
キッズヨガ・
レッスンプラン

集中するってどういう意味？



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。



集中する

集中するってどういう意味？

ヘビの呼吸

どのように集中するの？

集中の定義を考えてみましょう。集中するとは、注意を向け、一度に一つのことをすると

いうことを伝えます。集中しやすい場面、集中しにくい場面を例に挙げてもらいましょ

う。ヨガは、周囲で何が起こっていても集中できるツール（道具）を身につけさせてくれ

るということを話し合います。

ヨガポーズをつなげる

英雄１、英雄２、山、なびくヤシの木、木、ワシ

ポーズを行っている最中は、ゆっくりと動き、深く呼吸をしながら、一点（マットの少し

上の方や前方の壁のある一点）を見ることで集中することを指導しましょう。それぞれの

ポーズで、安定して静止することを挑戦させてみます。パランスポーズは、集中すること

を練習するのに優れていることをシェアしましょう。

ヨガのお話のアイデア：英雄探し

あなたは、英雄になるためにトレーニングを受けていると想像しましょう。先生がワシを

探してくるように言いました。ワシは山の頂上に住んでいるので、あなたはその山を登り

ます。とても風が強いので、飛ばされないように集中しましょう（「山になれ」を加え

て、生徒たちの山の強さをここで確認してもいいでしょう）。木々が風にあおわれてなび

いています。高くまで登ると、風が落ち着きました。山の頂上で、とても大きな木にワシ

が止まっているのが見えます。ワシが飛んで逃げていかないように、ゆ〜っくり、そして

集中して動かなければなりません。

ヨギ（ヨギーニ）につづけ

ダブル・ツリー

ラッコ

テレビに映る自分を見よう

あなたを集中させるのに役立つヨガポーズを一つ描きましょう。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

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5：集中する

学年：未就学

道具：ヨガマット、紙、マーカー / クレヨン
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ヘビの呼吸

効果:

• 心を集中させる

• リラクゼーションを高める

インストラクション:

1. 3～5カウントで深く息を吸います。

2. ゆっくり、しっかり吐きながら、ヘビが出すような”S” または、シューッという音を続けられるだけ出し続けます。

3. 息を吐ききったら、口を閉じ、また鼻から息を吸いましょう。
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ヨガポーズをつなげる

インストラクション:

1. ヨガマットを1列か、2列に並べましょう。

2. 全員がそれぞれ、ヨガポーズをひとつ考えます。

3. 最初の生徒を選びます。

4. 最初の生徒が自分の考えたポーズを見せます。

5. 次の生徒は、最初の生徒のポーズをとってから、自分の考えたポーズを付け足します。

6. これを、最後の生徒まで、続けます。

例:

生徒1:山のポーズ（以下「ポーズ」省略）

生徒2:山、なびくヤシの木

生徒3:山、なびくヤシの木、イス

生徒4:山、なびくヤシの木、イス、ぬいぐるみ

生徒5:山、なびくヤシの木、イス、ぬいぐるみ、下向きのイヌのポーズ

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 / 集中するってどういう意味？
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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 / 集中するってどういう意味？

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 / 集中するってどういう意味？

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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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



/ 12キッズヨガ・レッスンプラン / 集中するってどういう意味？

なびくヤシの木
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身体的効果:

･ 背骨を伸ばす

･ 足首、膝、大腿四頭筋を強化する

･ 体側、肩をストレッチする

･ 腹筋と臀部を引き締める

･ 精神的効果:

･ 集中力を高める

視線:

両手の平のほうを見上げる

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. 息を吐いて、右手で左手首をつか

みます。

4. 吸って、伸びて、

5. 吐いて、右側に倒しましょう。

6. 吸って、元に戻ります。

7. 吐いて、左手で右手首をつかみま

す。

8. 吸って、伸びて、

9. 吐いて、左側に倒しましょう。

10. 吸って、両腕を頭の上に伸ばし

て、中央に戻します。

11.吐いて、山のポーズに戻りましょ

う。

指示のポイント:

首の強さを使って、耳と腕の間隔を保

ちましょう。(5)/(9)

効果的な表現:

身体がヤシの木の根元になったように

想像しましょう。(1)

両腕が風になびく葉になったように想

像しましょう。(5)/(9)

対象学年:

未就学児; 小学1～3年生; 小学4～6年

生

所見

不安定である

肩が上がっている

頭が片側に倒れている

原因

バランスをとることが難しい

肩が硬い

首が弱い、意識感覚が乏しい

軽減/修正

両脚を腰幅に開く

両腕を少しだけ曲げる

指導のポイント(5)/(9)を参照

軽減/修正:
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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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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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ヨギ(ヨギーニ)につづけ

(グループ)

手順:

生徒1名がヨギ(ヨギーニ)役を名乗り出ます。このヨギ(ヨギーニ)は、速さをや表情を変えたりしながら、遊び心いっぱいに

いくつかのヨガポーズをとります。他の生徒たちは、話をせずにこのヨギ(ヨギーニ)に続いて動きます。

教え方のヒント:

ヨギはヨガを練習する男性、ヨギーニはヨガを練習する女性を指す、ということを教えてあげましょう。

スキル:

･ 共同体意識

･ 創造力

･ 集中力

キッズヨガ・レッスンプラン / 集中するってどういう意味？
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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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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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テレビに映る自分を見よう

「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、動いた

りするのをやめ、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。

　あなたは、好きな場所か、特別な場所にいます。その場所に入って、穏やかな気持ちで、美しさに目を向け、静けさや、

色合いを味わいます。ここで愛情と光に浸りましょう。これがいかに自分の心を和らげ、開いてくれるかに気づきます。胸

に温かいほてりが広がります。深く、ゆっくりと呼吸をして、そのほてりを体中にふくらませ、ひろげましょう。ここで、

心の中に大きなテレビ画面を映します。

　映画が始まります。あなたはその映画の中に出ています！あなたはそのなかで、自分が好きなことで、もっとうまくやり

たいと思っていることをやっています。たとえば、水泳の練習だったり、靴ひもを結ぶことや、楽器の演奏やスポーツの練

習などかもしれません。もしかしたら、他の人にもっと思いやりをもつことかもしれないですし、自分の感情をとらえて、

それを解放させる方法を学ぶことかもしれません。それが何であれ、その映画の中で自分がそれを完璧にこなしているとこ

ろを見たり、感じたり、理解したりします。その映画を何度も満足いくまで見ましょう。あなたはそれをやり遂げることが

できました。自分ができることがわかって、誇りが湧き、幸せな気分になります。

　その映画はあなたの中にあります。これから先、何かをより上手にやろうとするときに、この映画が役に立ちます。映画

を見たいと思ったときは、いつでも目を閉じるだけで見ることができます。

「意識を教室に戻す時間になりました。大きく息を吸い込みましょう。それをため息と一緒に吐き出します。指先、爪先を

小さく動かして、伸びをしてから、起き上がって座りましょう。身体がすっきりとして元気になったことを感じましょう。

目を開いて、7つ数えながら両手を擦り合わせましょう。そっと手を目の上か、胸とお腹に置いて、今自分自身で作り出し

た愛情と光と成功と達成感を封じましょう。」
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