
レッスンプラン

ツールキット



医療上の免責事項

すべてのエクササイズが万人に適しているとは限りません。このプログラ

ムまたは、どのようなエクササイズを始める前も、医師にご相談いただく

ことをお薦めします。怪我のリスクを回避するため、無理をしたり、負担

をかけたりしないようにしてください。また、トレーニングを受けたヨガ

インストラクターの指導なしでこれらの運動を行わないでください。エク

ササイズを行っているときに、痛みや不快感を感じた場合、その場で運動

を中止し、ただちに医師へご相談ください。ここでご紹介するインストラ

クションは、医療アドバイスに代わるものではありません。



レッスン1: 身体の健康

学年: 中学1～3年生 

道具: 方眼紙、ヨガブロック3個

テーマ 健康 

コンセプト

タイムイン (呼吸)
5-10分間

話し合い 

5-10分間

ヨガはどのように私の健康に役立つでしょうか?

優しい呼吸

胴体全体に息を吸い込むとき、腹部が大腿に押し当てられたり、肋骨が全方向に拡張する

のを生徒が感じるよう指導します。ヨガのクラスは必ずタイムインで始まることを説明し

ましょう。生徒たちの意識の焦点や注意を外側から内側に移してもらいます。自分がどう

感じているかに気づくように、また、どうしたら自分の健康にもっと責任が持てるか考え

をめぐらせてもらいましょう。 

健康とは何でしょうか?健康のさまざまな側面とは何でしょうか?

質問の参考例: 

•呼吸法は、あなたにどんな作用を与えますか?
•呼吸法によってあなたが感じていた気持ちに変化がありますか?
•心の中の世界について気づいたことは何ですか?

ヨガポーズ

20-30分間

ウォーミングアップ

15-20分間

体育教育基準: 1，6

パートナーポーズ

5-10分間

身体面、感情面、精神面、社会面を含む健康のすべての側面についてブレインストーミン

グで意見を出し合いましょう。

ヨガポーズ・パターンをつくる

下向きのイヌ、ぬいぐるみ、山、星、三角形、英雄2、山、英雄1、木、ぬいぐるみ、下向

きのイヌ、岩、ボート、プレッツェル、曲がった杖、仰向けのツイスト

ダブル・プレッツェル

パートナーポーズをする目的は、チームワークや協力をする機会のきっかけとして感覚を

使うことにあります。パートナーポーズをすることで、コミュニケーションが増え、より

深いストレッチができ、そしてパートナーにもストレッチできるよう助けることができま

す。

緊張と弛緩

保健基準 1

パートナーポーズ

5-10分間
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優しい呼吸

効果:

• 呼吸の感覚を高める

• 呼吸の物理的な理解を高める

インストラクション:

1. 両手を肋骨にあて、肋骨が身体の前後にあるのを感じましょう。息を吸って、肋骨が動いて、広がるのを感じましょう。

2. 吐いて、肋骨が閉じるのを感じましょう。

優しい呼吸 1 優しい呼吸 2

応用方法: 

息を吸いきったところで、余分に時間をとって呼吸を止め、そしてストローですするように空気をもう一息吸い入れてみる

ことに挑戦させましょう。もっと空気を“すする”ことで、生徒たちの肺容量を大きくし、呼吸ができるスペースを作りま

す。 



レッスンプランツールキット

ヨガポーズ•パターンをつくる

インストラクション:

1. シンプルなパターン(組み合わせ)から始めましょう。

2. そのパターンを2～3回繰り返します。

3. そのパターンに付け足しをしましょう。

4. 講師の指示なしで繰り返します。

例:

岩、テーブル、ウシ、ネコ、岩(2回)

岩、テーブル、ウシ、ネコ、下向きのイヌ、テーブル、岩　(2回)

講師の指示なしで、繰り返します。

対象学年:

中学1～3年生；高校1～3年生
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下向きのイヌ
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所見

両手に体重がかかっている、または背

中が丸まっている

指が閉じている

手首がマットから浮いている

肩が耳のほうに落ちている

原因

ハムストリングスが硬い

意識感覚が乏しい

腕が弱いか、ハムストリングスが硬

い、または意識感覚が乏しい

肩が硬い、またはハムストリングス

が硬い

軽減/修正

膝を曲げる

効果的な表現(1)を参照

膝を曲げる

膝を曲げる

軽減/修正:

身体的効果:

• 身体を活性化させる

• 大腿四頭筋、股関節屈筋、腹筋、

首、腕を強化する

• 足、ふくらはぎ、ハムストリング

ス、背中、胸部、肩、手の平をストレ

ッチする

精神的効果:

• 落ち着きが増す

• ストレスを緩和する

視線:

へそ

インストラクション:

1. テーブルのポーズになって始めまし

ょう。

2. 息を吸って、つま先を立てます。

3. 息を吐いて、両手を押して、腰を空

に向かって引き上げましょう。

4. 呼吸を続けます。

5. 吸って、前を見て、テーブルポーズ

に戻りましょう。

指示のポイント:

身体が逆さまのVの字になっていま

す。(3)

両腕、両脚をやさしく伸ばしましょ

う。頭をリラックスさせておへそを見

ましょう。(4)

効果的な表現:

指先を5つの角がある星のよう大きく

開きましょう。(1)

膝を左右に曲げてイヌをお散歩させま

しょう。(4)

対象学年:

中学1～3年生；高校1～3年生

その他の解剖構造上のポイント:

逆転
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ぬいぐるみ
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身体的効果:

• 足首、膝、大腿四頭筋、腹筋を強化

する

• ふくらはぎ、ハムストリングス、股

関節屈筋、背中、首をストレッチする

精神的効果:

• 心を落ち着ける

視線:

鼻先

インストラクション:

1. 山のポーズになって始めましょう。

2. 息を吸って、両腕を空に伸ばしま

す。

3. 息を吐いて、膝を曲げて両手を床の

ほうに伸ばしましょう。

4. 吸って、肘を抱えます。

5. 吐いて、背中を長くして、頭から力

を抜きましょう。

6. 呼吸を続けます。

7. 準備ができたら、両手を腰の両脇に

置きましょう。息を吸って、アゴを胸

に引いて、背中を丸めながら起き上が

り、山のポーズになりましょう。

指示のポイント:

もしこの姿勢が楽であれば、膝を伸ば

し始めましょう。(4)

効果的な表現:

頭がヤシの実のようにぶら下がってい

るのをイメージしましょう。(4)

対象学年:

中学1～3年生；高校1～3年生

その他の解剖構造上のポイント:

立位

所見

背中が丸まっている

首に力が入っている

原因

ハムストリングスが硬い

全般的に硬い

軽減/修正

膝を少し曲げる

効果的な表現(4)を参照

軽減/修正:
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山
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身体的効果:

• 背骨を調整する

• 姿勢を改善する

• 足首、膝、大腿四頭筋、臀部、腹

筋、首を強化する

• 偏平足を緩和する

精神的効果:

• 集中力を高める

• 注意力を高める

視線:

鼻先

インストラクション:

1. 立っている状態で始めましょう。

2. 息を吸って、足をそろえてつま先の

親指同士をつけます。

3. 息を吐いて、両腕を下に伸ばし、両

手の平は脚の横に向けましょう。

4. 呼吸を続けましょう。

指示のポイント:

両肩を耳からそっと離します。(1)

背中の肩甲骨を背中に引き入れま

す。(2)

効果的な表現:

両脚は山の麓で、頭のてっぺんは空高

くそびえる山の頂上です。(4-1)

山のポーズをとって強さと安定感を感

じましょう。(4-2)

動かず、どっしりとした山のポーズを

とりましょう。(4-3)

対象学年:

中学1～3年生；高校1～3年生

軽減/修正:

所見

背骨が崩れ伸びていない、前かがみに

なっている

原因

意識感覚が乏しい

バランスまたは平衡感覚をとることが

難しい

軽減/修正

指導のポイント(1)を参照

両脚を腰幅に開く不安定である
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星
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身体的効果:

• 背骨を調整する

• 足首、膝、大腿四頭筋、腹筋、背

中、首を強化する。

• 腕をストレッチする

精神的効果:

• 集中力を高める

視線:

鼻先

インストラクション:

1. 山のポーズになって始めましょう。

2. 息を吸って、身体を右側に向けて、

マットの横側が見えるように、手を腰

の両脇におきます。

3. 息を吐いて、右と左の足を脚の長さ

いっぱいに開きましょう。

4. 吸って、両腕を横に伸ばして、

5. 呼吸を続けましょう。

6. 準備ができたら、マットの先端に立

って山のポーズに戻りましょう。

指示のポイント:

左足から、右足にまっすぐの線が引け

るか確かめましょう。(3)

つま先がマットの端にまっすぐ向いて

いるか確かめましょう。(4)

背を高くして立ちましょう。(5-1)

頭を高く伸ばしましょう。これで、5
つの角がある星になりました。(5-2)

効果的な表現:

自分の星の5つの角を数えてみましょ

う。(5)

対象学年:

中学1～3年生；高校1～3年生

所見

両脚が離れすぎている

原因

意識感覚が乏しい

軽減/修正:

軽減/修正

両脚を近づける
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三角形
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軽減/修正:

所見

前の脚に負担がかかっている

後ろの脚が曲がっている

頭が片方に倒れこんでいる

原因

膝の柔軟性が高すぎる、または前の脚

が硬い

股関節屈筋が硬い

首の力がついていない

軽減/修正

前の膝を曲げる

前の膝を曲げる

指導のポイント(5)を参照

身体的効果:

• 背骨を伸ばす

• 足首、膝、大腿四頭筋、腹筋、首を

強化する

• ふくらはぎ、ハムストリングス、そ

けい部、股関節屈筋、胸部、背骨、肩

をストレッチする

精神的効果:

• 集中力を高める

• 精神力を強化する

• 心を刺激する

視線:

親指

インストラクション:

1. 星のポーズになって始めましょう。

2. 息を吸って、手を腰の両脇におき

ます。

3. 息を吐いて、右足を外側に向けて、

左足はそのままの状態を保ちます。

4. 吸って、両腕をTの字に伸ばしまし

ょう。

5. 吐いて、右手を脛に置いて、左手は

宙に伸ばします。

6. 呼吸を続けましょう。

7. 準備ができたら、息を吸って、星の

ポーズに戻りましょう。

8. 反対側も繰り返します。

指示のポイント:

右足が左足の土踏まずと一直線に並ん

でいることを確かめましょう。(3)

首の強さを使って、耳を引き上げ、腕

から離しましょう。(5)

効果的な表現:

ハイ・ファイブ(手を高く上げてお互い

の手を打ち合う)をするように、手の平

を自分と反対側に向けましょう。(5)

対象学年:

中学1～3年生；高校1～3年生
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英雄1
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所見

不安定である

後ろ脚が曲がっている

前の膝が内側または外側に向いている

肩が耳のほうに引きあがっている

原因

バランスをとることが難しい

股関節屈筋が硬い

意識感覚が乏しい、または内腿の力が

ついていない

肩が硬い

軽減/修正

両手を腰の両脇に置く

前脚の膝の屈曲度を小さくする

指導のポイント(4)を参照

指導のポイント(5)を参照
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軽減/修正:

身体的効果:

• 持久力を高める

• 足首、膝、大腿四頭筋、ハムストリ

ングス、腹筋、背中、腕を強化する

• ふくらはぎ、大腿四頭筋、ハムスト

リングス、股関節屈筋、胸部、肩をス

トレッチする

精神的効果:

• 集中力を高める

• 精神力を強化する

視線:

鼻先

インストラクション:

1. 山のポーズになって始めましょう。

2. 息を吸って、手を腰の両脇におき

ます。

3. 息を吐いて、左足を脚の長さ分後ろ

に引いて、右足はマットの前を向けた

ままにしましょう。

4. 吸って、前の右膝を曲げ、後ろ脚は

まっすぐにします。

5. 吐いて、両腕を空のほうに伸ばしま

しょう。

6. 呼吸を続けます。

7. 準備ができたら、両手を腰に戻し、

左足を前に戻して山のポーズになりま

す。

8. 反対側も同様に繰り返しましょう。

指示のポイント:

右足のつま先がマットの前のほうを向

いていることを確認します。左足のつ

ま先はマットの横側に対して45度傾け

ましょう。(3)

曲げている膝が足首の上でまっすぐ前

を向いているように確かめしましょ

う。(4)

両手は、肩幅に開きましょう。小指同

士が少しだけ向かい合うように腕を回

して、肩は耳からそっと離しましょ

う。(5)

英雄1のポーズになって、しっかりとた

くましく立ちましょう。(6)

効果的な表現:

腰の前に車のヘッドライトが付いてい

るイメージをして、マットの前を照ら

すようにしましょう。(4)

対象学年:

中学1～3年生；高校1～3年生
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英雄2



レッスンプランツールキット

所見

不安定である

後ろの膝が曲がっている

前の膝が内側または外側に向いている

前に傾いている

両腕の伸びがそろっていない

原因

バランスをとる、または正しいアライ
メントをとることが難しい

股関節屈筋が硬い

意識感覚が乏しい

意識感覚が乏しい

意識感覚が乏しい

軽減/修正

両手を腰の両脇に置く

前の膝の屈曲度を小さくする

指示のポイント(5-1)を参照

指示のポイント(5-2)、(5-3)を参照

指示のポイント(5-4)を参照
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軽減/修正:

身体的効果:

• 持久力を高める

• 背骨を伸ばす

• 足首、膝、ハムストリングス、大腿

四頭筋、首を強化する

• 股関節屈筋、そけい部、腹筋、肩を

ストレッチする

精神的効果:

• 集中力を高める

• 精神力を強化する

視線:

前の手の中指のほうを見る

インストラクション:

1. 星のポーズになって始めましょう。

2. 息を吸って、手を腰の両脇におき

ます。

3. 息を吐いて、右足を外側に向け、左

足はそのままにしておきましょう。

4. 吸って、両腕をTの字に伸ばして、

5. 吐いて、右膝を深く曲げます。

6. 呼吸をしましょう。

7. 準備ができたら、息を吸って、星

のポーズに戻り、両手を腰の両脇に戻

します。

8. 反対側も同様に繰り返しましょう。

指示のポイント:

右足が後ろ足の土踏まずと一直線に

並んでいることを確かめましょう。(3)

膝が右足の第3趾、第4趾のほうを向い

ていることを確かめましょう。(5-1)

両腕と両脚をそれぞれ反対の方向に伸

ばして、強さを持って英雄2のポーズ

で立ちましょう。(5-2)

後ろ足の外側をしっかり押しましょ

う。(5-3)

前の手の指先と後ろの手の指先を同じ

くらい伸ばしましょう。(5-4)

効果的な表現:

両側から引っ張られているように両腕

を伸ばしましょう。(4)

対象学年:

中学1～3年生；高校1～3年生
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バリエーション 2

バリエーション 3バリエーション 1

木
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所見

不安定である

足を膝に置いている

原因

バランスをとることが難しい

意識感覚が乏しい

軽減/修正

1. 足をキックスタンドのように置く

2. 足をふくらはぎの内側に置く

3. 足を内腿に置く

1. 足をキックスタンドのように置く

2. 足をふくらはぎの内側に置く

軽減/修正:

身体的効果:

• 背骨を伸ばす

• 足首、ふくらはぎ、膝、ハムストリ

ングス、腹筋、背中、首を強化する

• 大腿四頭筋、股関節屈筋、胸部、肩

をストレッチする

精神的効果:

• 物事に打ち込む力、集中力を高める

視線:

鼻先

インストラクション:

1. 山のポーズになって始めましょう。

2. 息を吸って、両手を腰の両脇に置

きます。

3. 息を吐いて、右足を左脚の内側に

置きましょう。

4. 吸って、背すじを伸ばし、木の幹

を高くしましょう。

5. 吐いて、両腕を天井のほうに伸ば

します。

6. 呼吸を続けましょう。

7. 準備ができたら、両手を腰に下ろし

てから、山のポーズに戻ります。

8. 反対側も同様に繰り返しましょ

う。

指示のポイント:

右足のつま先は、キックスタンドのよ

うに支えます。左足のつま先でマット

に根をはりましょう。(3)

両腕を大きく広げて、指を少し内側に

回し、肩は耳からそっと離すようにし

ましょう。(5)

滑らかで、落ち着いた呼吸でバランス

と集中を保ちましょう。(6)

効果的な表現:

つま先は、木の根っこです。この根っ

こが、強くバランスを保って立てるよ

うにしてくれます。(3)

育っていく枝のように腕を伸ばしまし

ょう。(5)

対象学年:

中学1～3年生；高校1～3年生
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岩
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身体的効果:

• 足首、大腿四頭筋、股関節屈筋、腰

をストレッチする

精神的効果:

• 心を落ち着ける

視線:

鼻先

インストラクション:

1.テーブルのポーズになって始めまし

ょう。

2. 息を吸って、膝をマットの幅に開い

て、足の親指同士をつけましょう。

3. 息を吐いて、お尻をかかとに下ろし

ながら、両腕を前へマットの先端のほ

うに伸ばします。

4. 呼吸を続けましょう。

指示のポイント:

足の甲がマットにしっかりついている

ことを確認しましょう。(2)

額を休めましょう。(3-1)

指先を5つの角がある星のよう大きく

開きましょう。(3-2)

効果的な表現:

腰の上でコップを乗せることができる

くらい背中をしっかり平らにしましょ

う。(1)

ヨガの練習中に休憩したいときは、

いつでもこのポーズになりましょ

う。(4)

対象学年:

中学1～3年生；高校1～3年生

その他の解剖構造上のポイント:

股関節

所見

腰が浮いている

つま先を立てている

原因

股関節屈筋が硬い

意識感覚が乏しい

軽減/修正

肘下を床について、額を休める

指示のポイント(2)を参照

軽減/修正:
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バリエーション 1

ボート
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所見

脚を上げることが困難である

原因

バランスをとることが難しい、または

腹筋が弱い

軽減/修正

1. 両手を膝の裏に置いたままにする

2. 両手を曲げている膝の横にそえる

3. 脚を伸ばす

軽減/修正:

身体的効果:

• 姿勢を改善する

• 大腿四頭筋、股関節屈筋、そけい

部、腹筋、背骨、腕、首を強化する

• ハムストリングスをストレッチする

精神的効果:

• 物事に打ち込む力、集中力を高める

• 心を落ち着ける

視線:

足の親指

インストラクション:

1. 膝を曲げ、足が床に下りている状態

で座って始めましょう。

2. 息を吸って、膝の下に手を入れま

す。

3. 息を吐いて、右脚を上げましょう。

4. 息を吸って、左脚を上げましょう。

5. 呼吸を続けましょう。

6. 準備ができたら、息を吐いて、両脚

を下ろしましょう。

指示のポイント:

脚を上げるとき、腹部の力を使ってバ

ランスをとるようにしましょう。(3)/
(4)

効果的な表現:

お腹をボートの強い基礎にしま

す。(5)

対象学年:

中学1～3年生；高校1～3年生

バリエーション 3
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プレッツェル
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身体的効果:

• 背中を強化する

• そけい部、胸部、背骨、肩をストレ

ッチする

精神的効果:

• 心を落ち着ける

視線:

鼻先

インストラクション:

1. あぐらになって始めましょう。

2. 息を吸って、両腕を上に伸ばしま

す。

3. 息を吐いて、右手を左膝の外側に伸

ばしましょう。

4. 吸って、背すじを伸ばします。

5. 吐いて、左手を後ろに持っていきま

しょう。

6. 呼吸を続けます。

7. 準備ができたら、ねじりをといて、

あぐらに戻りましょう。

8. 反対側も同様に繰り返します。

効果的な表現:

両足をプレッツェルの形にしましょ

う。(1)

背泳ぎをするように左手を後ろに回し

ましょう。(5-1)

肩越しに後ろを見ましょう。(5-2)

対象学年:

中学1～3年生；高校1～3年生
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•身体的効果:

•腹筋を強化する

• ふくらはぎ、ハムストリングス、背

骨をストレッチする

精神的効果:

• 心を落ち着ける

視線:

鼻先

インストラクション:

1. 杖のポーズになって始めましょう。

2. 息を吸って、両腕を空に伸ばしま

す。

3. 息を吐いて、両腕を前に伸ばして手

を脚の外側に置きましょう。

4. 呼吸を続けましょう。

5. 準備ができたら、息を吸い、起き上

がって杖のポーズになりましょう。

指示のポイント:

つま先を脛のほうに反らせましょ

う。(2)

対象学年:

中学1～3年生；高校1～3年生

所見

背中が丸まっている

難点

ハムストリングスが硬い

軽減/修正

膝を少し曲げる

軽減/修正:
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仰向けのツイスト
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身体的効果:

• 腰を強化する

• 背骨、胸部、肩をストレッチする

精神的効果:

• 心を落ち着ける

視線:

鼻先

インストラクション:

1. 仰向けになって始めましょう。

2. 息を吸って、両脚を宙に伸ばしま

す。

3. 息を吐いて、膝を曲げましょう。

4. 吸って、両腕を横へTの字になるよ

うに伸ばします。

5. 吐いて、両脚を左側に下ろしまし

ょう。

6. 呼吸を続けます。

7. 準備ができたら、息を吸って、両脚

を上げて中央に戻しましょう。

8. 反対側も続けます。

指示のポイント:

膝は曲げたままにして、内側をお互

いに押し合いましょう。(5-1)

頭を床にぴったりとつけ、右肩の先

を見ましょう。(5-2)

効果的な表現:

呼吸するたびに内臓がスポンジのよ

うに絞られているのをイメージしま

しょう。(6)

対象学年:

中学1～3年生；高校1～3年生

軽減/修正:

所見

両足が床から上がっている

原因

股関節屈筋が硬い

軽減/修正

脚の下にプロップスを入れる
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ダブル・プレッツェル
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身体的効果:

• 腹筋、背中を強化する

• 股関節屈筋、背骨、肩をストレッ

チする

精神的効果:

• コミュニケーション能力を高める

視線:

鼻先

インストラクション:

1. お互いに向き合い、あぐらになって

お互いの膝をつけて始めましょう。

2. 息を吸って、両手を合わせます。

3. 息を吐いて、右手を自分の後ろ側に

持っていきましょう。

4. 吸って、左手を斜めに出して、パ

ートナーの左手にハイ・ファイブ(手
を高く上げてお互いの手を打ち合う)
をします。

5. 吐いて、左手をパートナーの右手に

届かせましょう。

6. 手をつないで、息を吸って、背すじ

を伸ばします。

7. 息を吐いて、後ろの手のほうに身体

を回しましょう。

8. 自分とパートナーの準備ができた

ら、ねじりをときます。

9. 反対側も同様に繰り返しましょう。

指示のポイント:

両方の手でパートナーとダブル・ハイ

ファイブをしましょう。(2)

対象学年:

中学1～3年生；高校1～3年生

軽減/修正:

所見

手を組むことが困難である

原因

意識感覚が乏しい

軽減/修正

指示のポイント(2)を参照
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緊張と弛緩

このリラクゼーション法は、特に苛立ちや緊張度が高いときに役に立ちます。この方法を利用して、生徒たちがバランスの

とれた状態に戻れるようにしましょう。どのくらい無意識に緊張をためているかに生徒たちが気づくよう促しましょう。こ

の方法が培う意識によって、あなたもあなたの生徒たちも心と体と呼吸をつなげるためにいつヨガツールを使えばいいのか

を学ぶことができるでしょう。 

「眼を閉じて、呼吸をして休みましょう。眠るときのように考え事は全部頭の外に出してしまいましょう。自分の呼吸を感

じていきます。何も変えようとせず、自分の呼吸を意識します。呼吸は、速いですか、それともゆっくりでしょうか？音を

立てていますか、それとも静かでしょうか？なめらかですか、それともぎこちないでしょうか？

　あなたの手から始めて、こぶしを握ります。両腕を体側にきつく締めます。5秒たったら、緩めましょう。力を抜きま

す。両腕も両手もだらりとさせます。筋肉を締める間、安定した呼吸を保ちましょう。」

顔、腕、腹部、臀部、脚、足、つま先を含む身体の他の部分についても、生徒たちに緊張させ、緩めさせる指示を繰り返し

ていきます。腹部を緊張させるには、生徒たちに腹部を内側に引き込んでもらいしましょう。一通り、すべての身体の部位

を緊張させ緩めたら、次に続けましょう。

「できる限りすべての筋肉を同時に緊張させましょう。緊張を保って。最後に一気に緩めます。何か違いを感じるかどうか

意識しましょう。呼吸を感じて。何か変わりはありますか？どんなふうに変わりましたか？」

少し時間をおきます。

「指先、つま先を優しく動かします。最後に何回か気持ちの良い伸びをして背中や体側をストレッチしましょう。準備がよ

ければ、楽な姿勢で椅子に座った状態に戻りましょう。」
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