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はじめに
挨拶

　こんにちは。 街
マチカドマーボーズ

角麻婆豆代表の中
な か ざ こ さ か な

雑魚酒菜で

す。 この譜集をお手にとっていただき誠にあり

がとうございます。 街角麻婆豆としてはペーパー

も含めますと 7つ目の譜集になります。 この譜

集から一度リセットをかけ、過去に出した譜集に

収録されている楽曲も浄書しなおして収録しま

す。 この本と同じスタイルでどこまで出せるか

勝負しますのでよろしくお願い致します。 

　そもそもポケットスコアが、更に街角麻婆豆の

楽譜がどのくらいの人に求められているかは全く

の未知数ですが、楽譜を希望する声は時々頂きま

すので、このような形で発行と相成りました。 

この譜集からナンバリングしていきますが、この

シリーズでは実際に CDなどに収録したときに使

用した楽譜を読みやすいように浄書して収録しま

す。 また、私がイベントのアフター景品用に会

場で殴り書きした楽譜もできる限り浄書して収録

します。 楽譜を使用せずにアドリブで録音した

楽曲も、正確に楽譜に起こす予定です。 

　それぞれの楽曲の解説につきましては、楽曲の

制作経緯や出典は楽曲解説の項に、演奏時の注意

事項は各楽曲のタイトル下に書きました。 

　それではお楽しみ下さい。 

楽曲解説
1. 石焼芋

原曲：稲田姫様に叱られるから 
　　　人恋し神様　～ Romantic Fall 
編曲：中雑魚酒菜

　2009年 10月の第 5回東方紅楼夢発行「⑨
ク

リコー

ダーバカルテット」が初出。 「⑨リコーダーバカ

ルテット」は、4人で演奏出来る楽譜に CDがセッ

トになっている譜集だったが、譜集はあまり売れ

ず CD単体が飛ぶように売れた。

　日本人ならおなじみの「い～しや～きいも～お

いも！」の旋律で始まるワルツ風の楽曲。今回の

譜集のために大幅に改訂し、静姉の曲も中間に挿

入。オリジナルアレンジではミュゼットの後にオ

リジナルの経過句が挿入されており好評だった

が、静姉のために削除。

　Bから始まる穣子さまは、フレーズごとに余
計な小節を挿入して 4小節単位にならないように

し、陽旋法を使ってイモっぽさをアピール。 C
からは西洋音階でかわいさをアピール。 Dから
はミュゼット (フランスのバグパイプ、および

それを用いた楽曲風 )で田舎の野良神様をアピー

ル。 Gのトリオに入る経過句で木を蹴って葉を
散らす静姉さんをアピール。 Hからのマズルカ
風の編曲で姉の威厳をアピール。 Lから紅葉の
はかなさをアピール。 Nの石焼芋で再び穣子さ
まへ。 Rから複調で穣子さまと石焼芋を奏して
陰旋法終止。 乙女心と秋の空と調性。

2. かっぱのわるつ
原曲：芥川龍之介の河童 ～ Candid Friend 
編曲：かっつん

　　書き下ろし。 にとりんのワルツ。 多くのワ

ルツはゆったりとしたテンポで始まることが多い

が、これを序奏と呼ぶ。女装ではない。 その後

いくつかのワルツが奏され、最後にコーダでこう

だ！とキメて終わる。 ワルツはそれぞれ特徴的
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な旋律やアレンジが施してあり、その対比を楽し

む。 今回のにとりんのワルツは 3つのワルツで

構成されている。 

　演奏の方はアルト、テナー、バス、グレートバ

スからなる 8' (はちフィート )群と、ソプラニー

ノ、ソプラノ、アルト、テナーからなるオクター

ブ高い 4'群の組み合わせを楽しむ楽譜になって

いる。 楽譜どおりに演奏するには最低 16人必要

だが、楽譜そのものは 4段なので 4人でも問題な

く演奏出来る。 録音では 8'はアルト 4人、テナー

3人、バス 3人、グレートバス 4人、4'はソプラ

ニーノ3人、残りは2人ずつの計23人で演奏した。 

全部僕だけどね。 リコーダーオーケストラの鉄

則に従って、人数が多い場合はあまりビブラート

はかけずに音価も短めで演奏するとよい。 スラー

が長めなので奏者が少ない場合は適当に分割した

方が良いが、腕に自信がある方は是非とも分割せ

ずに挑戦して欲しい。 僕はスゲー苦労した。

3. 皺を雛と空目するくらいには鍵山さん

が好きなロンド
原曲：運命のダークサイド 
　　　厄神様の通り道　～ Dark Road 
編曲：中雑魚酒菜

　2012年 10月の第 8回東方紅楼夢発行「地獄の

音楽練習帳」が初出。この譜集のために道中曲も

入れてロンド形式に拡張。 ロンド形式と複合三

部形式の境目が曖昧なため、どちらかというと複

合三部形式に感じるかもしれない。 ひたすら 16

分音符で進む楽譜で雛ちゃんっぽさを演出。 ドッ

ペルドミナント、下方変位、増 2度を多用するこ

とで雛ちゃんのゴシックロリータっぽさも演出。 

　Aから第 1主題、メロディーがいろいろなパー

トに飛んでくるくる回ってる感を演出。 Bから
第 2主題、低音密集とメロディーの掛け合いで厄

い感じを演出。 Dから「あっ、そう！」感を演出。 

Eから厄神っぽさを演出。 Iからいっそう厄く

なって終わり。

　普段からバロックのレパートリーを吹いている

団体ならそれほど難しくないはず。 グレートバ

スがない場合、全体を 5度上げればソプラノ～バ

スで演奏可能。ただし難易度は上がる。

4. ピタゴラチルノ
原曲：おてんば恋娘 
編曲：中雑魚酒菜

　「⑨リコーダーバカルテット」収録の同タイト

ルのものを 2009年の冬コミ (C77)発行の「東方

縦笛総集編 -第壱樂章 -」に収録する際に尺を伸

ばしたロングバージョン。 この譜集のために少々

音の配置を変更。  元ネタは言うまでもなく栗コー

ダーカルテットの「ピタゴラスイッチのテーマ」

と「マヨネーズ第二番」

5. Autumn Minuett
原曲：稲田姫様に叱られるから 
編曲：中雑魚酒菜

　初出は 2010年の第 6回東方紅楼夢に発行した

秋姉妹クリアファイル楽譜セット。 クリアファ

イルにこの楽譜を挟み込み 500円で頒布。 楽譜

が好評だったため、きちんと演奏したものを翌年

2011年の博麗神社例大祭 8発行「雨上ｶﾞﾘ」に収録。

　元々は石焼芋をピアノのためにトランスクリプ

ションする予定だったのだが、もう少しピアノら

しくメヌエットに変更。 2声で静かに入り、アル

ペジオで美しく決めたら中間のミュゼットで奏者

の技量を見せる。

　2012年冬コミ (C83)発行の秋姉妹合同収録時

に声部を増やしたものを収録。 この楽譜は難し

いほう。 とはいえ練習すれば十分弾ける難易度

なので挑戦して欲しい。
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 6. アフター景品「秋めく滝じゃけぇ」
原曲：フォールオブフォール　～ 秋めく滝 
編曲：中雑魚酒菜

　2012年の広島で開かれた「東方椰麟祭第三幕」

のアフター色紙オークション用に会場で書いた楽

譜。 現物はオークションで 3,000円で落札された

ので、今回は写真を元に復元。 初見で弾くには

難しいかもしれない。

　ペダルを使ってレガートとスタッカートの対比

を出すと椛の疾走感が出るはず。

7. 風色の教室
原曲：神さびた古戦場　～ Suwa Foughten Field 
編曲：中雑魚酒菜

　元になったアレンジは、2011年の博麗神社例

大祭 8にボイスドラマサークル「ムラサキノオト」

が発行した「幻想郷の終わらない秋」の守矢神

社のテーマ曲。 オルガンで書いたら重いとのこ

とで、リコーダーに書き直して OKをもらった。 

そのリコーダー版は 2011年のネオ博麗神社例大

祭 8発行「あわせて」に「守矢神社の縁側」とい

うタイトルで収録。 このオルガン版はリコーダー

版を元に逆編曲したもの。 音源は 2012年の華激

ノ宴発行「風景色」に収録。

　2列以上あるリードオルガン (足踏みオルガン )

が好ましいが、一列でも問題なく演奏可能。 少々

低音密集気味に書いたので、気になる方は適当に

移調して演奏して欲しい。

8. 二柱
原曲：神々が恋した幻想郷 
編曲：中雑魚酒菜

　街角麻婆豆でチェロを弾いているラステイル君

が、ヴァイオリン奏者とデュオコンサートを開

くというので贈った曲。 夜中にスカイプで連絡

があり、30分くらいで 1曲書いて下さいという

注文に応えたもの。 無茶ぶりにもかかわらず予

想以上に完成度が高かったため、2012年冬コミ

(C83)発行「舞踏会のドスコナウォシチ」にアペ

ンディクスとして収録。10分ほど練習すれば最

後まで通る簡単なアレンジ。 仮タイトルは「神々

がどうした幻想郷」だった。

　特に何も考えてないのでアドリブで適当に弾い

て欲しい。

9. Lassan jarj, friska cseng
原曲：ネクロファンタジア 
　　　遠野幻想物語 
編曲：中雑魚酒菜

　ゆかちぇん！！ 藍さまハブにしよーぜ！！ 

ってことで 2012 年冬コミ (C83) 発行「舞踏

会のドスコナウォシチ」収録のチャールダー

シュ。 録音では第 1バイオリン、第 2バイオリ

ン、チェロは各 1人ずつだが、各 3人くらいが

最適なはず。 また、コントラバス奏者がいれば

アドリブで加わって欲しい。 ピアノの代わりに

ツィンバロンを使った方が雰囲気が出るはず。 

手書きの楽譜をヴァイオリン奏者に見せて検討し

ながら書いた楽譜なので、べらぼうに難しい訳で

はない。とはいえ、録音当日は結構苦労した。ろ

こさんありがとう！

10. 日向陰
原曲：ほおずきみたいに紅い魂 
　　　妖魔夜行 
編曲：中雑魚酒菜

　初出は 2009年の冬コミ (C77)発行の「東方縦

笛総集編 -第壱樂章 -」収録の同タイトルのリコー

ダーアンサンブル曲。 それを 2011年の夏コミ

(C80)発行の「幻想郷の五人組」のためにピアノ

とチェロを加えて再編曲したもの。 正確なタイ

トルには「ホールコンソート・ピアノ・チェロの

ための」と前置きが付いているが、長いのでみん

な「日向陰」としか言わない。
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　8'が各 2人ずつ、4'が 1人ずつを想定して書い

たが、3人ずつと 2人ずつでも効果的になるよう

に指示を書き直した。 2009年 11月 25日のツイッ

ターの書き込み「ルーミアの曲には、ダブルフィー

ト演奏、バッソ・オスティナート、四度差音によ

る疑似低音拡張、裏コードを使用した増四度転調、

リコーダーは臨時記号の多い曲はクロスフィンガ

リングになり音が暗くなる技法など、結構頑張っ

て編曲している。」のとおり、これらのギミック

はすべて使用してある。

　リコーダーはそれほど難しくないが、生で演奏

する場合はモダン楽器であるチェロとピアノ、古

楽器であるリコーダーとの音量の差に注意。鳴り

のよい現代設計のリコーダーを使うとよい。

　盛り上がるところでもルーミアの闇っぽさを忘

れないように。

　元ネタは梁邦彦の「Alice in a Mirror」
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石焼芋
稲田姫様に叱られるから / 人恋し神様　～ Romantic Fall

作曲：ZUN（上海アリス幻樂団）

編曲：中雑魚酒菜（街角麻婆豆）

■テンポ：ワルツではないので 1拍を 1つで取る ■くさび形スタッカート：通常のスタッカートよりも短めで、特に
アクセントやフレーズの終わりなどを意図していないことを表す記号として使った ■ 13-14：同音の 8分音符のタイ
は他のパートと長さを正確にそろえる ■ Cアウフタクト：アクセントでもよい ■ 38：A. は |0 12 45|-|0 45| を使
えば正確な音程で fisが出る ■ 45：S. の eは録音では |0 123 45| ではなく |0 23 45| を使った ■ 55：A. の前打音
は 7孔で、T. の c は |0 123| ■ 62：同じく 7孔で ■ 73：S. のターンの hは |123 4| で ■ 85：A. の e は |0 23|
で ■ 108：A. の as の対斜が気になるなら伸ばさずに切ってもよい ■ 190：A. の fis は |0|、dis は |0 23 46| で
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