
体育の日

ヨガポーズのツールキット



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。
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英雄の呼吸

効果:

･ 精神力を育む

･ 強さ、機敏さを向上させる

･ 過剰なエネルギーを発散させる

インストラクション:

1. 両足を大きく開いて立って、膝を曲げておきます。息を吸って、肘を脇に締め、握りこぶしの手の平側を上に向けます。

2. 息を吐いて、こぶしの手の平側を下に向けながら前に突き出します。

3. 息を吸って、肘を締め直して、

4. 息を吐いて、もう片方の握りこぶしで前に突き出します。

5. 息を吸って、肘を締め直しましょう。

6. スピードをつけて何回か繰り返しましょう。

7. 休憩して、身体の中の熱を感じましょう。
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英雄の呼吸1

英雄の呼吸3

英雄の呼吸5

英雄の呼吸2

英雄の呼吸4
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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、足を腰幅に開くか（未

就学児）、または足をそろえてつま先

の親指同士をつけます。
（小学1～6年生）

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:

未就学児; 小学1～3年生; 小学4～6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

不安定である

原因

意識感覚が乏しい

バランスをとることが難しい または

平衡感覚が未発達の低年齢層の子ども

である

軽減/修正

指導のポイント(1)を参照

両脚を腰幅に開く
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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

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、左足を足の長さ分後ろ

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. 反対側も同じように繰り返しまし

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)

平和の英雄になれるかな(ピースサイ

ン)? 強い英雄になれるかな(ガッツポ

ーズ)?(6)

対象学年:

未就学児; 小学1～3年生; 小学4～6年

生
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英雄2
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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

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. 反対側も同じように繰り返しまし

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)

サーフィンをしている英雄になったイ

メージをしましょう。(6)

対象学年:

未就学児; 小学1～3年生; 小学4～6年

生



/ 09

ワシ
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所見

膝を曲げることが困難である

腕を組むことが困難である

原因

バランスをとることが難しい

意識感覚が乏しい、または肩が硬い

か、低年齢層の子どもであるため交差

運動機能が未発達である

軽減/修正

両脚をまっすぐに保ち、キックスタン
ドのように足を地面につけておく。

両手を中央に持ってくる。

軽減/修正:

身体的効果:

･ 足首、ふくらはぎ、膝、腹筋を強

化する

･ 大腿四頭筋、股関節屈筋、背中、肩

をストレッチする

精神的効果:

･ 集中力を高める

･ 心を刺激する

視線:

上方

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、背すじを伸ばしまし

ょう。

3. 息を吐いて、両膝を軽く曲げ、右

足を左脚の前に出します。右足を、キ

ックスタンド（自転車を止めるときに

使うスタンド）のように左足の外側に

立てかけます。

4. 吸って、腕を横に伸ばしましょ

う。

5. 吐いて、右腕を左腕の上に乗せま

す。両肘を曲げて手の平同士を押しま

しょう。肘下を起こします。

6. 呼吸を続けましょう。

7. 準備ができたら、両腕と両脚の絡

みをといて、山のポーズに戻りまし

ょう。

指示のポイント:

バランスが取れたら、ゆっくり膝を曲

げましょう。(5)

効果的な表現:

両腕がトリの羽になったように想像し

ましょう。(4)

対象学年:

未就学児; 小学1～3年生; 小学4～6
年生
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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. 反対側も同じように繰り返します。

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:

未就学児; 小学1～3年生; 小学4～6年

生
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ラッコ
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身体的効果:

･ 身体をリラックスさせる

精神的効果:

･ 心を落ち着かせる

視線:

上を見るか、目を閉じる

インストラクション:

1. 仰向けになって、膝を曲げた状態で

始めましょう。

2. 息を吸って、両足をお尻のほうに歩

かせます。

3. 息を吐いて、マットの幅に足を開き

ましょう。両膝を合わせます。

4. 吸って、両腕を宙に伸ばします。

5. 吐いて、右腕を左腕の上にくるよう

交差させ、手の平同士を向かい合わせ

ましょう。指先を絡めます。

6. 吸って、指の節を身体のほうに向け

ながら、両腕の間を通します。

7. 吐いて、両手をアゴの下に置いて休

めます。

8. 呼吸を続けましょう。

9. 準備ができたら、息を吐いて、両腕

のねじりをときましょう。

効果的な表現:

目をそっと閉じましょう。(8-1)

できるかぎり、静かに、そして動かず

にいましょう。(8-2)

視線をやわらげて、天井のほうを見ま

しょう。(8-3)

対象学年:

未就学児; 小学1～3年生; 小学4～6年

生

軽減/修正:

所見

腕を組むことが困難

原因

意識感覚が乏しい

軽減/修正

1. 仰向けになる前に座らせ、手の組み方
を生徒に教える

2. 片手をお腹に乗せ、片手を胸に乗せ
る
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心の中の山

「目を閉じて、呼吸しながらお休みしましょう。寝るときのように考え事を全部忘れてしまいましょう。自分の呼吸だけを

感じていきます。先生は、みんなが落ち着くまで待っています。ため息をつきながら力をぬいて、もぞもぞしたり、動くの

をやめ、緊張をなくしましょう。みんなが静かになって動かなくなったら、お話を聞ける準備ができた先生への合図です。

一息ごとにもっとリラックスしていきます。。。準備はよさそうですね。

　目の前に見える山を思い浮かべましょう。この山について、その形と高さ、その色と質など、気づいたことを全てあげて

みましょう。それがどんなに落ち着いて、力強く、どっしりとして、知恵深いかに注目しましょう。

　今から、自分がその山になってみます。力強く、安定し、がっしりとしていて、動じない自分になってみます。何が起き

ても、天気が悪くても良くても、やさしい登山者たちがいてもいなくても、あなたという山は同じ状態のままです。あなた

の土台は深く大地に根ざしていて、揺らぐことがありません。その土台と、何が来てもいつかは過ぎ去ると知っている揺る

がない心の強さを信頼しましょう。呼吸してありのままでいましょう。呼吸してありのままで。すべてのものが訪れては、

去っていくことをそのままにしましょう。世界は移り変わるということは分かっていますが、それとともに自分も変えてし

まうことはありません。思いや気持ちは浮かんでは消えていきます。けれども、あなたという山はそのままです。満ち足り

て完璧で立派な自分に気づき、理解して、ありのままでいながら。

　それでは、お部屋の中に戻ってくる時間になりました。やさしく指先、つま先をちょっとずつ動かしましょう。最後に何

回か気持ちの良い伸びをして背中や脇をストレッチしましょう。準備がよければ、起き上がってマットの先端で楽な姿勢に

なって座りましょう。」
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