
芸術科（音楽Ⅰ） 実践事例

１ 題材名 「イタリア語による歌唱表現」

・教材名 「Ｓａｎｔａ Ｌｕｃｉａ」

「Ｏ ｓｏｌｅ ｍｉｏ」

２ 題材の目標

イタリアの歌曲に関心をもち、多様な表現による味わいを感じ取るとともに、歌詞と旋律との調和を

大切にしながら表現を工夫し、響きのある歌声で歌うことができる。

３ 題材の評価規準

観点１ 観点２ 観点３ 観点４

関心・意欲・態度 芸術的な感受や 創造的な 鑑賞の能力

表現の工夫 表現の技能

内 （歌唱） （歌唱） （歌唱） （鑑賞）

容ご 曲種に応じた発声、視 音楽の諸要素を知覚し 楽曲から感じ取った 声や楽器の特性と表、

のと 唱、歌詞及び曲想に関 それらが生み出す曲想 イメージを、創造的 現上の効果、楽曲の

まの 心をもち、意欲的、主 や美しさを感じ取って に歌唱表現するため 歴史的背景、我が国、

と評 体的に歌唱表現し、そ 歌唱表現を工夫してい の技能を身に付けて の伝統音楽や世界の

ま価 の喜びを味わおうとす る。 いる。 諸民族の音楽の種類

り規 る。 と特徴を理解して、

準 楽曲を聴き取り、そ

のよさや美しさを味

わっている。

題 イタリア語の発音や歌 楽曲の構成や歌詞の内 ベルカント唱法によ イタリア語の言葉の

材 唱法に関心をもち、曲 容を理解し、多様な表 り、曲のイメージに 発音や楽曲の特徴を

の 想を考えながら､意欲的 現の仕方の味わいを感 合った響きのある声 理解して、歌手の発

評 に歌唱表現をしている じ取りながら、自分の に気を付けて表現す 声や表現方法に関心。

価 感じ方を生かした表現 る技能を身に付けて を持って聴き取って

規 を工夫をしている。 いる。 いる。

準

学 ①イタリア語による歌 ①イタリア語の歌詞の ①イタリア語の歌詞 ①カンツォーネの特

習具 の特徴に関心をもち まとまりとフレーズ と旋律との調和に 徴とオペラ歌手の、

、活体 歌唱表現することに のまとまりとのかか 気を付けて、響き 歌い方を意識して

動の 意欲的である。 わりを感じ取って表 のある歌声で表現 楽曲を聴き取って

に評 現を工夫している。 する技能を身に付 いる。

お価 ②テンポや強弱、装飾 けている。 ②歌手による表現の

け規 音の歌い方などを工 違いとそこから生

る準 夫しながら、自分の まれている味わい

感じ方を生かした表 を感じ取って、楽

現を工夫している。 曲全体を聴いてい

る。



４ 題材指導計画（６時間）

時 ねらい・学習活動 評価規準と評価方法 指導・援助

１ ○三大テノールによるイタリア ○観点４－① 観察 ・生徒がもっているイタリ

歌曲をＤＶＤで鑑賞し、多様 学習プリント アの印象と鑑賞で感じ取

な表現の仕方の味わいを感じ った内容をつなぎ、イタ

取ることかできる。 リアについての魅力を広

・イタリアの風土などについて げるようにする。

のイメージを確かめる。 ・生徒の感想からそれぞれ

・発声や表現方法について感じ の表現の魅力をまとめる

たことを交流し、カンツォー とともに、実際に真似て

ネの特徴を理解する。 表現することなどを通し

てカンツォーネの魅力が

感じられるようにする。

２ ○「Ｓａｎｔａ Ｌｕｃｉａ」の ○観点１－① 観察 ・イタリア語の読み方の特

歌唱を通し、イタリア語によ 徴と魅力が感じ取れるよ

る表現に慣れることができる う、教師の範唱や日常会。

・イタリア語の読みを確認しな 話なども取り入れて練習

がら言葉のまとまりを感じて する。

表現する。 ・同じメロディの繰り返し

・楽譜に書かれた記号を生かし の意義を問いかけ、表現

ながら表現できるようにする に変化をつけて歌唱する。

ことによる味わいが感じ

られるように学習をすす

める。

３ ○「Ｏ ｓｏｌｅ ｍｉｏ」の ○観点２－① 観察 ・響きのある声について、

歌唱を通して、歌詞のまとま 発声の仕方や姿勢などと

りと旋律との調和の美しさを のかかわりを感じた練習

感じ取って表現することがで によって体得できるよう

きる。 にする。

・楽譜に書かれた装飾音符の歌 ・イタリア語の歌詞のまと

い方を理解して表現できるよ まりとフレーズのまとま

うにする。 りとのかかわりを確かめ

・明るくのびのびとした声で、 ながら、ブレスの仕方な

歌詞のまとまりを感じながら どそれを生かした表現に

表現できるようにする。 よる味わいが感じれるよ

うにする。

４ ○ 「Ｏ ｓｏｌｅ ｍｉｏ」の ○観点４－② 観察 ・演奏を聴いた感想を交流

さまざまな演奏の聴きくらべ 学習プリント し、それぞれの表現の仕

をして、自分なりの表現につ 方の違いとそこから生ま

いて考えることができる。 れている味わいを感じ取

・マリオ・デル・モナコ、錦織 る。

健、ホセ・カレーラス、三大 ・感想を整理し、どんな要



テノールの演奏を聴き、それ 素について工夫されてい

ぞれのよさを感じ取る。 るのかをまとめる。

・それぞれの演奏を参考にし、 ・口ずさんだりしながら、

テンポや強弱の変化について いろいろな表現の仕方を

自分なりに考える。 考える。

５ ○テンポや強弱、装飾音の歌い ○観点２－② 観察 ・前時までの学習を整理し

方などを工夫しながら、自分 グループ活動 て、表現を工夫するにあ

の感じ方を生かした表現を工 たってのポイントを確か

夫することができる。 める。

・グループで互いに感じ方を交 ・表現の可能性が引き出せ

流しながら自分たちの表現に るよう、また工夫が表面

ついて考える。 的にならないよう注意し

・自分たちの感じ方が表現でき ながら各グループを指導

るようグループ練習する。 する。

６ ○各グループによる「Ｏ ｓｏ ○観点３－① 観察 ・響きのある声及びイタリ

ｌｅ ｍｉｏ」を交流し、そ グループ発表 ア語の言葉と旋律との調

れぞれの味わいを感じ取るこ 評価表 和が表現する上で大切な

とができる。 ポイントであることを確

・工夫した内容が聴き手に伝わ 認する。

るよう、響きのある声で表現 ・各グループの練習の成果

する。 が感じられるよう、工夫

・互いの演奏から、表現の可能 したポイントや思いにつ

性を感じ取ることができる。 いて意見交流する場を大

・カンツォーネの魅力について 切にする。

まとめる。 ・歌手によるＣＤの演奏に

合わせて表現し、学習を

まとめる。

５ 本時のねらい

、 「 」・イタリア語の歌詞と旋律との調和の美しさを感じながら 響きのある歌声で Ｏ ｓｏｌｅ ｍｉｏ

が表現できる。

６ 本時の評価規準と評価方法

・イタリア語の歌詞と旋律との調和に気を付けて、響きのある歌声で表現する技能を身に付けている。

７ 本時の展開（６／６時間）

学習活動 評価規準 評価方法 指導・援助

導 １．姿勢・呼吸・響きなどに注意 ・鑑賞してきた演奏を思い

入 しながら「Ｓａｎｔａ Ｌｕ 起こしながら、表情、姿

ｔｉａ」を表現する。 勢等に気を付けて自分で

工夫できるように助言す

る。



２．前時までの学習内容を思い起 ・歌詞と旋律の調和を大切

こし、自分たちの表現の工夫 にし、その上で強弱や速

にあたってのポイントを確か 度を中心とした工夫をす

める。 ることを確かめる。

展 ３ グループに分かれて練習する ・表面的な工夫にならない． 。

で気持ちを込めて演奏で

きるよう、全体の流れを

中心に助言する。

４．グループ発表し、互いの表現 観点３‐① グループ発表の ・響き、歌詞と旋律との調

開 の工夫やそれによって感じら イタリア語の 内容 和と結び付けながら、互

れた味わいを確かめ合う。 歌詞と旋律と ・響きのある声 いの表現のよさや味わい

の調和に気を ・言葉と旋律と について感想交流できる

付けて、響き の調和 ようにする。

のある歌声で

ま ５．第４時に鑑賞した歌手の演奏 表現する技能 ・自分たちの表現の工夫と

と から表現したいものを選び、 を身に付けて の違いを意識しながら、

め そのＣＤに合わせて全員で表 いる。 本格的な演奏の中に自分

現して学習をまとめる。 を同化させて味わいを感

じ取る。

■本事例について
・イタリアの歌曲の魅力が総合的に感じられるよう、イタリアの風土や人々の生活、国民性などをかか

わらせながら、歌手による表現の多様さとそこから生まれてくる味わいを感じ取り、それを生かしな

がら自分たちの表現を工夫して、その中で表現の技能を確実に身に付けることをねらって設定した題

材である。

・題材で身に付けたい力は、響きのある歌声と歌詞と旋律との調和の２つに焦点化されている。強弱や

速度を中心とした表現の工夫も、これらの力がもとになっている 「自分なりの工夫」はともすると。

どんな表現でも認めてしまうことにつながりがちなので注意したい。

・三大テノールや錦織健氏を始めとするオペラ歌手による表現の鑑賞は、一人一人の感じ方や音楽に対

する見方・考え方を高めるのに大変効果的である。それぞれの表現の違い、そこから醸し出されてい

る表現の味わいを交流し、整理することによって、自分たちの表現を工夫して創造することに結び付

けることが大切である。

・その際 「かたちの上での真似」になりがちな面があるが、あえて否定しないで、繰り返し表現しな、

がら工夫していく一過程として認め、第１時や第４時に交流し合った「感じ取った味わい」を大切に

していくことによって内面を伴わせていくという構えも必要である。

※これについては、各学校における生徒の実態によって、それぞれ工夫したい。

・題材の指導の最後に、鑑賞した歌手による演奏からいくつかを選び、そのＣＤに合わせて表現すると

いう活動を位置付けた。その歌手の表現の特徴や工夫を理解した上で、彼の世界に浸って思いっきり

表現するという活動は、カンツォーネの魅力を感得させるのに効果的であった。時間に応じて複数の

歌手についても扱うとよい。

※「自分たちの工夫した表現よりも優れている」から、ということではないので注意したい。


