
~ 1 ~ 

年末年始の特別レッスン（2018年度） 

今回の年末年始レッスンは、課題を2つ出します。 

 

1. 「がんばらずに届く話し声」トレーニング 

2. 「’Na Sera ’e Maggio」で新曲練習 

 

わかりにくいところがあったら、メールをください。このレッスンのダウンロ

ードURLが届いたメールに返信すれば、私に届きます。 

 

年末年始に特有の「なんとなく浮ついた落ち着きのなさ」から離れて、発声ト

レーニングに没頭する時間は、また格別ですよ。 

 

それでは、始めましょう。 

 

 

 

1．「がんばらずに届く話し声」トレーニング 

 

 

● 「楽な発声」を身につけよう 

 

会話やスピーチ、プレゼンテーションといった「発話行為」は、実は脳内の情

報処理量が膨大です。 
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「真の脳トレは、会話」と言われるほど、脳を使います。 

 

じっくり考え込まなくてもキャッチボールのような会話が成り立つのは、まる

で奇跡。脳内の情報検索や推論、ワーキングメモリーの取扱い、相手の反応や

状況の観察、論理的な言葉の選択や組み立てなど、さまざまな処理を脳内で処

理しなければならない、「脳に負荷のかかる行為」が発話です。 

 

だから、「声」のみに全エネルギーを注ぐことができません。←ここ大事 

 

ただでさえ負荷の大きな行為なのに、さらに発声に関して「喉を開けて」「共

鳴を集めて」「声の裏がえりを避けて」「声帯に負担がかからないように」「し

かも上から丸く渡すやわらかい声にして」「ちゃんと相手に届く発声を」なん

ていちいち意識していたら、くたくたになってしまいます。 

 

つまり、「意識しなくても良い声が出る状態」にまで自分を育てる必要がある

わけです。←ここ大事 

 

慎重にいろいろ調整しながらベストの声を出そうとするのは、トレーニングと

しては重要ですが、目指すのは「声のことを意識しなくても、一定レベルの声

が出る状態」です。 

 

プロの演奏家と同じですね。技術が高いから、熱を出しても精神的に追い込ま

れるような出来事があっても、一定レベルの演奏クオリティーは維持する。生

きた人間なので「常に最高」とはいかないにしても、何があってもガタガタに

は崩れない。 

 

この感覚、大事だなと思います。「常に最高」を目指してピリピリするのでは

なく、「最低ラインを少しずつ高めていく」ように日々の練習で積み重ねをし

ていく感覚。 

 

その積み重ねが、やがて「楽な発声」として実を結びます。 
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たとえば、以前は飲食店でオーダーするときに「ちゃんと届く声を出すぞ」「お

腹から出すぞ」と気合を入れて「エイッ」と出していたのが、いつしか「無造

作に出しても余裕で届く」ようになっている。 

 

たとえば、以前は会議で発言しても、しゃべり出しはがんばっていても途中で

息切れしたかのように声が落ちたりかすれたり弱々しくなったりしていたの

が、いつしか「仮に失速しそうになったとしても、余裕で仕切り直しをして、

次の文からスパッと改善できる」ようになっている。 

 

「声の自由度が上がる」とも表現できます。 

 

それが「楽な発声」、がんばらなくても届く声です。 

 

何事もそうですね。「無駄なエネルギーを使わない」という共鳴発声法の方針

は、すべてに通じます。 

 

発声テクニックからは少し離れますが、心理カウンセリング的な話を少ししま

しょう。 

 

 

 

● 有限のエネルギーを使いこなすために 

 

私たちのエネルギーには限りがあるので（時間も体力も）、特に年齢を重ねる

につれて「活動を絞って集中していく」と満足度が高まるといわれます。手を

広げず、大事なことにエネルギーを集中して注ぐわけですね。 

 

子どもの頃は「何でも経験だから、何でもやってみたらいい」という方針で、

やりたいことを何でも試してみて、その後の人生にとって大事なことを模索し

ていく。 

 

しかし、大人になったら、「あれも、これも」と新しいことに手を出すのでは

なく、極めたいことに集中して「掘り下げていく」のが、エネルギー効率の面

からも正解なのでしょう。 
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ただし、第2領域と呼ばれる、能力を高めて育てていく活動は、削らないどこ

ろか増やしていきたいので（発声や話し方のトレーニングはここに相当します

ね）、そのためにも「完璧主義をやめる」ことが肝心です。 

 

完璧主義な人ほど、これが難しいんですよね。「思い込み」というホメオスタ

シスを引き離すことができず、自分を責めたり追い詰めたりしがちです。 

 

中でも、第1領域にあたる「緊急かつ重要」と、第3領域にあたる「重要でもな

いが緊急（避けにくい）」を、どれだけ軽減できるかが日々の満足度にかかっ

ています。←ここ大事 

 

具体例としては、「冠婚葬祭」「職場の人付き合い」「町内会の仕事」「親の

介護」「子どもの学校行事への出席」「塾の送り迎え」などを、 

 

① どこまで人に任せられるか（頼めるか） 

② どこまでテキトーでいいと割り切れるか（流せるか） 

 

この２つの方法を模索するのが有効とされています。 

 

そうやって浮いた時間やエネルギーを、また第2領域のトレーニング（紅茶を

飲みながらの積極的なリラックスタイムもここに含まれます）に回していくと、

脳や体の使い方がだんだん改善して、楽になっていく。 

 

「日々の雑事に忙殺されて、精神的に余裕がなくてつらい」と相談を受けると、

私はよくこうアドバイスします。「第2領域の活動を増やしましょう」と。 

 

すでにいっぱいいっぱいの人に「活動を増やす」は酷なようですが、つまりは

「第1領域と第3領域を見直して、自分がやらなければいけないと思い込んでい

る活動を削る」「自分への評価が下がることを恐れて無理している活動（冠婚

葬祭や職場の交際などが多い）をあっさり断つ」のが前向きな解決法だと知っ

てほしいわけです。 
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そのせいで生じる摩擦には、あえて耐える必要があります。しかし、自分が心

配していたほど長く摩擦は続かないものです。時には「価値観の転換」も必要

となりますが、そうやって自分が変わってしまえば、周囲の「見る目」も変わ

っていくからです。 

 

人は自分のことに忙しいので、付き合いが悪くなった人を「付き合いが悪い」

といつまでも言い続けるほど暇ではありません。「そういう人」と思わせたら

こっちのものです。 

 

ファイナンシャルプランナーが真っ先に保険の見直しから手をつけるように、

「まずはここ」というポイントがあり、「ここにエネルギーを浪費していては、

年々つらくなるのは当たり前」という状態があります。 

 

──とめずらしく「ことば学講座」のような話をしましたが、発声法も話し方

といった第2領域のトレーニングも、大事なことはすべて同じ原理原則に従っ

ているので、「発声を極めればすべてがわかる」ものです。 

 

浮世離れしているくらいにトレーニングに没頭して、「楽な発声」を高度にマ

スターしましょう。 

 

 

 

● 音の3要素とは 

 

声は音なので、「音の3要素」と呼ばれる性質を持っています。 

 

① 大きさ 

② 高さ 

③ 音色 

 

この3つです。 

 

「届く声」を出したいなら、この3要素を一つ一つ検討して、自分に明らかに

足りない要素があったら強化しましょう。 
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たとえば、あまりに弱々しく小さな声（音圧が小さすぎる）だったら、どんな

に共鳴を集めた良質な声だとしても、周囲の騒音にかき消されてしまいます。 

 

低くぼそぼそとつぶやいたり、うなったりするような声では、やっぱり気持ち

よく届かない。オーケストラの中でコントラバスの音が目立たないように、低

い音は聞こえにくいのです。 

 

先ほどプロの演奏家を喩えに挙げましたが、逆にプロの演奏家には「楽に届く

声」を身につけるといいと常々感じています。演奏はすばらしいのに、演奏や

曲について語る声がか細くて聞こえなかったり、美しい演奏なのに話し声がキ

ツイのはもったいない。 

 

「①大きさ」と「②高さ」については、明らかに弱いという自覚があるなら、

改善しましょう。 

 

ざっくりいうと、声の「大きさ」は呼気の強さと声帯の閉じ具合で、「高さ」

は声帯の引っぱり方で決まります。 

 

といっても、今「声のサロン」に通っている方の中で、「音圧が低すぎる」「音

高が低すぎる」方はいませんから、ご心配なく。パワーが少々不足していると

しても、日常的に発声トレーニングをしていれば「声の体力」がついて自然に

改善されていくレベルなので、大丈夫です。 

 

 

 

● 大事なのは「共鳴」 

 

となると、大事なのは「③音色」ですね。 

 

声の「大きさ」が呼気の強さと声帯の閉じ具合に、「高さ」は声帯の引っぱり

方に関係しているなら、「音色」には何が関係しているかというと、「共鳴」

です。 
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共鳴の乗せ方によって声に含まれる「周波数成分」が変わり、音色が変わりま

す。レッスンの中ではよく「声の色」と表現している性質です。 

 

まずは「声＝喉頭原音＋共鳴」という声の公式を思い出しておきましょう。 

 

声帯の振動によって生まれる音を喉頭原音といい、そこに共鳴が加わって周波

数特性（声の成分）に変化が起きると、「声」になります。 

 

定義としては、喉頭原音は純粋な声帯の振動音ですが、実際には声帯は口の奥

のほう、管の内部にあるので、何かしらの共鳴は必ず加わります。「共鳴がま

ったく乗っていない、純粋な喉頭原音」を発することはできません。 

 

「共鳴がまったくない声」はありませんが、しかし「共鳴の乗せ方が下手な声」

はあります。 

 

上手に共鳴を乗せて、最小限のエネルギーで楽に良い声を出そうというのが、

共鳴発声法の考え方です。 

 

 

 

● 共鳴のために脱力して朗読  

 

共鳴はいわば「声の加工」なので、「素材」が肝心です。 

 

料理に用いる食材の質と同じですね。どんなに料理の腕前が良くても、食材が

傷んでいたらどうにもならない。 

 

「無理のある不自然な発声」をしていると、良い「加工」ができません。 

 

では、「無理のある不自然な発声」とはどんな状態かというと、最たるものは

「力み」です。 

 

ほかにも口の開け方や口腔の形など、詳しく挙げていくことはできますが、真

っ先に気にしたいのは「力み」。 
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上手に共鳴を乗せるために、力みを取り除きましょう。 

 

余計な力を抜くと、無理のない自然な発声になっていきます。 

 

いつもレッスンで一緒におこなっていますね。「5m先で声が始まる」「けっし

て押さない」「喉や首の力を抜く」「がんばっていいのはお腹だけ」などを意

識しながら、楽に朗読トレーニングをしてみてください。 

 

今回は特に「喉の力を抜く」に集中しましょう。 

 

 

 

● 朗読しながら、「力を抜く」「力を抜く」「力を抜く」 

 

今回は、特に文章は指定しないので、『走れメロス』（太宰治）でも『坊っち

ゃん』（夏目漱石）でも好きなものを使って、脱力朗読トレーニングをしまし

ょう。 

 

方法は簡単です。朗読しながら、一文ごとに「力を抜く」と意識するだけです。

喉の力みを中心に、首や肩、時には背中やお腹に力が入っていたら、抜く。 

 

たとえば、「メロスは激怒した」（力を抜く）、「必ず、かの邪智暴虐の王を

除かなければならぬと決意した」（力を抜く）、「メロスには政治がわからぬ」

（力を抜く）、「メロスは、村の牧人である」（力を抜く）……という具合。 

 

「力を抜く」のところは、脱力を意識して無駄な力みをいちいち取り除ければ

いいので、思い浮かべる言葉は「脱力」でも「楽に」でも「抜く」でもいいの

ですが、毎回必ず意識してください。 

 

「区切りでふわっと脱力する癖」が身についてきたら、成功です。 
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2．新曲「 ’NA SERA ’E MAGGIO」の予習  

 

 

● 新曲をマスターするまでの手順  

 

今回は、年末年始レッスンのメイントレーニングとして、ちょっと実験的な予

習をしましょう。 

 

「学習」に関する実験です。 

 

あなたの専門が何であれ、「学習」と無縁ではないでしょう。 

 

何か新しいことを知り、覚え、身につけていくプロセスは、いったんマスター

してしまえばほかの分野にも次々に応用していけます。特定の知識や技術の獲

得ではなく、「学習法」自体をマスターしたら、今後どんな世の中になっても

ちっとも怖くありません。 

 

新潟ガラコンサートの出演者から、「どうも物覚えが良くないのか、暗譜がで

きない」「曲をマスターするのに時間がかかる」という悩みを聞きました。 

 

そこで、今回は「新曲をマスターするまでのプロセスを一緒に体験」しながら

「学習法」トレーニングをしましょう。 

 

年明け1曲目の『’Na sera ’e maggio』（五月の夜）というナポリターナを使い

ます。 

 

きっと、今までに覚えたほかの曲と比べて、速やかに、しかも深く覚えられた

と実感すると思います。 

 

どっぷり没頭すればするほど、イイことがありますよ。 
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～ ・ ～ ・ ～ ・ ～ ・ ～ 

 

’Na sera ’e maggio （五月の夜） 

 

Quanno vienne appuntamento, 

guarde ’o mare, guard’e fronne. 

si te parlo nun rispunne, 

stai distratta comm’a cche. 

 

二人で会っていてもあなたは 

海を眺め、木なんかを見ては 

話しかけても応えない 

なぜかぼんやりしている 

 

Io te tengo dint’’o core, 

songo sempe ’nnammurato 

ma tu, invece, pienze a n’ato 

e te staie scurdanno ’e me! 

 

あなたは私の心の中にいる 

いつもあなたを愛している 

なのにあなたはほかの人を想い 

私のことを忘れかけている 

 

Quanno se dice: Si, tienelo a mente, 

nun s’hadda fa murì nu core amante... 

Tu me diciste: Si ’na sera ’e maggio 

e mo tiene ’o curaggio ’e me lassà! 

 

「はい」と言ったら、覚えておかなきゃ 

あなたを愛する心を、死なせてはいけない 

五月の夜に「はい」と言ったね 
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なのに今、私を捨てて去るのか 

 

～ ・ ～ ・ ～ ・ ～ ・ ～ 

 

 

では、次の手順で練習を進めていきましょう。 

 

 

 

① 日本語の訳を読んで曲想をつかむ 

 

まずは上の歌詞に添えた日本語を読んで、曲想（どんなテーマの、どんな内容

の曲か）をつかみましょう。 

 

 

 

② 楽譜を用意する 

 

次に、楽譜を入手します。こちらのページにご用意しました。 

   ↓ 

https://kotoba-strategy.com/voicesalon/song/ 

 

このレッスンPDFファイルを入手したページですね。 

 

※ ページを表示する際にパスワードを求められたら、「voice」です。 

 

楽譜は2枚分あります。お好きなサイズの紙に印刷してお使いください。 

 

 

【ご自宅にプリンターがない方】 

セブンイレブンのコピー機から「ネットプリント」のメニューで楽譜を取り出

すことができます。最初の画面で「ネットプリント」を選択すると、「プリン

ト予約番号」を入力する画面になるので、「63095127」を入力してください。
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新曲の楽譜を印刷することができます。ネットプリントの料金は1枚20円なの

で、2枚分で40円かかります（この番号が有効なのは2019年1月6日までです。

6日の深夜で自動的に消滅します）。 

 

 

 

③ 楽譜を見ながら曲を聴く 

 

楽譜と同じページに音声ファイルを用意してあります。楽譜を見ながら、各音

源を3回ずつ聴きましょう。 

 

曲の全体像をつかむつもりで聴きます。 

 

曲を覚えるとき、「真似する」のは良くないと昔から言われています。特定の

演奏家の癖まで取り込んでしまうからです。サブちゃんに演歌を習うのは良い

けれど、サブちゃんの真似をしたら、それは単なる「モノマネ」なんですよね。 

 

あくまでも「曲の感じ」をつかむのが目的なので、特定の歌い方に馴染んだり

癖がついたりしないように、音源を1つに絞らず、適切と思われるものを3種類

ご用意しました。 

 

最近はYouTubeでいろいろな音源を聴くことができるので、便利ではありなが

ら、実は「良質なトレーニング」が脅かされるリスクもある時代です。何でも

聴けばいいとは限らず、ものによっては聴けば聴くほどマイナスの影響を受け

てしまう場合もあります。 

 

昔から優れた歌の指導者は生徒たちに「これは聴いていい、これは聴いちゃダ

メ」といった指定をしたそうです。しかも、その指定は多くの場合、生徒たち

の好み（好きな歌手、聴きたい歌手）とは違ったといいます。 

 

こうしてご紹介する時にはマイナス影響のないものを選んでいますが、ご自身

で探して聴く場合は「少し癖がありそう」と感じたら──学び始めたばかりの

曲では特に──避けるのが賢明です。 

 



~ 13 ~ 

必ず楽譜を目で追いながら、感じをつかみましょう。 

 

1ファイル1分半ぐらいの長さなので、3回×3人分でも15分もあれば聴けます。 

 

 

 

④ 曲の全体像をつかんだら、歌詞の読み方と意味をチェック 

 

曲の全体像がつかめたら、歌詞の読み方をチェックしましょう。カタカナを書

いておきますが、あくまでも参考です。ほぼローマ字読みなので、一度ざっと

チェックしたら、あとは原語を見て読めるでしょう。 

 

Quanno vienne appuntamento, 

クワンノ ヴィエンネ アップンタメント 

guarde ’o mare, guard’e fronne. 

グワルデ オ マーレ グワルデ フロンネ 

si te parlo nun rispunne, 

スィ テ パルロ ヌン リスプンネ 

stai distratta comm’a cche. 

スタイ ディストラッタ コンマッケ 

 

 

Io te tengo dint’’o core, 

イオ テ テンゴ ディント コーレ 

songo sempe ’nnammurato 

ソンゴ センペ ンナンムラート 

ma tu, invece, pienze a n’ato 

マ トゥ インヴェーチェ ピエンツェ ア ナート 

e te staie scurdanno ’e me! 

エ テ スタイエ スクルダンノ エ メ 

 

 

Quanno se dice: Si, tienelo a mente, 

クワンノ セ ディーチェ スィ ティエネロ ア メンテ 
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nun s’hadda fa murì nu core amante... 

ヌン サッダ ファ ムリ ヌ コーレ アマンテ 

Tu me diciste: Si ’na sera ’e maggio 

トゥ メ ディチステ スィ ナ セーラ エ マッジョ 

e mo tiene ’o curaggio ’e me lassà! 

エ モ ティエネ オ クラッジョ エ メ ラッサ 

 

最初の①で確認した日本語の訳を見て、あらためて歌詞の意味も確認しましょ

う。年明けのレッスンで一緒に詳しく見ますが、まずはざっくり見ておいてく

ださい。 

 

 

 

⑤ 歌詞を音読  

 

続いて、原語を見ながら音読練習です。 

 

通して3回読みましょう。だんだん慣れてきて読みやすくなるでしょうから、

ナポリ語っぽく（あるいはイタリア語っぽく）雰囲気を出しながら、ちょっと

大げさな感じで読んでみてください。 

 

日本人は概して控えめなので、大げさにイタリア人の真似をするくらいのつも

りでちょうどいい。 

 

 

 

⑥ 曲を聴きながら台詞読みのように音読  

 

次は、曲を（3つの音源をまんべんなく）聴きながら、リズムをだいたい合わ

せながら歌詞を音読します。 

 

まだ歌いません。音読です。 
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音の高さは気にしなくていいので、メロディーにしようとしなくて結構です。

曲に合わせて台詞を読んでいるように、語るように読みます。 

 

一つの音が長く伸びるところも、音読で同じ長さだけ伸ばすのは無理があるの

で、「なんとなく一緒に音読」していれば大丈夫。 

 

言葉を口に馴らすのが目的なので、はっきり明瞭に発音しましょう。全体を3

～5回繰り返します。 

 

 

 

⑦ 曲の構成を読み取る 

 

さらに数回、⑥の音読を繰り返しながら、曲全体の構成を読み取り、感じ取り

ましょう。 

 

たとえば、「語るように静かに始まって、やがて気持ちが高まってきて、この

あたりで感極まって、ここでクライマックスを迎えて、最後は放心状態」とい

う具合に。 

 

実際、この歌はだいたいこんな流れになっていますね。盛り上がる歌の定番パ

ターンです。 

 

 

 

⑧ 楽譜を見ながら歌う 

 

いよいよ、楽譜を見ながら「しっかり歌う」練習です。 

 

音源から離れ、楽譜を真剣に読みます。必要ならピアノ等で音を取りながら、

正確に歌うよう心がけましょう。 

 

楽譜は2番まで書いてありますが、1番だけ練習しておいてください。 
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⑨ 暗譜する 

 

曲の流れを感じながら歌えるようになったら、楽譜の細部まで思い出しながら

繰り返し歌います。 

 

暗譜を意識する段階です。 

 

暗譜は、「楽譜を見なくても伴奏に合わせてだいたい歌える」のとは違います。

多くの場合、楽譜から離れるのが早すぎて、いい加減で曖昧な暗譜になりやす

い。 

 

そのあたりの話は年明けのレッスンでしますから、まずはこのあたりまで準備

をしておいてください。「暗譜しかけている」あたりですね。 

 

～ ・ ～ ・ ～ ・ ～ ・ ～ 

 

以上、年末年始の特別レッスンでした。 

 

毎年着々と「声の力」が伸びているのを感じながら、楽しみながらトレーニン

グしましょう。 

 

言語戦略研究所「声のサロン」 

齋藤 匡章 
 


