
マインドフルネス
レッスンプラン

マインドフルネスって何？



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

ことをお勧めします。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。



レッスン１：マインドフルネス vs. マインドレスネス
学年：未就学児 - 高校3年生
道具：ヨガマット

テーマ

コンセプト

タイムイン (呼吸)

ゲーム

リラクゼーション

話し合い

ヨガポーズ

マインドフルネス vs マインドレスネス

マインフドフルネスって何？

ハチの呼吸 / 海の呼吸

呼吸に意識を向け、息を吸うとき、吐くときの感覚に集中するように生徒へ問いかけま
しょう。心が思考がさまよったとしても大丈夫です。今起こっていることに気づき、また
ゆっくり意識を呼吸へ戻していきましょう。

マインドフルネスとは？マインドレスネスとは？

マインドフルネスは、今この瞬間に意識を向け、自己への気づきがなされている時で、マ
インドレスネスは、過去や未来に気持ちが向けられ、今この瞬間に起こっていることを逃
している時のことをいいます。

山、なびくヤシの木、星、三角、英雄１、三日月ランジ、木、プレッツェル

ポーズを行なっている時の身体の感覚や呼吸に意識を向けるように生徒へ問いかけましょ
う。心がさまよったり、集中力が途切れてしまったとしても大丈夫だということを生徒へ
伝えましょう。今起こっていることに気づき、ゆっくりと意識をポーズへ戻していきま
す。

ゆらゆらストップ
ゲームを通してバランス感覚がシフトしていくことに意識を集中するように声かけをしま
しょう。

心の中の山
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ハチの呼吸

効果:

• 心を集中させる

• リラクゼーションを深める

インストラクション:

1. 鼻から息を吸います。

2. 吐いて、やさしいミツバチの「ブーン」の”ンー”という音を出します。
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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



/ 7レッスン１：マインドフルネス vs. マインドレスネス

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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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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星
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身体的効果:

･ 背骨を調整する

･ 足首、膝、大腿四頭筋、腹筋、背

中、首を強化する。

･ 腕をストレッチする

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. 山のポーズになって始めましょう。

2. 息を吸って、身体を右側に向けて、

マットの横側が見えるように、手を腰

の両脇におきます。

3. 息を吐いて、右と左の足を脚の長さ

いっぱいに開きましょう。

4. 吸って、両腕を横に伸ばして、

5. 呼吸を続けましょう。

6. 準備ができたら、マットの先端に立

って山のポーズに戻りましょう。

指示のポイント:

左足から、右足にまっすぐの線が引け

るか確かめましょう。(4-1)

つま先がマットの端にまっすぐ向いて

いるか確かめましょう。(4-2)

背を高くして立ちましょう。(5-1)

頭を高く伸ばしましょう。これで、5
つの角がある星になりました。(5-2)

効果的な表現:

自分の星の5つの角を数えてみましょ

う。(5)

対象学年:

未就学児; 小学1～3年生; 小学4～6年
生

所見

両脚が離れすぎている

原因

意識感覚が乏しい

軽減/修正

両脚を近づける

軽減/修正:
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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

レッスン１：マインドフルネス vs. マインドレスネス

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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三日月ランジ
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身体的効果:

･ 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

視線:

鼻先

指示のポイント:

右膝が右足首の真上に来ていることを

確認しましょう。(3)

効果的な表現:

後ろの足は、ハイヒールを履いている

ようにイメージしましょう。(4-1)

かかとで、後ろにあるボタンを押すよ

うに想像しましょう。(4-2)

対象学年:

未就学児; 小学1～3年生; 小学4～6
年生

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、手を腰におきます。

3. 息を吐いて、左足のかかとを地面

から引き上げて、爪先立ちになりまし

ょう。

4. 吸って、背骨を伸ばして、

5. 吐いて、ゆっくり右膝を曲げ、左足

をマットの後ろのほうに引きます。

6. 呼吸を続けましょう。

7. 吸って、左足を戻して、山のポーズ

になります。

8. 左側も同じように繰り返しましょ

う。

所見

不安定である

後ろ脚のかかとが床に下りている

後ろ脚の膝が曲がっている

原因

バランスをとることが難しい

股関節屈筋が硬い、または意識感覚が

乏しい

バランスをとることが難しい, 股関節

屈筋が硬い、または意識感覚が乏しい

軽減/修正

両腕を腰に並べる、または後ろの膝を

下ろす

効果的な表現(4-1)を参照

効果的な表現(4-2)を参照

軽減/修正:



/ 19レッスン１：マインドフルネス vs. マインドレスネス

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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ゆらゆら、ストップ

(個人)

手順:

生徒たちは大きなスペースの中に散らばり、星のポーズをとります。講師が音楽をかけると、生徒は体重を片足から片足に

移しながら身体を前後に揺らします。講師が音楽を止めると、生徒たちは、揺れを止め、片足が床から浮いていたとして

も、止まったときの状態を維持します。倒れてしまった場合は、静かに立位の状態に戻って、次に音楽が始まるのを待ちま

す。

教え方のヒント:

初めてこのゲームを教えるときは、楽しい、3拍子のリズムを使ってみましょう。

スキル:

･ バランス

･ センタリング

･ 協調

･ 集中力

･ 身体感覚

･ 空間感覚
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心の中の山

「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、動くの

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。

　目の前に見える山を思い浮かべましょう。この山について、その形と高さ、その色と質など、気づいたことを全てあげて

みましょう。それがどんなに落ち着いて、力強く、どっしりとして、知恵深いかに注目しましょう。

　今から、自分がその山になってみます。力強く、安定し、がっしりとしていて、動じない自分になってみます。何が起き

ても、天気が悪くても良くても、やさしい登山者たちがいてもいなくても、あなたという山は同じ状態のままです。あなた

の土台は深く大地に根ざしていて、揺らぐことがありません。その土台と、何が来てもいつかは過ぎ去ると知っている揺る

がない心の強さを信頼しましょう。呼吸してありのままでいましょう。呼吸してありのままで。すべてのものが訪れては、

去っていくことをそのままにしましょう。世界は移り変わるということは分かっていますが、それとともに自分も変えてし

まうことはありません。思いや気持ちは浮かんでは消えていきます。けれども、あなたという山はそのままです。満ち足り

て完璧で立派な自分に気づき、理解して、ありのままでいながら。

　それでは、お部屋の中に戻ってくる時間になりました。やさしく指先、つま先をちょっとずつ動かしましょう。最後に何

回か気持ちの良い伸びをして背中や脇をストレッチしましょう。準備がよければ、起き上がってマットの先端で楽な姿勢に

なって座りましょう。」
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