
「どういうこった」 

 

菜穂：「どういうこった」って歌が、松井先生の｢泣いた赤鬼｣に出てくるでしょう？ 

博士：あぁ、悪者だと思い込んでいた赤鬼が、村人を助けてくれたので、村人が不思議がる場面の歌だ

ね。 

菜穂：あの歌だけどね、お経みたいな地の底からわき上がる声がだんだん大きくなって、同じ言葉を何

度も繰り返すのよ。だからなかなか憶えられなくて……。歌詞は簡単なんだけど、出のタイミン

グとか繰り返す回数がむずかしくてね。 

博士：指揮棒を見ていてもダメかい？ 

菜穂：最初はゆっくりしているので、なんとか指揮に合わせていけるんだけれど……それに芝居をして

いると常に指揮者を見ているわけにもいかないし。 

博士：たしかに難しいね。視界の一部にでも指揮棒の動きが入っているといいんだけれどね。 

菜穂：リズムが速くなると、ちょっと初心者の私には無理ね。自分の中で一所懸命数えているんだけど。 

博士：こうゆう曲は人を頼りにせず、自分できちんと拍を数えることが大事だね。拍はこの図を参考に

すると覚えやすいかもしれない。参考にしてごらん。 
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