
キッズヨガ・
レッスンプラン

ヨガってなに？
なぜヨガをするの？



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。



ヨガとは、、、の紹介

ヨガってなに？なぜヨガをするの？

優しい呼吸／ヘッドフォンの呼吸

ヨガでは、自分の呼吸を聞いたり感じたりできることを説明しましょう。

呼吸を浅くしたり、呼吸を深くしたりしてみましょう。

ヨガってなに？なぜヨガをするの？

これからヨガクラスで行う活動の内容を説明しましょう。生徒たちが、心と身体を健康で

強くいるために、呼吸法、ポーズ、ゲーム、リラクゼーションが、どのように役立つかを

説明しましょう。

ルールの傘

ヨガクラスを、居心地よく守られていると感じられる「特別な場所」と認識できるよう

に、ルールをきちんと説明しましょう。生徒たちにとって、ヨガが、他の活動と全く違う

ものとしてヨガを体験と感じられることが大切です。静かな音楽を流したり、少し暗めの

照明にするなどして、特別な場所としての雰囲気を出しましょう。

どうしたら、ヨガクラスが「特別なもの」として感じられるか、生徒たちに聞いてみまし

ょう。動くこと、関係したり、マットを使うこと、靴を脱いだり履いたりすること等彼ら

がするあらゆることが、特別なことであることを話しましょう。

生徒の中には、まだ字が読めない子どももいるかもしれないので、字を書くだけでなく絵

を描いて説明するようにしましょう。

ヨガポーズ・パターンをつくる

生徒たちに、あなたがポーズ名を言うのにあわせて動くようにいいましょう。そして、

岩、テーブル、ウシ、ネコ、とポーズをとってみましょう。生徒たちに、「ウシ」や「ネ

コ」とポーズ名を言う代わりに、「モー」や「ニャーオ」といった具合にあなたと一緒に

動物の鳴き声を真似てみるように言ってみましょう。

岩、ウシ、ネコ、下向きのイヌ、ぬいぐるみ、山、英雄１、英雄２、山、木、カエル、 

チョウチョウ、曲がった杖

多くのヨガポーズには、自然の名前が付けられていることを説明しましょう（植物、動

物、山など）。昔、ヨギ（ヨガを練習している人）はこれら自然界の特質（強さ、バラン

ス、柔軟さなど）に気づき、自分たちもそうなれるようにそこからポーズを作り出したの

です。

ヨガポーズを教えるときは、生徒たちに優雅に、そしてポーズとポーズを「流れるよう

に」何回か繰り返すように言ってみましょう。片方を行ったら、もう片方も行うことを覚

えておきましょう。

あなたの生徒のレベルや年齢に応じたヨガポーズを教えましょう。幼いこどもたちにとっ

てのヨガは、体や体の動きを探求するものです。ヨガは、完璧なアライメント（きれいに

並んだ（体の）線）を保つということではありません。プロップス（道具）、色々な声、

またはアクティビティーを上手く利用して、低年齢のこどもたちの注意力・集中力を引き

つけましょう。

        

ヨガポーズ

15-20 分間

ウォーミングアップ

５分間

話し合い          

３-5 分間

タイムイン（呼吸）

1-3 分間

コンセプト

テーマ

レッスン１：ヨガの紹介

学年：未就学

道具：ヨガマット、方眼紙、ペン



ネイチャー・キッズ

ダブル・ツリー

ビーンバッグ・ボディ（休息のポーズ）

生徒たちは、目を閉じて横たわります、そして身体の各部位をリラックスさせて、生徒自

身が重いビーンバッグ（中に小豆が詰まった布袋の人形）になったよう想像するように言

いましょう。

特に初めの頃は、リラクゼーションでは、慣れるまで少し我慢することも必要です。リラ

クゼーションやジッとしている経験がなかった生徒たちにとって、ジッとして横たわって

いることは、とても難しいことかもしれません。講師自身がリラックスし意識を内側に向

け、生徒たちの見本になるように心がけましょう。

講師の観察：生徒たちに、ヨガのクラスで学んだポーズを一つ見せてもらいましょう。

事前評価を完成させましょう。もし、生徒たちの知らないポーズがあれば、そのポーズは

空欄のままにしておきます。これはテストではなく、生徒たちが学んだことを思い出させ

る道具であり、講師が、生徒たちが、よりよくヨガを学ぶにはどうすればいいかを知るた

めであるということを、きちんと説明しましょう。

課題/宿題/評価

3-5分間

リラクゼーション

3-5分間

パートナーワーク

5-10分間

ゲーム　

5-10分間



呼吸の練習

レッスン1：事前評価

名前
日付 

岩

下向きのイヌ

山

英雄２

ねじれたドラゴン

木

カエル

チョウチョウ

難しかった。 だんだん出来るよう
になった。

良く出来た。



レッスン1：事前評価

曲がった杖

なびくヤシの木

ヨガ・ホップ

私は、
ヨガを家で練習
しています。

私は、怒った
時、深い呼吸を
します。

ヨガは、私が集
中するのを助け
ます。

私は、
私でいることが
好きです。

私は幸せです。

難しかった。 だんだん出来るよう
になった。

良く出来た。

一度も出来
なかった。

時々出来た。 いつも出来た。



レッスン1：事前評価

ヨガをした後、私は...と感じます。

ヨガについて私が好きなことは...

ヨガで私が頑張っている一つのことは...
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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。 
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ヘッドフォンの呼吸

効果:

• 自分に焦点を合わせ、他のことはすべて忘れる

• 心と身体と呼吸を一体にする

インストラクション:

1. 両手で耳をふさいで、外の音が聞こえないようにします。

2. 一定に鼻から息を吸って、吐きます。

3. 自分の呼吸を聞きながら、呼吸の音を表現する言葉を考えましょう。

応用方法: 

より視覚的な練習をする場合、手を鏡に見立てて、息でその鏡を曇らせてみましょう。
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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:

未就学児; 小学1～3年生; 小学4～6年生

キッズヨガ・レッスンプラン / ヨガってなに？なぜヨガをするの？
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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:

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

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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ウシ

ネコとウシ

ネコ
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所見

膝同士が近すぎる

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

軽減/修正:

身体的効果:

･ 背中を強化する

･ 腰、腹筋、胸部、背骨、肩、首をス

トレッチする

精神的効果:

･ 心を刺激する

視線:

ネコ:へそ

ウシ:上方

インストラクション:

1. 岩のポーズになって始めましょう。

2. 息を吸って、両手、両膝をつきま

しょう。

3. 息を吐いて、つま先を立て、指先を

大きく広げましょう。

4. 吸って、背中反らせ、空のほうを見

上げて、ウシのポーズになります。

5. 吐いて、背骨を丸め、アゴを胸に寄

せて、ネコのポーズになりましょう。

6. 繰り返し行います。

指示のポイント:

膝同士が握りこぶし二個分離れている

ことを確認しましょう。(2-1）

肘の真下にくるまで両手を前に歩かせ

て、背中をテーブルのように平らにし

ましょう。(2-2)

効果的な表現:

背骨の動きに合わせてモーやニャーと

鳴いてみましょう。(4)/(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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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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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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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

キッズヨガ・レッスンプラン / ヨガってなに？なぜヨガをするの？

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

キッズヨガ・レッスンプラン / ヨガってなに？なぜヨガをするの？

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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カエル

キッズヨガ・レッスンプラン / ヨガってなに？なぜヨガをするの？
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所見

かかとが床から引きあがっている

原因

足首が硬い

軽減/修正

痛みがある場合、ムシのポーズにする

軽減/修正:

身体的効果:

･ 土踏まず、足首を強化する

･ 足首、そけい部、背中をストレッチ
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. 下向きのイヌのポーズになって始め
ましょう。

2. 息を吸って、前の両手を見ましょ
う。

3. 息を吐いて、両手の外側へゆっく
り両足を歩かせます。

4. 吸って、膝を深く曲げましょう

5. 吐いて、肘を内腿に押し当てます。

6. 呼吸を続けましょう。

7. 準備ができたら、後ろに歩いて、下
向きのイヌのポーズになります。

指示のポイント:

膝を曲げて、スクワットの姿勢になり

ましょう。(4-1)

両足は地面を押しています。(4-2)

お尻を床のほうに下げましょう。 

(4-3)

肩甲骨同士を寄せながら、胸を空に向

かって引き伸ばしましょう。(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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チョウチョウ
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身体的効果:

･ 腹筋、背中の上部を強化する

･ 膝、内腿、そけい部をストレッチ

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. 座って、足の裏を合わせた状態で始

めましょう。

2. 息を吸って、両腕を上に挙げて、ピ

ースサインを見せてください。

3. 息を吐いて、ピースサインの二本指

で足の親指を巻いて、その他の指はつ

ま先に置いて、親指が上にくるように

しましょう。

4. 吸って、背すじを伸ばします。

5. 吐いて、だんだんと前屈して、額を

床のほうに届かせます。

6. 呼吸を続けましょう。

7. 吸って、アゴを胸に引き寄せなが

ら、身体を起こしましょう。

指示のポイント:

もし生徒たちが膝を上下させているよ

うであれば（チョウチョウの羽をヒラ

ヒラ動かしている）、ゆっくりとした

速さにさせましょう（やさしい優雅な

チョウチョウになるように）。(6)

効果的な表現:

あなたのチョウチョウは何色です

か？(5-1)

きれいなチョウチョウになって静かに

空を飛んでいる自分が想像できます

か？(5-2)

前屈しながら繭になるのをイメージし

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

その他の解剖構造上のポイント:

股関節

所見

膝を上下に動かし続けている

原因

エネルギーが過剰

軽減/修正

指示のポイント(6)を参照

軽減/修正:
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曲がった杖

キッズヨガ・レッスンプラン / ヨガってなに？なぜヨガをするの？
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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:

つま先をスネのほうに反らせましょ

う。(2)

対象学年:

未就学児; 小学1～3年生; 小学4～6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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ネイチャー・キッズ

(個人/グループ)

手順:

生徒は、自然界に見られる物の名前を5～6個あげます。講師と生徒たちでどのヨガポーズがどれに合うかを考えます。例え

ば、岩のポーズは、大きな石に当てはまります。グループ全員でそれぞれにひとつのポーズ当てはめられたら、生徒たちで

部屋の中に自然の風景を作ります。

応用:

エネルギーが過剰な状態や、乱暴な雰囲気を鎮める場合は、嵐をテーマにした自然界のものを使うとよいでしょう。

スキル:

･ 創造力

･ 傾聴力

･ 想像力

･ 記憶力
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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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休息のポーズ
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身体的効果:

･ 疲れを緩和する。

･ 身体をリラックスさせる

･ 軽度の頭痛を和らげる

精神的効果:

･ 心を落ち着かせる

視線:

上、または目を閉じる

インストラクション:

1. 仰向けになって始めましょう。

2. 両手を腰の横に置きます。

3. 手の平を天井に向けます。

4. 力を抜いて、身体をリラックスさ

せましょう。

5. 呼吸を続けます。

指示のポイント:

両脚を伸ばすか、または膝を曲げて足

の裏を床に下ろしましょう。(1)

両手は、お腹の上に置いてもいいです

し、お尻の下に敷いてもいいでしょ

う。(2)

効果的な表現:

そっと目を閉じましょう。(5-1)

できるかぎり、静かに、そして動かず

にいましょう。(5-2)

視線をやわらげて、天井を見ましょ

う。(5-3)

対象学年:

未就学児; 小学1～3年生; 小学4～6年

生
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