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第 38回通常総会のお知らせ 
 

第38回通常総会召集状     

2007年8月10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 月溪恒子 

 

 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38回通常総会を下記の通り開催いたしますので、正

会員はご出席下さい。 

 

記 

日時 2007年11月18日（日） 13時00分－14時30分 

場所 上越教育大学講義棟301 

 

審議事項 

第一号議案 2006年度事業報告の件 

第二号議案 2006年度収支決算の件 

 

第三号議案 2007年8月31日現在 貸借対照表・財産目録の件 

第四号議案 2007年8月31日現在 会員異動状況の件 

第五号議案 2007年度事業計画の件 

第六号議案 2007年度収支補正予算の件 

第七号議案 2008年度事業計画の件 

第八号議案 2008年度収支予算の件 

第九号議案 定款施行細則および規程変更の件 

第十号議案 その他 

 

・総会に出席できない正会員の方は、同封の大会出欠ハガキ

の委任状蘭に、署名捺印の上、ご投函下さい。総会成立には

正会員の３分の１以上の出席（委任状を含む）が必要です。

大会欠席の方もハガキを必ずご返送下さい。 

・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

にご連絡下さい。 
 
第 58回大会のご案内 
 

 東洋音楽学会第58回大会を、同封のプログラムの通り、上

越教育大学において開催します。 
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 今大会は「『地域』の音楽とその研究」をテーマに、初日に

はわが国の企業メセナをリードする加藤種男氏（アサヒビー

ル芸術文化財団事務局長）の講演「音資源の発掘と地域創造」

をはじめ、上越教育大学附属小学校6学年有志児童による「ガ

ムラン・ゴング・クビャール」、「越後杜氏の酒屋唄」、「綾子

舞」など多彩な公演を予定しています。2 日目には 2 会場で

合わせて20本の、多分野にわたる様々な視点からの研究発表

が行われます。また、期間中は書籍情報コーナーも設置しま

す。多数の会員のご参加を期待します。 

 

・出欠の回答 

同封の返信はがきの各欄にもれなくご記入の上、10月12

日（金）必着でご返送ください。やむを得ず総会に出席で

きない方は、必ず委任状欄に記入・捺印してください。大

会を欠席する場合も、同様に回答・委任の上、ご返送をお

願いします。 

例年、総会開催要件をみたすために苦労していますので、

ご協力をお願いいたします。 

 

・大会参加費・懇親会費・昼食代の納入 

必ず同封の振込用紙にて、10 月 12 日（金）までにご送

金ください。当日支払いの場合は別料金となったり、予約

をお受けできない場合もありますので（2 日目昼食）ご注

意ください。払い込みの金額は次の通りです（同封の振込

用紙は大会専用のものです。学会費の納入にはお使いにな

らないようにお願いします）。 

大会参加費  3,000円［当日 4,000円］ 

        （学生2,000円） 

懇親会費   6,000円 

（学生 4,000円） 

2日目昼食代  1,020円 

［締め切り後の送金・予約は、準備の都合上お受けできな

い場合がありますので、プログラム掲載の大会事務局にお

問い合わせください。］ 

 

＊会場周辺には飲食店が少なく、大会2日目は日曜のため学

生食堂も営業しておりませんので、昼食の予約をお勧めし

ます。予約した方以外への当日の販売はおこないませんの

で、ご了承ください。 

＊この7月の新潟県中越沖地震のため、現在、ボランティア

の多くが上越地域のホテルに滞在しています。開催時期の

11月もこの状態が続くことが予想されますので、宿泊場所

の確保が困難なことが懸念されます。大会事務局で斡旋す

るホテル（ホテルハイマート 〒942-0001 新潟県上越市

中央1-2-3 電話：025-543-3151 詳細はプログラム参照）

の予約をお勧めします。なお、懇親会に出席される場合は

1泊朝食付6,300 円（欠席の場合は1泊朝食付7,000円）

の割引料金で宿泊できます。 

＊プログラムの再配布はおこないません。同封のプログラム

をわすれずにご持参ください。 

（第58回大会実行委員会） 

 

会費納入のお願い 
 
9 月 1日より本学会の2007 年度（2007 年 9月 1日～2008

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、早速お払い込みください。振替用

紙の住所･氏名欄には記載漏れのないよう、ご注意ください。

会費の滞納がありますと、機関誌をお送りできません。 

なお、本誌と行き違いに納入がありました場合は、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 73 号（2008 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：〒112-8610  東京都文京区大塚2-1-1 
      お茶の水女子大学 文教育学部音楽科 永原研究室気付 

                    （社）東洋音楽学会機関誌編集委員会 

締め切り：2007年12月20日（木）必着 

（機関誌編集委員会） 
 

横道萬里雄氏がエクソンモービル音楽賞を

受賞 
 

本学会の名誉会員である横道萬里雄氏が、第37回エクソン

モービル音楽賞（邦楽部門）を受賞されました。能楽、仏教

儀礼（「寺事」）、琉球古典芸能を含む伝統的奏演芸術（「楽

劇」）などの日本文化の研究、後進の育成における功績が高

く評価されたことによります。贈呈式は10月26日に紀尾井

ホールにて行われる予定です。 
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会員異動 

名簿記載事項の訂正・変更・追加 

（2007年8月、訂正箇所は下線部） 

 

（Web版では個人情報保護のためこの部分は削除しました） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆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 
（2007年 5月～7月、到着順） 
 
『演劇研究センター2005年度報告書』 
『演劇研究センター2006年度報告書1』 

『演劇研究センター2006 年度報告書 2 坪内逍遥没後七十

年シンポジウム記録』早稲田大学21世紀COEプログラム 

『楽道』5,6,7,8月号             正派邦楽会                      

『能楽資料センター紀要』No.18武蔵野大学能楽資料センター 

『白い国の詩』2007春、夏号        東北電力(株) 

『音楽学』第52巻3号           日本音楽学会 

『国立音楽大学 演奏の80年史 東京高等音楽学院・国立音

楽学校時代 1926年－1950年3月』(冊子) 

『国立音楽大学 演奏の80年史 1926－2006』(DVD)  

国立音楽大学 

『文化人』第3号                文化人会 

『民俗芸能研究』第41,42号         民俗芸能学会 

『王光祈文献総目録－付著訳年譜－』     牛嶋憂子編著 

アジア文化総合研究所出版会 

『浜松市楽器博物館だより』No.48    浜松市楽器博物館 

『ぎふ民俗音楽』第72号       岐阜県民俗音楽学会 

『東方學會報』No.92            (財)東方学会 

『阪大音楽学報』第5号       大阪大学音楽学研究室 

『イラン音楽 声の文化と即興』(CD付) 谷正人著 青土社 

 

新刊書籍 
（ゴシック体の項目は賛助会員による刊行物） 

 

『「十九の春」を探して―うたに刻まれたもう一つの戦後史』 

川井龍介、講談社、1,785円 

『赤江瀑の「平成」歌舞伎入門』赤江瀑、学習研究社、735

円 

『アフリカン・ポップスの誘惑』多摩アフリカセンター、春

風社、1,680円 

『アンティ・ノエとエルバート教授が教えてくれた101曲の

ハワイ』サミュエル・H.エルバート、ノエラニ・マホエ（古

川敏明訳）、イカロス出版、2,400円 

『韻文文学と芸能の往還』小野恭靖、和泉書院、16,800円 

『唄いつぐ』日本子守唄協会、産經新聞出版、2,500円 

『岡家本江戸初期能型付』藤岡道子、和泉書院、12,600円 

『小倉祇園太鼓の都市人類学鉱脈社―記憶・場所・身体』 

中野紀和、古今書院、7,035円 

『音を視る、時を聴く「哲学講義」』大森荘蔵、坂本龍一、筑

摩書房、1,050円 

『音楽文化学のすすめ―いまここにある音楽を理解するため

に』小西潤子、仲万美子、志村哲、ナカニシヤ出版、2,625

円 

『楽は楽なり―中国音楽論集 古楽の復元２』明木茂夫、好

文出版、4,410円 

『桂文楽のちょっと粋な話』桂文楽 、有楽出版社、1,470円 

『歌舞伎の原郷―地芝居と都市の芝居小屋』服部幸雄、吉川

弘文館、13,650円 

『菊五郎の色気』長谷部浩、文藝春秋、999円 

『義太夫節浄瑠璃未翻刻作品集成８―信州姨捨山』義太夫節

正本刊行会、玉川大学出版部、2,415円 

『義太夫節浄瑠璃未翻刻作品集成９―鬼一法眼三略巻』義太

夫節正本刊行会、玉川大学出版部、2,415円 
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『義太夫節浄瑠璃未翻刻作品集成10―須磨都源平躑躅』義太

夫節正本刊行会、玉川大学出版部、2,415円 

『《君が代》考』東川清一、春秋社、1,890円 

『京都南座物語』宮辻政夫、毎日新聞社、1,890円 

『串田戯場―歌舞伎を演出する 』串田和美、ブロンズ新社、

2,100円 

『瞽女と瞽女唄の研究（全２冊）』ジェラルド・グローマー、

名古屋大学出版会、31,500円 

『五代目坂東玉三郎（全２巻）』坂東玉三郎、講談社、38,000

円 

『古典芸能てんこ盛り』中村雅之、淡交社、1,575円 

『あたらしい教科書（13） 古典芸能』プチグラパブリッシ

ング、1,575円 

『ことば＋α―狂言ことば京都ことば今日のことば 』茂山千

三郎、エフエム京都、1,575円 

『子供歌舞伎への旅―新作「辰巳用水後日誉」、「鏡山」、そし

て「勧進帳」』石田寛人、時鐘舎、800円 

『ざわわ―さとうきび畑』寺島尚彦、琉球新報社、1,500円 

『縄文の音』土取利行、青土社、2,310円 

『シルクロードと世界の楽器』坪内栄夫、現代書館、2,100

円 

『シンクロ・バイブス』ＫＥＩＴＡ、 内藤忠行、宝島社、2,890

円 

『志ん生伝説』野村盛秋、文芸社、1,470円 

『志ん生、語る。―家族、弟子、咄家たちが語る内緒の素顔 』

岡本和明、アスペクト、2,100円 

『志ん生讃江』矢野誠一、河出書房新社、1,680円 

『ZEAMI―中世の芸術と文化４』松岡心平、小川剛生、森話社、

2,625円 

『世阿弥がいた場所―能大成期の能と能役者をめぐる環境』

天野文雄、ぺりかん社、9,030円 

『世阿弥の中世』大谷節子、岩波書店 、8,400円 

『世界は音楽でできている（中南米・北米・アフリカ編）』音

楽出版社、1,995円 

『世界は音楽でできている（ヨーロッパ・アジア・太平洋・

ロシア＆NIS編）』音楽出版社、1,995円 

『全国年中行事辞典』三隅治雄、東京堂出版、7,875円 

『タイアップの歌謡史』速水健朗、洋泉社、819円 

『対訳でたのしむ邯鄲』三宅晶子、檜書店、525円 

『高津紘一能面を打つ』高津紘一、玉川大学出版部、18,900

円 

『「小さな木の実」とともに―伝えたい童謡の心』大庭照子、

家の光協会、1,365円 

『近松以後の人形浄瑠璃』黒石陽子、岩田書院、7,245円 

『定本落語三百題』武藤禎夫、岩波書店、8,190円 

『伝統芸能』三隅治雄 、ポプラ社、7,140円 

『長唄を読む１―古代～安土桃山編』西園寺由利、新風舎、

2,940円 

『長唄を読む２―江戸前期編』西園寺由利、新風舎、3,150

円 

『長唄を読む３―江戸後期～現代編』西園寺由利、新風舎、

2,940円 

『日本大神楽事典 改訂増補版』柳貴家勝蔵、彩流社、3,150

円 

『日本の仮面―能と狂言』フリードリヒ・ペルツィンスキー

（吉田次郎訳）、法政大学出版局、10,500円 

『日本の伝統芸能―歌舞伎入門、能・狂言入門、文楽入門―』

日本放送協会、日本放送出版協会、997円 

『日本の童謡―誕生から九〇年の歩み』畑中圭一、平凡社、

7,140円 

『能楽史年表 古代・中世編』鈴木正人、東京堂出版、15,750

円 

『能の見える風景』多田富雄、藤原書店、2,310円 

『ハワイ音楽』内崎以佐美、大阪大学出版会、3,780円 

『ハワイの音楽本―Lohe Lohe 』山内雄喜、藤崎真一 、デザ

インオフィースケイ、2,625円 

『琵琶に魅せられて―夢幻・愛の響き』上原まり、春秋社、

1,785円 

『二つの『忠臣蔵』―続歌舞伎随想』浜田恂子、未知谷、1,470

円 

『北方民族歌の旅』谷本一之、北海道新聞社、2,520円 

『舞の道―花柳芳次郎自伝』花柳芳次郎、阪急コミュニケー

ションズ、1,890円 

『まわりまわって古今亭志ん朝』志ん朝の仲間たち、文藝春

秋、1,600円 

『森の石松に会う』矢野誠一、青蛙房、1,995円 

『屋嘉宗業―三絃を響かせ』屋嘉和子、大山了己、沖縄タイ

ムス社、1,200円 

『吉田簑助と山川静夫花舞台へ帰ってきた。』吉田簑助、山川

静夫 、淡交社、1,890円 

『寄席の人たち―現代寄席人物列伝』秋山真志、創美社、1,890

円 

『落語』橘左近、実業之日本社、1,575円 
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新発売視聴覚資料 

（ゴシック体の項目は賛助会員による刊行物） 

 

●DVD 

『菊重精峰作品集』日本伝統文化振興財団、3,500円 

『立川談志ひとり会落語ライブ '92～'93（DVD BOX７本セッ

ト）』竹書房、23,940円 

『山本東次郎家の狂言』日本伝統文化振興財団、52,500円 

 

●CD 

『歌舞伎・黒御簾音楽 精選 110』尾上菊五郎劇団音楽部、

KICH-2477～9、7,000円 

『旧節・西国三十三所御詠歌』PCCG-842、2,835円 

『旧節・四国八十八所御詠歌』PCCG-845、2,835円 

『キング・ベスト・セレクト・ライブラリー2007』KICW-8827

～8841 

（内容：日本の民謡ベスト（上）、（下）、沖縄民謡（かりゆ

し編）、沖縄民謡（ゆがふ編）、民謡祝い歌、津軽三味線、

尺八民謡、日本の太鼓、日本の祭り、琴のしらべ、尺八の

ひびき、観世流小謡集、和楽器のすべて、浪曲さわり集、

吟詠歌謡） 

『箏・三弦 古典／現代名曲集（十八）』VZCG-8383-4、4,200円 

『箏カンタービレ 癒しのクラシック』絹の会、COCJ-34303、

3,000円 

『しゃっきとせ』VZCG-639、3,000円 

『三味線魂！～Shami Spirits～』大野敬正、DXCL-105、3,045

円 

『諸派の名手の演奏で聴く 宮城道雄作品集（上）』VZCG-642、

2,500円 

『諸派の名手の演奏で聴く 宮城道雄作品集（下）』VZCG-643、

2,500円 

『津軽をうたう』須藤圭子、VZCG-641、2,500円 

『鳥居名美野 箏組歌 第二集』VZCG-8385～6、5,250円 

『日本のしらべ 箏』COCJ-34299～300、 3,000円 

『日本のしらべ 尺八』COCJ-34297～8、3,000円 

『日本のしらベ 三味線』COCJ-34295～6、3,000円 

『日本のしらべ 日本の名曲 ベスト 50』COCJ-34293～4、

3,000円 

『ベスト純邦楽100』TOCF-59072～7、5,000円 

 

 

 
 

 

編集後記 
 

◇本号は、11月に行われる大会のご案内を中心に編集しまし

た。同封のパンフレットもご覧いただき、どうぞ奮って大

会にご参加ください。 

◇本号より、「新刊書籍」と「新発売視聴覚資料」の表示の

仕方に若干の変更を加えました。賛助会員として本学会に

ご支援いただいている機関が発売した書籍や視聴覚資料を、

ゴシック体で表記しています。また、今後は、毎年の会報

５月号に、賛助会員による発行物の広告を掲載する予定で

す。 

◇次回は、1月20日に発行する予定です。 

 

会報編集委員会 

理 事：野川美穂子、尾高暁子 

参 事：青栁万紀子、重田絵美、柴田真希、新堀歓乃、 

瀧知也、星野厚子、柳澤久美子 

 

 


