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クマの呼吸

効果:

• 時間をかけて呼吸が均等になることによって、呼吸する感覚を高める

• 心を集中させる

• 物事に打ち込む力を向上させる

インストラクション:

1. 3～5カウントで鼻から息を吸って、1～2カウント呼吸を止めます。

2. 3～5カウントで鼻から息を吐いて、1～2カウント呼吸を止めます。

3. 繰り返しましょう。



/ 02

応用方法: 

この練習を指導する際に、次の選択肢があります。講師がカウントをとってあげる、または生徒自身が手を使って頭の中で

カウントする。
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ろうそくの呼吸

効果:

• 吐く息のコントロールを促す

• 心を集中させる

インストラクション:

1. 両手を組み、人差し指の先を口の近くに持ってきます。人差し指の先がろうそくの形をしていると想像しながら、鼻から

息を吸います。

2. ゆっくり口から吐いて、ろうそくを消しましょう。

応用方法: 

吐く息を速く短くしたい場合は、ろうそくを身体の近くに持ち、長く引き伸ばしたい場合は、遠くに持ちます。
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ハッピーな呼吸

効果:

• 身体を目覚めさせる

• 酸素レベルを上げる

• 緊張をほぐす

インストラクション:

1. 両足を大きく開いて立って、膝は少しだけ曲げて、腕はまっすぐにしましょう。息を吸って、両腕を頭の上に上げます。

2. 息を吐いて、腕を胸の高さまで下ろしましょう。

3. 息を吸って、腕を横に開いて、

4. 息を吐いて、腕を中央に戻して、

5. 息を吸って、腕を頭の上に上げて、

6. 息を強く鋭く吐きながら「はぁぁぁ」という音を出して、膝曲げ、腕は後ろに振りましょう。

7. 息を吸って、腕を頭の上に上げます。

8. 3～5回くらい返しましょう。

9. 休憩して、どんな気持ちになったか、確かめましょう。
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ハッピーな呼吸 1

ハッピーな呼吸 3

ハッピーな呼吸 5

ハッピーな呼吸 2

ハッピーな呼吸 4

ハッピーな呼吸 6
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おじぎした星
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所見

膝が痛む、または震える

頭が床についている

原因

ハムストリングスが硬い

両脚を開きすぎている

軽減/修正

膝を曲げる

脚幅を狭める

軽減/修正:

身体的効果:

･ 背骨を伸ばす

･ 足首、膝、大腿四頭筋、股関節屈

筋、腹筋、背骨を強化する

･ ハムストリングス、内腿をストレッ

チする

精神的効果:

･ 集中力を高める

･ 精神力を強化する

･ 落ち着きが増す

視線:

へそ

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、両手を腰の両脇に置い

て、背骨を伸ばします。

3. 息を吐いて、両手が床につくまで、

身体を前に倒しましょう。

4. 呼吸を続けてましょう。

5. 準備ができたら、息を吸って、ゆっ

くり起き上がります。

6. 吐いて、足を戻して、マットの前で

山のポーズになりましょう。

指示のポイント:

肩が手首の上に来ていること、指先が

大きく開かれていることを確かめまし

ょう。(3-1)

頭は、床から離すようにしましょ

う。(3-2)

アゴを胸に引いて、首を怪我から守り

ましょう。(5)

効果的な表現:

星の角の数を数えましょう。(1)

対象学年:

未就学児; 小学1～3年生; 小学4～6年

生

その他の解剖構造上のポイント:

股関節; 前屈
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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、強くバランスをもって立てるよ

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。

対象学年:

未就学児; 小学1～3年生; 小学4～6年

生
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バリエーション 1

ラクダ
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バリエーション 2

軽減/修正:

所見

手がかかとに届かない

めまい

原因

股関節屈筋が硬い

血が急激に頭部に集まっている

軽減/修正

両手を腰の両脇に置く

アゴを胸に引き寄せておく

身体的効果:

･ 足首、大腿四頭筋、そけい部、腹

筋、背中、のどを強化する

･ 股関節屈筋、胸部、背骨、肩をスト

レッチする

精神的効果:

･ 心を刺激する

視線:

鼻先

インストラクション:

1. テーブルポーズになって始めまし
ょう。

2. 息を吸って、両手を後ろに歩かせ、
両膝立ちになります。

3. 息を吐いて、両手を腰の両脇に置い
て、つま先を立てましょう。

4. 吸って、肩を背後に回しながら、胸
を引き上げます。

5. 吐いて、右手を右かかと、または右
足首に置きましょう

6. 息を吸います。

7. 息を吐いて、左手を左かかと、また
は左足首に置きます。

8. 息を吸いましょう。

9. 息を吐いて、腰を前に押します。

インストラクション（つづき）

10. 呼吸を続けましょう。

11. 準備ができたら、腹筋に力を入れて

ポーズをときます。

指示のポイント:

胸は引き上げたままにしましょう。(7)

対象学年:

小学4～6年生
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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:

未就学児; 小学1～3年生; 小学4～6

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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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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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



YOGAe 
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