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第 39 回通常総会のお知らせ 
 

第39回通常総会召集状       2008年8月20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39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 2008年11月16日（日） 13時00分〜14時30分 

場所 武蔵野音楽大学6号館293教室 

 

審議事項 

第一号議案 役員改選の件 

第二号議案 2007年度事業報告の件 

第三号議案 2007年度財務諸表の件 

第四号議案 2007年度総括収支計算書の件 

第五号議案 2008年8月31日現在会員異動状況の件 

第六号議案 2008年度事業計画の件 

第七号議案 2008年度収支補正予算の件 

第八号議案 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

の委任状欄に署名捺印の上ご投函ください。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ください。 

・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

にご連絡ください。 
 
第 5９回大会のご案内 
 

東洋音楽学会第59回大会を、同封のプログラムの通り、武

蔵野音楽大学において開催します。 

第１日（11 月 15 日）には、特別公演「板橋の田遊び（赤

塚諏訪神社」とシンポジウム「日本音楽研究の学際化と国際
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化」があります。特別公演の板橋の田遊びは、豊作祈願の予

祝芸能として、国の重要無形民俗文化財に指定されている東

京都の貴重な伝承です。シンポジウムでは、アメリカ、オー

ストラリア、ヨーロッパで日本音楽研究に携わった経験のあ

るパネリストをむかえて、日本音楽研究を学際的かつ国際的

学問として構築していくための熱い討論を予定しています。

第２日（11 月 16 日）には、２会場において、多分野にわた

る計19本の研究発表が行われます。また、期間中には、武蔵

野音楽大学楽器博物館の楽器特別展が開催されます。第１日

には、博物館員のガイドによる特別展見学ツアーも行います。

会員の皆様の多数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20

日（月）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、委任状の回収率が低く、大会直前

まで督促を続けなければ総会の定足数に達しない状況です。

事態改善のため、皆様のご協力のほど重ねてお願いいたし

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 20 日（月）までに、ご

入金ください。10 月 20 日までに納入された方には、大会

参加費の割引（「早割」）がありますので、早めのご入金を

お勧めいたします。払い込みの金額は次の通りです。 

 

大会参加費   

正会員  4000円  

＊「早割」（10月20日まで） 3000円 

学生会員 3000円  

＊「早割」（10月20日まで） 2000円 

懇親会費   6000円（学生会員3000円） 

第２日の昼食代（お弁当とお茶） 850円 

☆非会員 第１日公開講演会参加費(資料代)1000円 

 

＊同封の振込用紙は大会専用のものですので、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。 

＊大会第２日は、ご予約をいただいた方へ、昼食用のお弁当

（お茶付き）の販売を行ないます。会場周辺に飲食店はあ

りますが、大会第２日・日曜日の営業店は限られます。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

は行いませんので、ご了承ください。 

＊期間中、書籍展示販売コーナーを設置します。書籍等の展

示や販売をご希望の方は、10 月 17 日（金）までに、大会

実行委員会電子メール（togtaikai2008@yahoo.co.jp）にお

申込み、お問い合せください。その際、当日お越し下さる

販売担当の方のお名前もお知らせいただければ幸いです。 
＊大学構内に駐車スペースはありませんので、お車でのお越

しはご遠慮ください。 
＊大会実行委員会では、宿泊所の斡旋を行いません。 

＊プログラムの再配布はありませんので、当日は、同封のプ

ログラムを忘れずにご持参ください。 

（第59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2008 年度（2008 年 9月 1日～2009

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 74 号（2009 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 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） 
送付方法：プリントアウトした原稿を郵送すること。

ただし、書留郵便にはしないこと。（直接持参、

または、メール添付では受け付けない。） 
締め切り：2008 年12月22日（月）必着 

（機関誌編集委員会） 
 

学会ホームページが新しくなりました 
 
学会の活動内容や歴史について、情報をわかりやすく伝え

ることができるよう、ホームページのデザインを一新しまし

た。URL は今までと同じです（http://wwwsoc.nii.ac.jp/tog/）。
「学会からのお知らせ」のコーナーでは、随時、会員のみな

さまへの情報を掲載していく予定です。ぜひご覧ください。

（情報委員会） 
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藝術学関連学会連合第４回公開シンポジウ

ムのプラン募集のお知らせ 
 

藝術学関連学会連合では、第４回のシンポジウムを来年６

月中旬に開催する予定です。シンポジウムのテーマは本学会

から提案することができます。多数の藝術学関連の学会が一

堂に会する貴重な場です。来年度のシンポジウムのテーマに

ついて、ご提案のある方は、下記の内容を踏まえて、９月末

（多少の猶予は可）までに委員の遠藤徹または学会事務局に

お知らせください。期日が迫っているので、おおよその案（あ

るいは提案の意志）のみでも構いません。 

１ 主題は、提案者の所属する学会の領域を踏まえつつ

も、多くの学会の会員に共通の関心に属するものでな

ければならない。 

２ パネリストは、五人（前後）とし、全員が別々の学

会に所属するように選出する。 

３ 提案者は、テーマに加えて、五百字以内の趣旨説明

と、パネリストの構成案を添えること。 

なお、藝術学関連学会連合に参加している学会は下記のと

おりです。 

意匠学会、建築史学会、国際浮世絵学会、東北藝術文

化学会、東洋音楽学会、日本映像学会、日本演劇学会、

日本音楽学会、日本デザイン学会、日本民俗音楽学会、

比較舞踊学会、美学会、美術科教育学会、美術史学会、

舞踊学会、広島芸術学会、服飾美学会  

過去のシンポジウムの概要については、藝術学関連学会連

合のホームページ（http://wwwsoc.nii.ac.jp/geiren/）を参

照してください。              （遠藤徹） 

 
会員異動 
名簿記載事項の訂正・変更・追加 

（2008年5月～8月、訂正箇所は下線部） 

（個人情報にかかわる部分は削除しました。レイアウ

トとページ数の乱れはご容赦ください） 
 
 
 
◇新入会員（所属は入会申請時）  

 以下の24名1団体は、ほんらい会報72号に掲載すべき新

入会員でした。編集上の手違いから掲載が遅れ、ご迷惑をお

かけしましたこと、ここにお詫びします。 

 なお、この掲載の遅れのために、『東洋音楽研究』第73号

末の賛助会員と特別会員への謝辞の中に、大阪芸術大学のお

名前が掲載されませんでした。あわせてお詫びします。 

 
 
 
 
〈特別会員〉 
大阪芸術大学（おおさかげいじゅつだいがく） 
〒546-0023 大阪市東住吉区矢田2-14-19  
学校法人塚本学院 総務課 
Tel (06)6692-7487 Fax (06)6691-9255 
 
 
 
 
 
 
 
 
◆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。 
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図書・資料等の受贈 
（2008年5月～8月、到着順） 

☆は寄贈者（発行者と同一の場合は省略） 
 
『日本音楽学会会報』第72号 日本音楽学会 

『能楽資料センター紀要』No.19 武蔵野大学能楽資料セン

ター 

『「日欧・日亜比較演劇総合研究プロジェクト」成果報告集』 

早稲田大学演劇博物館 

『美学論究』第二十三編 関西学院大学文学部美学研究室 

『ぎふ民俗音楽』第76号 岐阜県民俗音楽学会 

『阪大音楽学報』第6号 大阪大学音楽学研究室 

『楽道』5,6,7,8月号 正派邦楽会 

『四天王寺聖霊会の舞楽』 南谷美保著 東方出版 

『わらべうた・遊びの魅力』 岩井正浩著 第一書房 

『これが高知のよさこいだ！―いごっそとハチキンたちの熱

い夏』 岩井正浩著 岩田書院 

『八橋検校 十三の謎』 釣谷真弓著 アルテスパブリッシ

ング 

『東方學會報』No.94 (財)東方学会 

『News Letter』No.2 早稲田大学演劇博物館グローバルCOE

プログラム 

『映像アーカイブ 日本語を歌・唄・詠う』（DVD 4枚、解説

書） 中山一郎編 アド・ポポロ ☆大阪芸術大学藝術研

究所 

『音楽三世 田邉秀雄 自叙伝』 田邉秀雄著 Culture 

Publication 

『大阪府の民謡―民謡緊急調査報告書』復刻版 大阪府教育

委員会 

『大阪府の民謡 昭和 62・63 年度府内民謡緊急調査より』

（CD 3枚） 労作歌／祝祭の歌、踊り歌／子守歌、わらべ

歌 大阪府教育委員会 

『大阪府の御供物行事』 大阪府教育委員会 

『大阪府の御田植祭』 大阪府教育委員会 

『ふるさと文化再興事業 地域伝統文化伝承事業実施報告書

（平成13年度～平成15年度）』 上方文化の復活実行委員

会事務局 ☆大阪府教育委員会 

『泉州地域の盆踊り』泉州民俗芸能記録作成実行委員会  

☆大阪府教育委員会 

『民俗芸能研究』第44号 民俗芸能学会 

 

新刊書籍 
（ゴシック体の項目は賛助会員による刊行物） 

 

『朝比奈隆―すべては「交響楽」のために』岩野裕一、春秋

社、3,150円 

『絵で読む楽家録』安倍季昌、書肆フローラ、8,400円 

『面白いほどよくわかる歌舞伎』宗方翔、日本文芸社、1,470

円 

『音楽空間の社会学文化における「ユーザー」とは何か』粟

谷佳司、青弓社 、2,100円 

『音楽のリズムその起源、機能及びアクセント』マティス・

リュシ－、飯島かほる、中央ア－ト出版社、2,100円 

『音大進学・就職塾』茂木大輔、音楽之友社、1,575円 

『改訂新版 実践的指揮法―管弦楽・吹奏楽の指揮を目指す

人に』小松一彦、音楽之友社、2,520円 

『兼常清佐著作集 第１巻～第５巻』兼常清佐、蒲生美津子、

大空社 、78,750円 

『歌舞伎ギャラリー50―登場人物＆見どころ図解』田口章子、

学習研究社、2,940円 

『歌舞伎・主人公百選（日本古典芸能シリーズ）』藤田洋、た

ちばな出版、2,100円 

『歌舞伎のかわいい衣裳図鑑』君野倫子、小学館、1,680円 

『上代支那正楽考―孔子の音楽論（東洋文庫）』江文也、平凡

社、3,150円 

『カメ流』市川亀治郎、角川学芸出版、2,000円 

『カラヤンと日本人（日経プレミアシリ－ズ）』小松潔、日本

経済新聞出版社、892円 

『カントリー音楽のアメリカ』ロバート・ロルフ（ロルフ早

苗訳）、南雲堂フェニックス、3,150円 

『完本管絃楽法』伊福部昭、音楽之友社、25,200円 

『狐のかんざし』花柳章太郎、三月書房、2,625円 

『近代歌舞伎年表 名古屋篇 第２巻（明治21年～）』国立劇

場、八木書店、18,900円 

『靴が鳴る』清水かつら、ネット武蔵野、1,600円 

『芸者論―神々に扮することを忘れた日本人（改訂版）』岩下

尚史、雄山閣、2,940円 

『現代音楽を読み解く 88 のキーワード―12 音技法からミク

スト作品まで』ボスール（栗原詩子訳）、音楽之友社、2,940

円 

『黒人霊歌は生きている』ウェルズ恵子、岩波書店、3,360

円 

『心より心に伝ふる花（角川ソフィア文庫 ）』観世寿夫、角

川学芸出版、859円 

『古代音楽論集（西洋古典叢書）』アリストクセノス、プトレ

マイオス・クラウディオス、 京都大学学術出版会、3,780

円 

『四天王寺聖霊会の舞楽』南谷美保、東方出版、2,940円 
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『松竹歌舞伎検定公式テキスト』松竹、マガジンハウス、3,150

円 

『信州ゆかりの―日本の名歌を訪ねて』大内壽惠麿、ほおず

き書籍、2,100円 

『図解日本音楽史』田中健次、東京堂出版、2,730円 

『世界の国歌総覧 全楽譜付き』マイケル・ジェミ－ソン・

ブリストウ、別宮貞徳 、悠書館、6,090円 

『魂（ソウル）のゆくえ』ピーター・バラカン、アルテスパ

ブリッシング、1,890円 

『團十郎の歌舞伎案内（ＰＨＰ新書）』市川団十郎（12 世）、

ＰＨＰ研究所、777円 

『中東・北アフリカの音を聴く』水野信男、スタイルノート

2,310円 

『手あそび感覚で表現する手話によるメッセージソング ベ

スト２５』伊藤嘉子、音楽之友社、2,730円 

『定本日本の喜劇人（全２冊）』小林信彦、新潮社、9,975円 

『なりきり歌舞伎体操』湯浅景元、ポプラ社、1,575円 

『日本の軍歌は芸術作品である。』林秀彦、ＰＨＰ研究所、997

円 

『日本人登場―西洋劇場で演じられた江戸の見世物』三原文、

松柏社、3,675円 

『熱烈文楽』中本千晶、廣田修、三一書房、1,890円 

『能楽史年表 近世編 上巻』鈴木正人、東京堂出版、15,750

円 

『能楽ハンドブック 第３版』小林保治、三省堂、1,575円 

『能・狂言を楽しむ本』主婦と生活社、1,450円 

『能に観る日本人力―武術・整体研究家が読み解く、能楽師

の身体に秘められた古の知恵と能力 』梅若基徳、河野智聖、

ＢＡＢジャパン、1,680円 

『華のなにわの舞台裏―仕掛人並木正三ばなし』向山正家、

澪標、1,575円 

『林光の音楽』林光、小学館、44,100円 

『舞台を観る眼』渡辺保、角川学芸出版、1,995円 

『仏教音楽への招待』飛鳥寛栗、本願寺出版社、1,575円 

『仏教讃歌―私からのメッセ－ジ』柏酒孝鏡、大法輪閣、2,800

円 

『文化中心音楽療法』スティーゲ（阪上正巳ほか訳）、音楽之

友社、5,880円 

『文楽住大夫語り』ヒロセマリコ、松久保秀胤、アートダイ

ジェス、3,000円 

『みんなの歌舞伎―この一冊ですべてがまるごとわかっちゃ

う ベストセレクト 773』平成歌舞伎応援団、ベストブッ

ク、1,365円 

『ム－サの贈り物（聖女・悪女伝説神話／聖書編）３』喜多

尾道冬、音楽之友社、2,940円 

『面打ちの技法彫刻から彩色・化粧まで（新装普及版）』伊藤

通彦、日貿出版社、4,200円 

『八橋検校十三の謎』釣谷真弓、アルテスパブリッシング、

2,100円 

『読んで楽しい日本の童謡』中村幸弘、右文書院、1,890円 

 

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 
『熱く響け！スクールコーラス ―渡瀬昌治の合唱指導』音

楽之友社、3,990円 

『歌舞伎のいき 第１巻 基礎編（小学館 DVD BOOK ｼﾘｰｽﾞ

歌舞伎）』小学館、3,990円 

『勧進帳・紅葉狩―市川團十郎・市川海老蔵パリ・オペラ座

公演（小学館DVD BOOK ｼﾘｰｽﾞ歌舞伎）』小学館、3,990円 

『声の発育 美しい声を育てるために』米山文明監修、音楽

之友社、3,570円 

『能と花の二夜―能「土蜘蛛」／狂言「鐘の音」』日本伝統

文化振興財団、6,300円 

『能と花の二夜―能「道成寺～赤頭」』日本伝統文化振興財

団、6,300円 

『東アジアの琴と箏―絃の拡がりと彩り』大阪音楽大学制作、

井口淳子企画・監修、教育芸術社、6,300円 

 
●CD 
『アイヌ・北方民族の芸能』VZCG-8395、9,000円 

『安藤政輝 箏の世界 ３』VZCG-659、3,150円 

『沖縄の唄 ベスト』KICW-9047/8、2,999円 

 

『送り（イヨマンテ）―神と二風谷アイヌの語らい』萱野茂

監修、VZCG-683、2,100円 

『五世 清元延寿太夫名演集』VZCG-8389〜8394（6 枚組）、

18,900円 

『琴のしらべ ベスト』KICW-9051/2、2,999円 

『虚無僧尺八の世界 京都の尺八 I 虚空』中村明一、

VZCG-680、3,150円 

『サヌカイト―古代石の自然律』、土取利行、VZCG-685、2,500

円 

『尺八のしらべ ベスト』KICW-9053/4、2,999円 

『縄文鼓―大地の響震』、土取利行、VZCG-686、2,500円 

『箏・三弦 現代名曲集（十九）』正派邦楽会、VZCG-682、2,940

円 
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『茶音頭／八千代獅子／鶴の声』米川文子、VZCG-6053、2,100

円 

『津軽三味線 ベスト』KICW-9049/50、2,999円 

『銅鐸―黄金の鼓動』土取利行、VZCG-684、2,500円 

『日本のしらべ ベスト』KICW-9055/6、2,999円 

『ノイズレス SP アーカイヴズ・今井慶松〈Ⅰ〉～〈Ⅲ〉』

VZCG-404～406、各3,000円 

『ノイズレスSPアーカイヴズ・七世芳村伊十郎〈Ⅰ〉～〈Ⅲ〉』

VZCG-407～409、各3,000円 

『邦楽舞踊シリーズ（全69枚）』VZCG-6001～6069、各2,100

円 

『水の変態―宮城道雄作品集』砂崎知子、COCJ-35135、2,500

円 

『民謡ベスト 上・下』KICW-9043/4～9045/6、各2,999円 

『琉球・沖縄舞踊曲集―西江喜春のうた世界』COCJ-35111-3、

6,000円 

『朗読・宮城道雄随筆集５「垣隣り」（上）』VZCG-665、2,100

円 

『朗読・宮城道雄随筆集６「垣隣り」（下）』VZCG-666、2,100

円 

『朗読・宮城道雄随筆集７「夢の姿」（上）』VZCG-667、2,100

円 

『朗読・宮城道雄随筆集８「夢の姿」（下）』VZCG-668、2,100

円 

『ワールド･ルーツ･ミュージック・ダイジェスト（ヴォーカ

ル編）』KICW85192～3、2,000円 

『ワールド・ルーツ・ミュージック・ダイジェスト（インス

トゥルメンタル編）』KICW85194～5、2,000円 

 

 

 
編集後記 
 
◇第59回大会プログラムとともに、本号をお届けします。プ

ログラムとの同封で、発行日よりやや遅れての発送となりま

すが、どうぞご了承ください。 
◇今秋の大会も間近に迫りました。おおくの皆様のご参加を

お待ちしております。なお、新しい試みとして、参加費の早

期割引が導入されました。第２頁に掲載の関連記事をご確認

ください。 
◇会報72号の新入会員情報が掲載もれであったことが、今号

編集時に判明しました。会員各位にご迷惑をおかけしまし

たこと、あらためてお詫びいたします。 
 

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 

 

 


