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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。



/ 3ヨガのポーズ / 新学期に向けたツールキット

ヨガポーズ

ヨガポーズは、心と身体の健康の強固な基礎を築くためのツールをとなって、講師と生徒たちに力を与えます。全ての年齢

にとってパワフルな効果を与えるものであり、ヨガの練習を規則的に行うことは、身体的、意識的、感情的、社会的な健や

かさに深く、長く続く効果を与えることが期待できます。

ヨガポーズは、意識的に身体と心と呼吸をつないでいくことで、自己への気づき、自己管理力、自己効力感を向上させま

す。習慣づいた不健全な思考や行動は、心と身体の健康の基礎を害しますが、大抵は気づかれることなく、そのままにされ

てしまいます。自己の内面における経験に対して感覚を研ぎ澄ませることで、ヨガは自分にとって気持ちの良い考えや行為

をするよう積極的に変えていく力を与えてくれます。ヨガポーズは、自分が何者なのか、どのような状態でいるかを観察す

る機会を与えてくれ、なりたい自分に、思い通りの状態に積極的に変わっていけるツールを与えてくれます。

ヨガポーズが学習をサポートする方法

• ヨガポーズは、知覚ストレスを減らし、自己をいたわる心を育てます。これによってストレスに対して精神的にうま

く対処することや、身体的に強いる負担を少なくすることが期待できます (Gard et al., 2012)。これはまた学習準備の

整った状態を作り出します。

• ヨガポーズは、脳がセロトニン、ノルアドレナリン、ドーパミンを生成することを助け、またこれらの神経伝達物質

は学習に直接的な影響を及ぼします。セロトニンは、脳の活動を制御し、気分や衝動、攻撃性を統制します。ノルア

ドレナリンは注意力、知覚、動機付けを誘引します。ドーパミンは報酬、学習、動作を調節します。これらの神経伝

達物質のバランスをとることによって、運動が脳を強化し、精神的な明晰さを向上させます。

• ヨガポーズは運動の一つとしてとらえることができます。研究によると、運動は、脳が新しい情報を記憶したり習得

するために新しい脳細胞の数を増やより多くの細胞を生成していることを示唆しています。これらの細胞は学問的な

刺激によって脳の学習を司る部分へと統合されます(Ratey, 2008)。 
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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:

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:

逆転
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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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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、右手をスネに置いて、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:

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

ヨガのポーズ / 新学期に向けたツールキット

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
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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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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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杖
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所見

背中が丸まっている

原因

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:

･ 大腿四頭筋、腹筋、背中、背骨を強

化する

･ ふくらはぎ、ハムストリングス、胸

部をストレッチする

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. あぐらになって始めましょう。

2. 息を吸って、両脚をまっすぐ前に伸

ばします。

3. 息を吐いて、つま先をスネのほうに

反らせましょう。

4. 吸って、両手を腰の両脇に下ろし

ます。

5. 吐いて、背後に肩を回しましょう。

6. 呼吸を続けます。

指示のポイント:

背骨を伸ばして座りましょう。(6)

効果的な表現:

両脚を杖のように強くしましょう。 

(6)

対象学年:

未就学児; 小学1～3年生; 小学4～6

年生
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