
ホリデーヨガ

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。



ホリデーヨガ ツールキット

道具：ヨガマット 

テーマ

コンセプト

タイムイン（呼吸）

1-3分間

ゲーム 

5-10分間

リラクゼーション

5-10分間

話し合い 

3-5分間

ヨガポーズ

15-20分間

        ウォーミングアップ

5分間

コミュニケーション

なぜ、明確にコミュニケーションをすることが大切なのだろう?

優しい呼吸

どのようにコミュニケーションするの？または　コミュニケーションをとるにはどんな方
法がありますか？コミュニケーションとは何か、考えを出し合ってみましょう。協力とコ
ミュニケーションは深く関係しています。私たちは言葉だけでなく、声の調子、アイコン
タクト、そしてボディーランゲージを通してコミュニケーションしています。それぞれの
場面ではどのように伝わるでしょうか？

・「私はとてもハッピーな気持ち」と笑顔で、ほどいた腕で、姿勢よく座りながら言って
みましょう。
・「私はとてもハッピーな気持ち」と顔をしかめ、腕を組み、そして背中を丸めながら
言ってみます。

太陽礼拝A

パートナーポーズ：屋根、ダブル・ツリー、向かい合わせのイス、背中合わせのイス、ダ

ブル・ボート、シーソー、岩の上のトカゲ、ダブル・プレッツェル

ポーズを安全に、そして気持ちよく行えるように、コミュニケーションをしっかりとるこ

とを強調しましょう。生徒たちに、コミュニケーションは言葉、声の調子そしてアイコン

タクトを通してを行うと思い出させます。

鏡

言葉を使わずに、どのようにパートナーとコミュニケーションをとっているのかというこ

とに気づけるよう指導します。

ダブル・ボート

レッスンの最後に、相手の素晴らしいところや、感謝していることを伝え合うのもいいか
もしれませんね。
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身体的効果:

･ 背骨を伸ばす

･ 足首、膝、大腿四頭筋、ハムストリ

ングス、股関節屈筋、臀部、腹筋、胸

部、肩、背中、腕、手首、首を強化、

ストレッチする

･ 呼吸と身体を温め、同調させる

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:

各ポーズを参照

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、両腕を頭の上に伸ば

します。

3. 吐いて、股関節から前に倒して、前

屈します。

4. 息を吸って、手をスネか、地面に

置いて、背骨を伸ばして、上を見まし

ょう。

5. 息を吐いて、両脚を後ろに引いて、

テーブルのポーズになります。

6. 腕立てのポーズになるか、身体を

おろして、お腹を地面におろしましょ

う。

7. 息を吸って、コブラのポーズ、また

は上向きのイヌのポーズになります。

8. 吐いて、テーブルのポーズ。

9. 後ろに押して、下向きのイヌのポ

ーズ。

10. 吸って、両手のほうに歩いて前に

きたら、手をスネか、床に置いて、背

骨が伸びているのを感じましょう。

11. 吐いて、前屈します。

12. 吸って、体を起こしながら両腕を

上に伸ばして。

13. 吐いて、両腕を下ろし、山のポー

ズに戻りましょう。

指示のポイント

各ポーズを参照。

効果的な表現:

各ポーズを参照。

対象学年

小学1～3年生；小学4～6年生
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屋根
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所見

不安定である

指を組んでいる

腰がかがんでいる

原因

お互い不均等に体重をかけている

意識感覚が乏しい

筋力が乏しい

軽減/修正

指示のポイント(5)を参照

インストラクション(2)を参照

お互いの距離を狭める

軽減/修正:

身体的効果:

･ 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:

･ コミュニケーション能力を高める

視線:

お互いのほうを見る

インストラクション:

1. パートナと向き合って、山のポーズ

になって始めましょう。ふたりの間は

120ｃｍほど開けます。

2. 両腕を横に伸ばして手の平同士を

押し合わせます。

3. 空のほうに両腕を伸ばしましょ

う。

4. お互いの体重をバランスを取って

支え合えるところまで、足を後ろに歩

かせます。

5. 呼吸を続けましょう。

6. 自分とパートナーの準備ができた

ら、お互いのほうに歩み寄って、ゆっ

くりポーズから出ましょう。

指示のポイント:

ポーズから出るときは、目を見て合図

をしながら、お互いのほうに歩きまし

ょう。(5)

対象学年:

未就学児; 小学1～3年生; 小学4～6
年生
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ダブル･ツリー
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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:

･ 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. パートナーと並んで、山のポーズに

なって始めましょう。

2. 息を吸って、外側の足をキックス

タンドのようにして内側の足にたてか

けます。

3. 息を吐いて、パートナーと内側の

手の平同士を合わせましょう。

4. 吸って、手のひらを押し当てなが

ら、両腕を頭の上に伸ばします。

5. 吐いて、外側の腕を空に向かって

伸ばしましょう。

6. 呼吸を続けます。

7. 自分とパートナーの準備ができた

ら、ゆっくり両腕を下ろして、外側の

足を床に下ろしましょう。

指示のポイント:

手の平同士がしっかり押されているこ

とを確認しましょう。(4)

効果的な表現:

両腕が木の枝になったように想像しま

しょう。(6)

対象学年:

小学1～3年生; 小学4～6年生

軽減/修正:

所見

不安定である

指を組んでいる

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

足をキックスタンドのように置く

指示のポイント(4)を参照
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向かい合わせのイス
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身体的効果:

･ 足首、ふくらはぎ、膝、大腿四頭

筋、臀部、背骨、腹筋、腕を強化する

･ 胸部、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:

お互いのほうを見る

インストラクション:

1. パートナーと向き合って立っている

状態で始めましょう。

2. 息を吸って、両腕を伸ばして、パー

トナーの肘下、または手首をそっとつ

かみます。

3. 息を吐いて、膝を深く曲げて、イス

のポーズになりましょう。

4. 吸って、後ろに寄りかかりながら、

お互いを支え合います。

5. 呼吸を続けましょう。

6. 自分とパートナーの準備ができた

ら、ゆっくり戻って立ちましょう。

指示のポイント:

お互い同じだけ体重がかかるようにし

ましょう。(4)

効果的な表現:

パートナーとお互いの目で合図をし

ながら、同時にポーズから出ましょ

う。(6)

対象学年:

未就学児; 小学1～3年生; 小学4～6
年生

軽減/修正:

所見

不安定である

原因

加重が不均等

軽減/修正

指示のポイント(4)を参照
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背中合わせのイス
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所見

膝を深く曲げることが困難である

原因

全般的に力がついていない

軽減/修正

背中合わせになって立ち、両手を中央で
合わせます。

軽減/修正:

身体的効果:

･ 足首、ふくらはぎ、膝、大腿四頭

筋、臀部、背骨、腹筋を強化する

･ 胸部をストレッチする

精神的効果:

･ コミュニケーション能力を高める

視線:

前方

インストラクション:

1. 自分のパートナーと背中合わせにな

って立ちましょう。

2. 息を吸って、パートナーはそれぞれ

3cmほど前に踏み出します。

3. 息を吐いて、膝を深く曲げてイスの

ポーズになりましょう。

4. 吸って、お互いの背中に寄りかかり

ます。ポーズをとりながら支え合うよ

うにしましょう。

5. 吐いて、両手を中央に持っていき

ます。

6. 呼吸を続けましょう。

7. 自分とパートナーの準備ができた

ら、息を吸って、ゆっくり一緒に立つ

状態に戻りましょう。

効果的な表現:

コアを使って、ポーズをしっかり保ち

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
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ダブル･ボート
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所見

脚を伸ばすことが困難である

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:

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、胸部をストレッ

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:

お互いのほうを見る

インストラクション:

1. パートナーと向かい合って座って始

めましょう。

2. 息を吸って、膝を曲げてパートナ

ーとつま先同士をつけられるようにし

ます。

3. 息を吐いて、足首を曲げて、パー

トナーとお互いの足の裏同士を合わせ

ましょう。

4. 吸って、前に乗り出して、パート

ナーの肘下か、手首をやさしく持ち

ます。

5. 吐いて、両足を押し合って、片足

ずつ引き上げましょう。

6. 吸って、背すじを伸ばして、ボー

トのポーズになります。

7. 呼吸を続けましょう。

8. 自分とパートナーの準備ができた

ら、ゆっくり足を地面に戻します。

指示のポイント:

片足ずつゆっくり下ろしましょう。 
(8)

対象学年:

未就学児; 小学1～3年生; 小学4～6
年生
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シーソー
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身体的効果:

･ 背骨を伸ばす

･ 腹筋、腰を強化する。

･ ふくらはぎ、ハムストリングス、内

腿、そけい部、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:

お互いのほうをみる

インストラクション:

1. お互い向かい合い、開脚のポーズに

なって始めましょう。

2. 足の裏同士を合わせます。

3. 前に伸びて、パートナーの肘下か

手首をとりましょう。

4. 呼吸を続け、やさしく前後に身体

を揺らしましょう。

効果的な表現:

身体がシーソーになったイメージをし

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

軽減/修正:

所見

両脚を伸ばすのが困難である

乱暴に前後に身体を揺らしている

原因

バランスをとることが難しい

エネルギーが過剰

軽減/修正

膝を曲げておく

インストラクション(4)を参照
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岩の上のトカゲ
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身体的効果:

･ トカゲ:胸部、腹筋をストレッチする

･ 岩:背中と股関節をストレッチする

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. パートナーと相談して、どちらが先

にトカゲになるか、または岩になるか

を決めましょう。

2. パートナー#1:岩のポーズになりま

す。

3. パートナー#2:

3a. パートナーに背を向けましょう。

3b. 両手を腰に置きます。

3c. 膝を曲げ、両手をパートナーの腰

に置いて、相手の背中の上で仰向けに

なりましょう。

3d. お互いの腰同士を合わせて、頭、

背中の上部、首を休めます。

3e. 両腕を頭の上に伸ばしましょう。

3f. ぐらぐらしなければ、両脚を伸ば

します。

3g. 呼吸を続けましょう。

3h. ポーズから出るときは、注意しな

がら、自分の両手をパートナーのウエ

ストに置いて、アゴを胸に引いて起き

上がります。

4. 役割を交代して繰り返しましょ

う。

効果的な表現:

岩の上で日向ぼっこをしているトカゲ

になりましょう。(3g)

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

両脚を伸ばすことが困難である

ポーズを出るとき、岩から転げ落ちて

しまう

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

膝を曲げておく

インストラクション(3h)を参照
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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. 反対側も同じように繰り返しまし

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:

小学1～3年生; 小学4～6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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鏡

(パートナー)

手順:

生徒は二人組みになり、部屋の中に広がります。二人組みは、向き合って30-60センチほど離れて立ち、どちらが「動く

人」で、どちらが「鏡」になるか決めましょう。いろいろなヨガポーズを使って、動く人はゆっくり滑らかに動いてポー

ズをとり、鏡は、鏡に映ったように相手の動きをまねします。動く人は、鏡が追いつけるだけ、だんだんと動きを速めま

す。3分経ったら、役割を交代しましょう。

スキル:

･ 協調性

･ 協力

･ 集中力

･ 身体感覚

･ 空間感覚
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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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