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曲全体の指摘事項

ソプラノ

・語句の一音目ははっきりと発音する。AやHやFなど。 
・音符の上を歌うようにする。
・アバウトな歌い方をしないで一音一音正しく丁寧にとる。 
・行進曲の速さでリズミカルに歌う

アルト

テナー
コントロールが大切
全部、歌いすぎている。べたーっと歌わないように(立体感のある歌い方)。
パートでまとまるように。

バス

小節ごとの指摘事項
13 14 15 16

歌詞 　　　ああ だ　い ち　　踏ん

Sop.
「ああ」大きく豊かに息を送りながら
出る。「あ、あ」は歌い直してはっきり
と歌う 「ふ・FU」はっきり

Alto
入りの準備。心の中で「せーの」と言
う。「ああ」の入るタイミング遅れない
ように。しっかり２回「ああ」と歌う。

「だいち」の「DA」をはっきり、広さを
感じて歌う。 「踏んで」の「F」をしっかりとばす。

Ten.

出だしの準備をしっかり。
｢ああ｣は  あー ではなく、ああ  とひと
つずつ歌う。そして、押し込むように
スピード感を持って。
｢大地｣；だｄａ ｢踏ん(で）｣；踏ｆｕ

Bass
全パートが「せーの！」で揃うよう
に。
「ああ」はっきりと、ああ 「だいち」Ｄの音明瞭に 「ふんで」Ｆの音明瞭に

17 18 19

で　みて　ねこ ろんでみて 　た し か 

Sop. 「で」小さく、口を開かずに弱く歌う

Alto 前の「踏ん」よりも「で」は小さく入る。
「ろん」は跳ねない。 19小節目に向
かってクレッシェンド。

「たしか」の「た」をはっきりと。マル
カート気味で。

Ten. 「で」 が大きくならないように。踏ん
＞で。

Bass
17~19 前に向かっていく感じで

付点八分音符のリズムを感じて マルカート気味に

20 21 22 23

な　だいち ー ー　ああ ま　し

Sop. 「だ」言い直す 「地ー」テンポを感じながら伸ばす

Alto 「な　だい」はノンブレスで歌う。 「ああ」をしっかり 2回歌う。

Ten.
20~21ピアノ伴奏のテンポを感じて伸ばす。  ｢ああ｣は  あー ではなく、ああ  とひと

つずつ歌う。そして、押し込むように
スピード感を持って。

Bass 「な～だいち」はノンブレスで。
ただし、「だいち」は言い直す。

T23のauf,「ああ」はfで確実に出る。
潜らない。

24 25 26

て　そこく のましてそこくの 　つちの

Sop. 「そこくのまして」跳ねない、急がな
い、カッチリと歌う 「つち」「TU」「TI」母音をしっかり歌う

Alto 24~25 「そこく」の「そ」をしっかりと歌う。 「つちの」をテヌート気味に歌う。

Ten. ｢てー｣しっかりと伸ばす。
同じ音が続く中、歌が平板にならな
いように、丁寧に歌う。

Bass
下がりやすい気を付けて

24~25 「まして、そこくの」文意が通る様に歌う
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27 28 29

とうとさ 　ましてそこくの 　つ ち の

Sop. 「とうとさー」弾むように歌う 「つーちーのー」テヌート、繋げる

Alto 「とうとさ」の「と」は弾むように歌う。 「つちの」をテヌート気味に歌う。

Ten.
○｢とうとぉさぁ  」
×「とうとっさ」  
促音とならないように。 8分音符、遅くならないように。

28~29 1拍目の休符はそれぞれ 8分休符と4分休符であり、長さが違う。同
じ音が続く中、歌が平板にならないように、丁寧に歌う。

Bass 同じ音が続くことに気を付ける。
「とぉとっさー」にしない。

30 31 32

と　うとさ ー

Sop.
Alto

Ten.
○｢とうとぉさぁ  」
×「とうとっさ」  
促音とならないように。

Bass 同じ音が続くことに気を付ける。
「とぉとっさー」にしない。

33 34 35 36

間奏

37 38 39

Sop.

Alto

　　お

Ten.

これまでの「土」から「空」へと対象が
変わる。空に向かって、空を見上げ
るように、高らかにそして伸びやか
に歌う。

39~40 ｢おおー(ぞ)｣の　おお　は同
じ音量で＆ゆとりのある音で。口を
縦にしてスムースに上がるように。       
｢お(おーぞ)｣の　お　は力を入れす
ぎて低くならないように。

Bass T40 auf、エネルギーを満たして歌い
出す

40 41 42

Sop.

Alto

お　ぞ らの　ほし を　あおいで

Ten.

39~40 ｢おおー(ぞ)｣の　おお　は同
じ音量で＆ゆとりのある音で。口を
縦にしてスムースに上がるように。       
｢お(おーぞ)｣の　お　は力を入れす
ぎて低くならないように。

40~41 ｢(おー)ぞらのー｣の　ぞらー　は硬めに歌う。

｢あお(いで)｣の　あお　は8分音符
→4分音符、スピードがつかないよう
に。

Bass 40~41 下がらない！特にＴ 40の4拍目裏拍注意。リズムも正確に。 T41「ほ
し」の「ｈ」を立てる。
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43 44 45

Sop.
Alto

la lala la　ほし を　　あ お　い で

Ten.
lalalalaの最初の laにはアクセントが
付いているが、「突くよう」な感じで歌
う。
弾む感じで (軽い感じで )歌う.

｢(ほし)をーあ(おいで)｣の　をーあ　
はつなげるように歌う。

Bass 軽やかに弾むように。 一気に歌う。「ほしを」で切らない。

46 47 48

　　　た か　

Sop. 「たーかーく」腿を上げて歩くように
歌う

Alto 「たかく」の「た」をしっかり入る。

la　la lala　

Ten. lalalalaの後半の lalalaは、速くならな
いように、硬めに歌う。 4拍目｢た｣ｔａしっかりと。

Bass Ｔ43同様、重くならない。Ｔ 47のffに
向かってクレシェンド。

跳躍に惑わされない、正確に上の音
を目指す。

49 50 51

く　　あお い　で　ある け あ　るけ たか

Sop.

Alto
「あるけ」は2回目なので1回目の「あ
るけ」より念を押す感じで弾むよう
に。

Ten.

Bass 「あるけ、あるけ」２回目言い直すつ
もりで。

52 53 54

く　　た か く あ お い　で

Sop.
Alto 52~54 「たかくあおいで」アクセントを一つ一つはっきりと。  上向きの発音で音色を暗くしない。  

Ten. 52~54 ｢たかくあおい（で）｣は、しっかりと、歩く感じで歌う。上の方向へ歌う 。

Bass 52~54 マルカート気味に、上に向かうように高揚感をもって。

55 56 57

Sop.

し　かし　みぞに ははま る　まい

Alto 55~56 ミステリオーゾで歌う。「しかし」は抜けた声にならないように。遅れ
ずにレガートで歌う。

Ten.

Bass

58 59 60 61

　　や ま　か わよ　　さく

Sop. 「や・iya いや」と歌う

ー

Alto 「い」口を縦に開ける。 「やま」の「や」をしっかりと歌う。

Ten. 59~61 ｢やまかわよー｣は同音；女声に引っ張られないように。

Bass 59~61 深く豊かな響かせる。

62 63 64

ら　の きく の　はな さ　く おか

Sop.
Alto

Ten.

Bass 「はな」、「h」をはっきり。「あな」にな
らないように。
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65 66 67 68

よ　　か お　あ げて　　どう ど　うと　ふみ

Sop. 65~66 「かーおー」オクターブに上がる音は正しくとる

Alto 「かお」の「か」をしっかりと歌う。

Ten.
それまでの fからffに変わるので、工
夫して歌う。具体的には、声の大き
さだけでなく立体感を出す。堂々と
凛々しく歌う。

｢(かおーあ )げてー｣の　げてー　は
硬めに歌う。

Bass 堂々と誇らしげに。  66~67 全部、同じ音程が保てるように注意。 「ふみしめて」の「Ｆ」を立たせる。

69 70 71

し　めて　この つち　を ふみ し めて　この

Sop. 「つ」「ち」重く発音する「つぅちぃ」と

Alto
「つち」の「ち」は口を縦にする。「つ
ち」のアクセントをしっかり、硬く歌
う。

Ten.
｢(踏み)しめてーこの｣の　しめてーこ
の　は同音；女声に引っ張られない
ように。

つち；ｔｕ  chi 子音をしっかり、母音を
まろく幅広く、特に｢イ｣は口を縦に。

｢(踏み)しめてーこの｣の　しめてーこ
の　は同音；女声に引っ張られない
ように。

Bass 「ふみしめて」の「Ｆ」を立たせる。

72 73 74 75

つち を まも ろ　うよ 　そこく の つ ち

Sop. 「ち」横広に歌う
「そこく」の前は深くたっぷりブレス
し、切らずに歌いきる

Alto
「つち」の「ち」は口を縦にする。「つ
ち」のアクセントをしっかり、硬く歌
う。

「そこくの」の前は深いブレスで間を
とる。 「つち」の「ち」口を縦に開ける。

Ten. つち；ｔｕ  chi 子音をしっかり、母音を
まろく幅広く、特に｢イ｣は口を縦に。

｢(まも)ろうよー｣同音；女声に引っ張
られないように。

ブレス；ブレスは sostenuto（音を保っ
て）に入るため、深くする。

Bass 素早く深めにブレスをして lungaに備
える。

76 77 78

を ー

Sop.
Alto ♯ドを高目にとる。息を流して歌う。

Ten. 76~77 口を縦に開いて。目から響きを出す感じで伸ばす。

Bass 76~77 息の流れを絶やさない。


