
9:00～ 全国大会 オンライン会場開場（「開会の辞」用Zoomリンク）

9:10～9:15

Session A のZoomリンク Session B のZoomリンク Session C のZoomリンク パネル１のZoomリンク

司会：渡辺 裕 司会：沼口 隆 司会：田崎直美 9:40～11:40

9:40～10:20 A-１　釘宮貴子 B-１　丸山瑶子 C-１　木内 涼

F・ワインガルトナーの音楽作品における日本と西洋
の融合
──オペラ『村の学校』Op.64（1919）──

ベートーヴェンのピアノとチェロの二重奏曲における
声部交差
──音響設計上の傾向と楽曲構成に対するその機能─
─

アンブロワーズ・トマの《カイド》（1849）
──19世紀中葉のオペラ＝コミックにおける「喜劇
性」に関する考察──

10:25～11:05 A-２　早坂牧子 B-２　越懸澤麻衣 C-２　永井玉藻

三浦環の蝶々夫人
──「ある晴れた日に」（1917年録音）歌唱スタイル
分析の試み──

ベートーヴェンのポロネーズと「ウィーンの伝統」 バレエの稽古伴奏における楽器の変遷
──19世紀後半のパリ・オペラ座の場合──

11:10～11:50 A-３　長木誠司 B-３　木村 遥 C-３　小林佳織

デッサウ弦楽四重奏団と日本の作曲家
──第二次世界大戦期ドイツにおける日本作品受容の
一景──

L.モーツァルト《農民の婚礼》におけるライアーの演
奏技法

オペラ座の新作におけるJ.マスネの音楽様式
──《アリアーヌ》(1906)と《バッカス》(1909)──

11:55～12:35 A-４　李 雅心 B-４　高橋健介 C-４　林 直樹

日本による再占領期中の青島における音楽活動(1938
年～1945年)

モーツァルトのレチタティーヴォ・セッコにおける通
奏低音の定型
──《コシ・ファン・トゥッテ》を中心に──

19世紀におけるマドレーヌ教会での戦争式典とレクイ
エム
──第2次イタリア独立戦争と普仏戦争を中心に──

12:35～13:30 昼休み（ランチルーム用Zoomをご利用いただけます）

Session D のZoomリンク Session E のZoomリンク Session F のZoomリンク

司会：上田泰史 司会：宮崎晴代 司会：長木誠司

13:30～14:10 D-１　林 香里 E-１　吉川 文 F-１　石井萌加

ショパンの全ピアノ作品における作曲原理としての
「響き」
──10度音程、オクターヴユニゾン、単音・単旋律に
注目して──

中世の実践的な音楽理論での音楽構造を論じる枠組
──七自由学科との関連を考える──

W. ニーマンのブラームス伝における「北方的」ブ
ラームス像

14:15～14:55 D-２　小岩信治 E-２　森 裕子 F-２　西田紘子・安川智子

シャルヴェンカ《ピアノ協奏曲第1番》にみる「未熟
な」ショパン

中世クリュニー修道院における死者のための詩編唱の
旋法
──クリュニー修道院IIIの柱頭の旋法表象との関係
性の探求──

音楽理論上の術語の伝播過程における翻訳とその影響
関係
──フーゴー・リーマン『音楽事典』の独・英・仏語
版を例に──

15:00～15:40 D-３　川上啓太郎 E-３　菅沼起一 F-３　千葉 豊 演奏＆パネル企画のZoomリンク 15:00～16:30

ケクランの《ペルシアの時》作品65の物語構成と動機
法について

ジローラモ・ダッラ・カーザのディミニューション技
法
──『パッサッジ付きマドリガーレ集第2巻』におけ
る「第二の作法」──

新即物主義の評価を巡る音楽史記述
──戦前から戦後にかけての変遷──

15:45～16:25 D-４　本間千尋 E-４　中島康光 F-４　原 塁

P.-A.-A. ド・ピイス《パンとシュリンクス》
──ミヨーとクローデルの共作カンタータの起源──

ツァルリーノ「調和概論」の規則に先行する二重対位
的手法
──デュファイからオケゲムまでの作品に見る実践の
諸相──

武満徹の1950年代の創作における「愛」について
──シュルレアリスム及びアヴァンギャルド芸術との
関わりから──

16:30～17:30 （時間が決定しました）総会

17:45開始

ヘルダーリンを通して見える
20世紀ドイツ歌曲の新側面

コーディネーター＆演奏
子安ゆかり

演奏
藤澤彩子（非会員）・照屋篤紀（非会員）

パネリスト
中村 仁・畠山 寛（ドイツ文学／非会員）

日本音楽学会第71回全国大会（オンライン開催）　プログラム

大会第１日　11月14日（土）

（時刻が決定しました）情報交換会用Zoomリンク

21世紀における多次元的ロシア音楽研究
──個と社会が交差する場としてのロシア音楽──

コーディネーター
一柳富美子

パネリスト
石井優貴
野原泰子

一柳富美子
山本明尚

（時間が変更となりました）開会の辞（「開会の辞」用Zoomリンク）



Session G のZoomリンク Session H のZoomリンク Session I のZoomリンク パネル２のZoomリンク

司会：安田和信 司会：奥中康人 司会：沼野雄司 9:40～11:40

9:40～10:20 G-１　砂川巴奈歌 H-１　佐藤由佳子 I-１　Cheong, Wai-Ling

18世紀初期フランスにおける器楽と「詩」の関係
──ユベール・ルブランの言説を中心に──

東京商船学校における初期の校歌をめぐる文化状況
──民衆音楽の文化とのつながりに着目して──

Metric and Rhythmic Novelty in Scriabin’s Piano Sonatas

10:25～11:05 G-２　桒形亜樹子 H-２　武石みどり I-２　前田裕佳

J.S.バッハ《平均律クラヴィーア曲集第2巻》拍子記
号と速度考察
──新様式への移行とその抬頭、第1巻との比較──

大正～昭和初期の映画館の音楽
──洋楽受容史の観点から──

ピアノ作品におけるスペクトル音響構造の諸傾向
──J. ハーヴェイ、M. リンドベルイ、P. ルルーを
例に──

11:10～11:50 G-３　籾山陽子 H-３　井上さつき I-３　水野みか子

ヘンデル《陽気の人、ふさぎの人、温和な人》におけ
る英詩の扱い
──発音・韻律や気質表現に着目して──

1920年代の日本楽器製造（現ヤマハ）について
──箕輪焉三郎文書を通して──

日本における電子音響音楽アーカイブの指針と基盤構
築の研究

11:55～12:35 G-４　新林一雄 H-４　小田智美 I-４　印牧沙織

18世紀のダルムシュタット宮廷楽団が生み出した鳴り
響き
──楽団で筆写された交響曲における管弦楽法の解明
──

地域展開する浅草オペラ
──京都日出新聞の分析を通じて──

沈黙のゲシュタルト
──マーク・アンドレと休符の多様性──

12:35～13:30 昼休み（ランチルーム用Zoomをご利用いただけます）

Session J のZoomリンク Session K のZoomリンク Session L のZoomリンク パネル３のZoomリンク

司会：濱崎友絵 司会：大田美佐子* 司会：谷口昭弘 13:30～15:30

13:30～14:10 J-１　飯野りさ K-１　内藤眞帆 L-１　仲辻真帆

シリア正教会の聖歌における八旋律群の諸特徴
──音文化的視点から考える──

「異化」された管弦楽法への道
──グスタフ・マーラー〈第1交響曲〉の改訂プロセ
ス──

柴田南雄の民謡観
──《追分節考》および『俗楽旋律考』の再考──

14:15～14:55 J-２　上尾信也 K-２　佐野旭司 L-２　鈴木聖子

『カンティガス・デ・サンタマリア』挿図の楽器と衣
装
──地中海世界の文化の混淆・継承・伝播──

20世紀初頭ウィーンの創造的音楽家協会
──「第４回歌曲の夕べ」の作品に見る新たな試み─
─

「ベートーヴェン人生劇場＜残侠篇＞」（1970）の歴
史的意義
──『題名のない音楽会』における日本の伝統音楽芸
能の役割──

15:00～15:40 J-３　明木茂夫 K-３　齋藤由香利 L-３　葛西 周

京劇はなぜジンジュになったのか
──学校音楽教科書における中国音楽用語のカタカナ
表記について──

A.ツェムリンスキー《12の歌曲》作品27の出版譜の問
題
──自筆譜に基づいた新たな校訂に向けて──

「聴取の場」としての観光地
──通ジャンル的聴取論に向けて──

15:45～16:25 J-４　加納遥香 K-４　竹内茂夫 L-４　石橋鼓太郎

社会主義ベトナムの文化政策におけるオペラ受容
（1954～1965年）

《ワルシャワの生き残り》のヘブライ語合唱部分の発
音と歌詞

野村誠の音楽実践における偶然性
──「千住だじゃれ音楽祭」におけるふるまいの分析
を中心に──

16:30～16:35  閉会の挨拶（Session J のZoomリンク）

* Session Kの司会者は変更となりました

（特に受付時間はありません。参加されるSessionのZoomリンクからお早めにアクセスください）

大会第２日　11月15日（日）

〈ベートーヴェン生誕250周年記念 実行委員会企画〉

100年前のベートーヴェン

コーディネーター
沼口 隆

パネリスト
齋藤 桂
白井史人
沼口 隆
安川智子

カミーユ・サン＝サーンスと「クラルテ」概念
──多面的音楽家像を越えて──

コーディネーター
上田泰史

パネリスト
上田泰史
中西充弥
安川智子

コメンテーター
友利 修


