地区〉 
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◆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、その旨ご明記ください。 

 

図書・資料等の受贈（2004年5月～7月、到着順） 
 ☆は寄贈者（発行者と同一の場合は省略） 

 

『阪大音楽学報』第2号    大阪大学音楽学研究室 

『宮城道雄記念館館報』No.29    宮城道雄記念館 

『能楽資料センター紀要』No.15  

            武蔵野大学能楽資料センター 

『民俗芸能研究文献目録』         岩田書院 

  民俗芸能学会 民俗芸能研究文献目録編集委員会編  

『日本音楽学会関東支部通信』第62号  

『楽道』5,6,7月号              正派邦楽会 

『白い国の詩』5,6,7月号        東北電力(株) 
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『埼玉県民俗芸能調査報告書 第16集 玉敷神社神楽』 

             埼玉県立民俗文化センター 

『演劇研究センター紀要』II, III 

         早稲田大学21世紀COEプログラム 

『御懺法講̶ 聲明懺法呂様̶ 』（※CD6枚組） 

            魚山三千院門跡 ☆奥村浩一 

『Bulletin of Vietnamese Institute for Musicology 』 

 No.11   Vietnamese Institute for Musicology 

『日本音楽学会会報』第61号 

『音楽学』第49巻3号          日本音楽学会 

『長唄「安宅の松」考察̶ 道行以降を主として̶ 』 

（神田外語大学紀要抜刷）        池田弘一著 

『女流義太夫との五十年』（年刊『藝能』抜刷） 

                    池田弘一著 

『地域研究』vol.6 No.1 

    国立民族学博物館 地域研究企画交流センター 

『音楽のアラベスク』    水野信男著 世界思想社 

『東方學會報』No.86         (財)東方学会 

 

新刊書籍 
 

『アジア遊学 66 島唄の魅力』編集部編、勉誠堂、1,890円 

『歌の力／音楽療法の挑戦』荒井敦子、ＰＨＰ、1,200円 

『演目別にみる能装束一歩進めて能鑑賞』 

観世喜正・正田夏子著、青木信二写真 、淡交社、3,360円 

『音ってすごいね。 もう一つのサウンドスケ－プ 』 

小松正史、晃洋書房、2,415円 

『音楽年鑑 2004年度』音楽之友社編､音楽之友社､15,750円 

『音楽科授業の指導と評価 評価が変わると授業も変わる』 

福井昭史、音楽之友社、 1,680円 

『〈音楽〉という謎 』近藤譲、春秋社、2,310円 

『音楽と社会 』 

ダニエル・バレンボイム､みすず書房､2,940円 

『音楽療法士３つのオキテ 音楽療法士、音楽療法士を目指す

人の実践ハンドブック』二俣泉、音楽之友社、1,680円 

『雅楽』遠藤徹、平凡社、2,625円 

『歌舞伎 いま・むかし』津川安男、新人物往来社､2,800円 

『歌舞伎のことば』渡辺保、大修館書店、2,000円 

『歌舞伎、「花」のある話 役者から、演目、お家芸まで、観

翁が語る』小山観翁、光文社、838円 

『歌舞伎／物語で学ぶ日本の伝統芸能３』 

原道生、伊藤康子、くもん出版、2,800円 

『狂言／物語で学ぶ日本の伝統芸能２』 

山崎有一郎、伊藤康子、くもん出版、2,800円 

『近代歌舞伎年表 京都篇第10巻 昭和十一年～昭和十七年』       

国立劇場調査養成部調査資料課近代歌舞伎年、八木書店、

18,000円 

『黒御簾の内から 日本音楽の舞台裏 』 

西川浩平、ヤマハミュ－ジックメディア、1,785円 

『劇場に行こう 落語にアクセス』小野幸恵､淡交社1,680円 

『現代能楽講義 能と狂言の魅力と歴史についての十講』 

天野文雄、大阪大学出版会、2,300円 

『元禄俳優伝』土屋恵一郎、岩波書店、900円 

『知ってるようで知らない「音」のおもしろ雑学事典「音」

がわかると音楽が８倍楽しくなる！』 

音雑学研究会、ヤマハミュージックメディア、1,600円 

『「序破急」という美学 現代によみがえる日本音楽の思考型』  

丹波明、音楽之友社、2,940円 

『新内の情景 』 

富士松松栄太夫、ゴエスインフォ－ムド 、1,890円 

『図解クラシック音楽大事典 よくわかるわからない？』 

吉松隆、学習研究社、1,575円 

『世阿弥能楽論集』小西甚一編、たちばな出版、3,048円 

『青風徒然草 ブル－アイランド博物誌』 

青島広志、音楽之友社、1,890円 

『たいころじい第25巻 特集〈太鼓の音を科学する〉』 

浅野太鼓文化研究所、浅野太鼓文化研究所、1,429円 

『楽しいボディパ－カッション 体がすべて楽器です！ ３』    

山田俊之、音楽之友社、1,680円 

『中世賤民と雑芸能の研究』（新装版） 

盛田嘉徳、雄山閣、5,350円 

『綱大夫四季 昭和の文楽を生きる』 

山川静夫、岩波書店、1,100円 

『長唄名曲３０選 上』奥村有敬、書肆フロ－ラ、2,000円 

『能と謡』和田万吉、白竜社、4,800円 

『ブル－ス・ピ－プル 』 

リロイ・ジョ－ンズ、音楽之友社、2,310円 

『邦楽器づくりの匠たち 笛、太鼓、三味線、筝、尺八』 

奈良部和美（聞き手）､ヤマハミュージックメディア､1800円 

『目で見る楽器の音 By FTT analysis』 

大蔵康義、国書刊行会 、7,140円 

『よくわかる謡い方１ 鶴亀・橋弁慶・吉野天人・大仏供養・

土蜘蛛』藤波重満、檜書店、1,575円 

『琉球王国の外交と王権』豊見山和行著、吉川弘文､8,400円 

『六世笑福亭松鶴はなし』 

戸田学編、岩波ブックサーチャー、3,360円 

 

新発売視聴覚資料 
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●カセット 

『復刻越中おわら節名人競演集』富山県民謡おわら保存会、  

 ビクター伝統文化振興財団 、VZTG-141、2,100円 

       

コロムビア、COCJ-32749、2,000円 

『落語秘蔵盤 四代目 柳亭 痴楽／二代目 桂 小南』 

●ＣＤ 

『青森ねぶた／弘前ねぷた』 

コロムビア､COCJ-32891､2,000円 

『唄遊び～嘉手苅林昌の世界』 

コロムビア、COCJ-32806、3,300円 

『小沢昭一ごきげん”心の青空”』 

コロムビア、COCJ-32803、2,300円 

『小沢昭一しみじみ”夢淡きふるさと”』 

コロムビア、COCJ-32802、2,300円 

『高野山の声明』常楽会高野山声明の会、 

ビクター伝統文化振興財団 、VZCG-346、3,150円 

『古賀政男 生誕１００年記念 大正琴ベスト集』 

コロムビア、COCJ-32849～50(2枚組) 、3,600円 

『琴の世界』 

コロムビア、COCJ-32751～6(6枚組)、12,000円 

『箏・三弦 古典/現代名曲集（十五）』 

ビクター伝統文化振興財団 、VZCG-345、2,940円 

『たい平よくできました～林家たい平落語集～ 林家たい 

平 』コロムビア、COCJ-32685～6、3,500円 

『第8回ビクター伝統文化振興財団賞「奨励賞」能楽囃子』  

亀井広忠、ビクター伝統文化振興財団 、VZCF-1018 

2,000円 

『土屋玲子 二胡の世界～ヘッドライト・テールライト／君を 

のせて～』コロムビア、COCQ-83804、2,500円 

『福士りつ 津軽民謡集』コロムビア、COCJ-32805、2,000円 

『ビクター落語上方篇 第２期 七代目 笑福亭松鶴』 

ビクター伝統文化振興財団 、VZCG-333～335（3タイトル）

各1,575円 

『ビクター落語上方篇 第２期 初代 橘ノ圓都』 

ビクター伝統文化振興財団 、VZCG-336～343（8タイトル）  

各1,575円 

『ふる里の民踊 第44集-1～5 』 

コロムビア、COCF-15666-15670、各1,050円 

『三亀松 都々逸集』 

コロムビア、COCJ-32847～8(2枚組)、3,600円 

『柳屋金語楼 落語集』 

コロムビア、COCJ-32845～6(2枚組)、3,600円 

『落語秘蔵盤 五代目 古今亭 今輔／初代 柳家 金語楼』 

コロムビア、COCJ-32750、2,000円 

『落語秘蔵盤 五代目 春風亭 柳昇／初代 三笑亭 笑三／四

代目 桂 米丸／八代目 三笑亭可楽』 

コロムビア、COCJ-32748、2,000円 

『落語秘蔵盤 二代目 三遊亭 歌奴』 

コロムビア、COCJ-32747、2,000円 

『落語秘蔵盤 八代目 桂 文楽／八代目 林家 正蔵』 

コロムビア、COCJ-32746、2,000円 

『落語秘蔵盤 三代目 桂 米朝／六代目 笑福亭 松鶴』 

コロムビア、COCJ-32745、2,000円 

『落語秘蔵盤 四代目 三遊亭 小圓遊／五代目 柳家 小さん』  

コロムビア、COCJ-32744 、2,000円 

『落語秘蔵盤 五代目 春風亭 柳朝／六代目 三遊亭 圓生』 

コロムビア、COCJ-32743、2,000円 

『落語秘蔵盤 六代目 春風亭 柳橋／五代目 古今亭志ん生』 

コロムビア、COCJ-32742、2,000円 

『落語秘蔵盤 五代目 古今亭志ん生』 

コロムビア、COCJ-32741、2,000円 

『琉球の深き懐へ～島唄の真髄に触れる～』 

キングレコード、KICS-1093、2,381円 

『流響～長須与佳 尺八／琵琶の世界～ 』 

コロムビア、COCJ-32533、2,500円 

『2004年 津軽三味線全国大会』 

コロムビア、COCJ-32817、2,100円 

●ＤＶＤ 

『みちのく津軽の祭り 熱舞台－青森ねぶた／弘前ねぷた／

五所川原立佞武多』 コロムビア、COBA-4330、3,300円 

●ビデオ 

『ふる里の民踊 第44集 』コロムビア、COVC-6791､7,000円 

 

編集後記 
今号が現会報編集委員会メンバーでお届けする最終号です。

三支部制の導入とともに、会報の内容も見直しの時期にさし

かかっていますが、残念ながら、今期中に新機軸をうちだす

には至りませんでした。また、編集作業の遅れや支部だより

との同時発送にともない、ご迷惑をおかけする点もありまし

たこと、改めておわびいたします。 

 今後は発送作業の過程で、遅配・未着や同封物の不備が生

じないよう、一層注意して作業にあたりたいと思いますので、

新編集委員会へのお力添えを宜しくお願いいたします。 

 

会報編集委員会 

理  事：植村幸生、尾高暁子、高桑いづみ 

委嘱委員：丹羽幸江 



（６頁） 社団法人 東洋音楽学会会報 第 62 号 2004 年（平成 16 年）9月 10 日発行 
 

 
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 


