
夏をテーマにした、
楽しい子どものヨガ呼吸法とポーズ

ビーチへ行こう
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海の呼吸

効果:

• 内側から熱を生む

• 心を落ち着ける

• 首と顔の下半分の緊張をほぐす

インストラクション:

1. 鼻から息を吸います。

2. 吐いて、口を開けながら「ハァー」と海の波のような音を出します。
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海の呼吸 1

海の呼吸 2
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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 1

ボート
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所見

脚を上げることが困難である

原因

バランスをとることが難しい、または

腹筋が弱い

軽減/修正

1. 両手をひざの裏に置いたままにする

2. 両手を曲げている膝の横にそえる

3. 脚を伸ばす

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

･ 心を落ち着ける

視線:

足の親指

インストラクション:

1. 膝を曲げ、足が床に下りている状態

で座って始めましょう。

2. 息を吸って、ひざの下に手を入れ

ます。

3. 息を吐いて、右脚を上げましょう。

4. 息を吸って、左脚を上げましょう。

5. 呼吸を続けましょう。

6. 準備ができたら、息を吐いて、両脚

を下ろしましょう。

指示のポイント:

脚を上げるとき、腹部の力を使ってバ

ランスをとるようにしましょう。(3)/

(4)

効果的な表現:

お腹をボートの強い基礎にしま

す。(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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花
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所見

両脚をそろえることが困難である

転がってしまう

原因

股関節屈筋が硬い

腹筋が弱い

軽減/修正

両足を少し開く

ムシのポーズにする

軽減/修正:

身体的効果:

･ 股関節屈筋、腹筋、背中、背骨を

強化する

･ 大腿四頭筋、ハムストリングス、

そけい部、胸部をストレッチする

精神的効果:

･ 物事に打ち込む力、集中力を強

化する

視線:

鼻先

インストラクション:

1. 膝を曲げ、足が床に下りている状態

で座って始めましょう。

2. 息を吸って、両腕を頭の上に伸ば

し、手の平同士を合わせます。

3. 息を吐いて、両手を両膝の内側中央

に持っていきましょう。

4. 吸って、右腕を右膝の下へ入れ、右

足を地面から引き上げます。

5. 吐いて、左腕を左膝の下へいれ、左

足を地面から引き上げましょう。両足

の裏を合わせます。

6. 呼吸を続けましょう。

7. 準備ができたら、息を吐いて、ポー

ズをといてあぐらに戻りましょう。

指示のポイント:

背を伸ばしてバランスをとりましょ

う。(6)

効果的な表現:

お花の香りを嗅ぎましょう。(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
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イルカ
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所見

背中が丸まっている

頭が地面についている

脚が後ろに行き過ぎている

原因

ハムストリングスが硬い

腕の力がついていない

ハムストリングスが硬い

軽減/修正

テーブルのポーズで肘を地面につける

視線を前にして、両手のほうを見る

膝を曲げる

軽減/修正:

イルカ

身体的効果:

･ 大腿四頭筋、腹筋、腕を強化する

･ 足、ふくらはぎ、ハムストリング

ス、胸部、肩をストレッチする

精神的効果:

心を落ち着ける

視線:

前の指先のほうを見る

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。肘を曲げて、肘下を床に置きま

す。

2. 息を吸って、指先を大きく広げま

しょう。

3. 息を吐いて、つま先を立て、腰を空

に向かって引き上げます。

4. 呼吸を続けましょう。

5. 準備ができたら、吐いて、膝を床に

下ろします。

指示のポイント:

指で腕がとれること確認しましょ

う。(1)

足を肘のほうに歩かせて、後ろの足の

ストレッチをやわらげましょう。(3)

効果的な表現:

お星様の角のように指先を大きく開き

ましょう。(2)

両手のほうを見ましょう。頭は床から

離します。(4)

対象学年:

小学1～3年生; 小学4～6年生
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サメ
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身体的効果:

･ ハムストリングス、股関節屈筋、臀

部、背中、腕を強化する。

･　大腿四頭筋、そけい部、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:

鼻先

インストラクション:

1. 足をそろえてうつ伏せになり、両腕

を体側に沿わせて、アゴをマットに下

ろした状態で始めましょう。

2. 息を吸って、両手を後ろで組んで、

指を絡めて手の平同士を押し合わせま

す。

3. 息を吐いて、両手を背中から離し引

き上げましょう。

4. 吸って、胸を地面から引き上げま

す。

5. 吐いて、両脚を地面から引き上げま

しょう。

6. 呼吸を続けます。

7. 準備ができたら、息を吐いて、手を

放して胸と両足を下ろしましょう。

指示のポイント:

前方のマットの先端を見ましょう。 

(4)

効果的な表現:

サメになった想像をして、両腕を背び

れのように使いましょう。(3)

対象学年:

未就学児; 小学1～3年生; 小学4～6

年生

所見

胸を地面から引き上げることが困難

原因

全般的に力がついていない

軽減/修正

コブラのポーズにする

軽減/修正:
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カメ
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身体的効果:

･ 腹筋、背中を強化する

･ 股関節屈筋をストレッチする

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. 背すじを伸ばして座り、膝を曲げて

両足をマットの端に置きます。

3. 息を吸って、両腕を頭の上に伸ば

し、手の平を合わせましょう。

4. 息を吐いて、両手を両膝の内側に下

ろします。

5. 吸って、右腕を右脚の下に入れて、

6. 吐いて、左腕を左足の下に入れま

しょう。

7. 吸って、両足をゆっくり歩かせて足

裏を合わせます。

8. 呼吸を続けましょう。

9. 準備ができたら、両手を内側に歩か

せます。息を吸って、起き上がり、あ

ぐらになりましょう。

指示のポイント:

両足つけるか、または少し開いたまま

でもいいでしょう。(7)

呼吸は滑らかに深く続けて、背中を前

に倒して、頭を足のほうへリラックス

させましょう。(8)

効果的な表現:

背中が、身を守る強い甲羅になりま

す。(8)

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
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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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