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心身共に健康でいるために

食事や休息と同じように、運動を行う（体を動かす）こ
とが大切です。

適度な運動には、生活習慣病の予防、免疫力の向上、

ストレス解消や気分転換にも効果があります。

『新しい生活様式』を心がけ、おうちや日常生活の合
間において、可能な範囲で体を動かし、心も体も健康
に過ごしましょう。
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・ウイルス感染への不安
・ストレスの蓄積
・体重増加・生活習慣病の発症・悪化
・腰痛・肩こり・疲労
・体調不良

（子供） （高齢者）

・発育、発達不足 ・転倒による寝たきり
・フレイル（※1）、ロコモ（※2）

・自己免疫力の向上
・ストレス解消
・体重コントロール
・体力の維持・向上
・血流の促進

（子供） （高齢者）

・発育期の健全な成長 ・筋量・筋力の維持、転倒防止
・認知症予防
・食欲増進

スポーツ庁「新しい生活様式におけるスポーツの在り方 コロナ禍の健康二次被害」より抜粋

感染に対する抵抗力
メンタルヘルスの改善
生活習慣病の予防・改善
筋力の維持・向上
腰痛・肩こりの改善
冷え性・便秘の解消 良好な睡眠

＜運動の効果＞

＜感染症対策による活動制限
・運動不足の長期化による影響＞

※1フレイル…健常から要介護へ移行する中間の段階と言われ、具体的には、加齢に伴い筋力が衰え、
疲れやすくなり家に閉じこもりがちになるなど、年齢を重ねたことで生じやすい衰え全般を指す。

※2ロコモ…ロコモティブシンドローム（運動器症候群）の通称。骨や関節、筋肉など運動器の衰えが原因で、
「立つ」「歩く」といった機能が衰えることで、寝たきりになる危険性が高くなる症状を言う。
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運動を行う時の注意点

『適度な運動・無理はしない』

運動を久しぶりに行う場合は、軽めの運動から
行います。体が慣れてきたり、体力がついてきた
ら、運動強度や運動量を徐々に増やします。
また、無理は怪我のもとです。痛いところまでや
らない、無理な目標設定をしないこと。やりすぎは
逆効果です。体調が悪い時は、休息日と考えて
休みましょう。

『安全確認』

体を動かしたとき、転んだときなどを想定し、
周りに危険なものがないか必ず確認して行
いましょう。
用具を使用する場合は、劣化していないか、
使用方法が間違っていないか、よく確認しま
しょう。
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『バランスよく』

片方だけ行うのではなく、両方行います。また、
同じ部位だけでなく、全身満遍なく行い、バラン
スのよい体にしましょう。

『熱中症に気をつける』

暑い時期は、屋外、屋内を問わず、熱中症の予
防が必要です。運動を行う環境や服装、休憩の
取り方などを工夫し、熱中症に気をつけましょう。

• 朝や夕方など涼しい時間帯に行う
• 風通りのよい場所で行う
• 通気性の良い素材の服装を選ぶ
• 屋外の場合、帽子をかぶり直射日光を防ぐ
• 運動前に水分補給、運動中もこまめな水分補
給と休憩を行う（休憩は日なたを避け、涼しい
場所で）

• マスクを着用して行う場合は運動強度を落とし
て行う
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ストレッチ
ストレッチは、関節可動域を広げ柔軟
性を高める、呼吸を整える、血行を良く
するなど様々な効果があります。

・息を止めず、大きくゆっくりと呼吸を
しながら行う
・反動をつけない
・お風呂あがりなど体が温まっている
時に行うと効果的

POINT
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＜タオルを使って＞

＜腰～太ももの裏側＞

1. 膝を伸ばして座り、大きく息を吸ってゆっくり吐きなが
ら体を前に倒します。体を倒すときは反動をつけずに行
います。

2. 10秒間キープします。2～3回繰り返します。

1. 体がかたい人は、タオルを足に引っ掛けてから伸ばしま
す。体のかたさによってタオルを持つ長さを調整します。

2. 背中を丸めて後ろにタオルを引っ張ります。10秒間キー
プします。

タオルを片足に引っ掛
けて足を浮かせると、
太ももの裏が良く伸び
ます

手が届く場所は？

膝、足首、つま先、足の裏…自分の体の状態に応じた目標を
設定しましょう。
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＜股関節①＞

股関節は、立つ、歩く、座るなど日常生活で必要な動きを
担っています。股関節をほぐすことで、動きをスムーズにし
たり、怪我の防止や姿勢改善、血行促進に効果があります。

1. 足の裏と足の裏を合わ
せて座ります。

1. 足の裏と足の裏を合わせて座ります。
2. 足を上下にパタパタと動かします。

2. 反動をつけず、ゆっくりと
おへそを足に近づけるよう
に体を前に倒します。

＜股関節②＞
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＜ごきぶり体操＞

手足の血行を促進し、むくみの解消に効果があります。

1. あおむけに寝転び、両手両足を上に伸ばします。
2. 両手両足をぶらぶらと揺らします。

＜肩関節＞

肩甲骨など肩回りを動かすことにより、肩こり解消に効果
があります。

1. タオルの両端を持ち、腕を上にあげます。
2. 腕を背中側にゆっくりおろし、5秒キープします。この時、

肩甲骨を寄せるように意識します。
3. 10～15回繰り返しを行います。
4. できる範囲で行います。タオルを短めに持つと少し強度が

出ます。

腕を上に伸ばしたまま
横に反らすと、体の側面が
伸びます
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筋力トレーニング

筋力は、スポーツの場面だけでなく、物
を持つ、歩く、走るなど日常生活において
も使われるため、年齢問わずある程度の
筋力を保つ必要があります。

・体をほぐしてから行う
・どこの筋肉を使っているか意識する
・回数や秒数は自分の体に合わせて
（弱すぎる負荷は効果半減、強すぎる
負荷は怪我の原因）

POINT
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＜かかとあげ＞

ふくらはぎを鍛えるトレーニングです。ふくらはぎは血液の
ポンプの役割があるため、第2の心臓と言われており、ふくら
はぎの運動をすると体全体の血流が良くなります。

1. 壁に手をつきます。猫背にならないように注意します。
2. 10秒かけてかかとをあげ、10秒かけてかかとをおろし

ます。かかとをあげる時は、つま先でしっかり体を支
えます。ふくらはぎを意識しながら行います。

3. 10～15回繰り返します。

できる「合間」を見つけましょう

テレビを見ながら、歯磨きをしながら、椅子に座ってなど、
できる合間を見つけ、習慣化しましょう。
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＜ももあげ＞

お尻～太ももの筋肉が鍛えられます。足をあげる力（腸
腰筋）を鍛えられるので、つまずきや転倒防止になります。

1. 壁に手をつきます。
2. 10秒かけて足をあげ、10秒かけて足をおろします。猫

背にならないよう、また、体をうしろに反らさないよ
う、お腹にも力を入れます。

3. 10回行ったら反対の足も行い、2～3セット繰り返しま
す。

できる「合間」を見つけましょう

テレビを見ながら、歯磨きをしながら、椅子に座ってなど、
できる合間を見つけ、習慣化しましょう。
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＜体幹トレーニング①＞

体への負担が少なく、腰痛持ちの方でも取り入れやすいト
レーニングです。

1. 両手両足は肩幅くらいに開き、両肘をつけた腕立て伏
せのポジションをとります。

2. 頭からつま先まで一直線にします。腰が上がったり下
がったりしないように気を付けます。

3. 10～20秒を目標に2セット行います。
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負荷がきつい場合

時間や回数を調整しましょう。
また、写真のポジションを取るのが難しい場合は、
まずは肘をついて体を起こす状態から、お腹→膝の
順番に床からあげてみましょう。



＜体幹トレーニング③＞

体幹、お尻、太ももを鍛えます。ヒップアップにも効果があ
ります。

1. 肩の下に手、お尻の下に膝がくるように四つんばいにな
ります。

2. 足を天井へ蹴り出します。腰を反らし過ぎないように気
をつけ、できる範囲で行います。

3. 左右10回ずつ、2セット行います。
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＜体幹トレーニング②＞

体幹、お尻、太ももを鍛えます。

1. 肩の下に手、お尻の下に膝がくるように四つんばいに
なります。

2. そのまま膝を浮かせます。お腹に力を入れ、膝やお尻
が上がりすぎないように気をつけます。

3. 20～30秒を目標に2セット行います。



デスクワークなど、長時間同じ姿勢でい
ると、体が凝り固まり、肩こりや腰痛など
の原因となります。
体を伸ばしたり、動かしたりすることで、
体がほぐれ、頭もスッキリしてリフレッシュ
します。

・仕事の合間に
・椅子に座って

・30分～1時間に1回は体を動かす
・○○しながらできるものを探す

POINT
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＜体伸ばし＞

1. 手を組んで上に伸びます。10秒間伸ばします。
2. そのまま横に体を倒し、斜め上に体を引っ張り上げ

るように伸びると体の側面が伸びます。
3. 反対側も行います。

＜指反らし＞

1. 手のひらを上にして、腕を前に伸ばします。
2. 反対の手で指をゆっくり反らします。10秒間

行います。
3. 両手行います。

指を一本ずつ反らし
てもOKです。ゆっくり
反らし、痛いところま
では反らさないように
します。
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＜背中で握手＞
肩の可動域が広がったり、固まった関節や筋肉がほぐ

れ、猫背、肩こりの解消に効果があります。

1. 背中に手をまわし、手を組みます。
2. 自分の手がどのくらい組めているのか、鏡を使ったり周りの人

に見てもらい確認します。この時、他人が力を加えてはいけま
せん。

3. 手を組み替えて両側行います。左右差を確認し、左右同じよう
にできると良いです。

4. 毎日続けることでできるようになっていきます。

＜背中で合掌＞
肩甲骨まわりの筋肉をほぐします。

1. 背中で合掌します。
2. 手と手がどのくらい合わせられているか、鏡を使ったり周りの

人に見てもらい確認します。この時、他人が力を加えてはいけ
ません。

3. 毎日続けることでできるようになっていきます。
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運 動 を 継 続 し て
行 う た め に

『目標を設定』

ただやるだけでなく、簡単な目標設定をしてみ
ましょう。例えば、

• 1週間継続して行う目標を立て、達成できたら
2週間、3週間というように時間を増やす

• 目標回数を最初は10回に設定し、達成できる
ようになったら15回、20回というように回数を
増やす

など、まずは、「少し頑張ればできる」目標を設定
し、徐々にレベルをあげます。
あまり高い目標にしてしまうと、運動を行うこと
が苦痛になったり、怪我をしてしまう場合がありま
す。今の自分の体に合った目標から始めましょう。

運動は継続して行うことで効果が表れます。
継続して行えるような工夫をしてみましょう。
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『カレンダーに記入』

カレンダーなど目に付きやすいものに、目標や
その日に行った運動の回数などを記入し、目に
見える成果を確認しましょう。

『家族や仲間の協力』

1人で行うのが難しい人は、家族と一緒に行った
り、運動を行うことを忘れないように声をかけても
らうなど協力してもらいましょう。

『楽しく』

継続して行うためには、楽しく行うことが大切で
す。好きな音楽をかけて、テレビCMの合間など、
楽しさを見つけながら行いましょう。
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上越市教育委員会スポーツ推進課「おうちで運動」
https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/
sports/jitaku-undo.html

運動あそびや
動画も掲載


