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受講前の確認 
 

＜ヨガビジネス講座の単位認定について＞ 

RYT２００の受講生は、 

RYT 座学、実技として無料で単位認定することが可能です(規定単位内)。 

※規定単位（座学・実技 24 単位ずつ）を超える場合でも別途費用にてご受講頂けます。 

 

RYS300、RYT500 の受講生は、 

規定単位内であれば、どの講座でも無料で受講いただけます。 

※規定単位（RYS300 は全講座から 63 単位、RYT500 は全講座から 111 単位。） 

規定単位を超える場合でも別途費用にてご受講頂けます。 

 

RPYT,RCYT の受講生は、 

ヨガビジネス講座を単発で追加受講いただけます（１回ごとに別途費用）。 

 

 

※別途費用は、１講座につき１７,０００円(税込) 

※そのほか、詳細については『学校の手引き』をご参照ください。 

 

 

 

＜ディプロマ取得＞ 

校舎や DAY の順番に関わらず、同じ講座を５回受講された方には、卒業時に、 

『AYA BODY ARCHITECTURE 認定ディプロマ 』を授与いたします。 

※単発の受講も可能です。（RYT200・500、ＲＹＳ３００の１単位として換算できます）。 
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注意事項 
 

※各講座によって持ち物が異なります。 

校外学習がある講座や、参加費を頂く DAY もあります。  

※詳細は各校舎ごとのカリキュラムをご確認ください。 

 

＜講座内容の変更等＞ 

現在、掲載されている講座は、将来（卒業まで）の開講をお

約束するものではございません。 

 

担当講師の交代や不在、各校舎のスケジュール、 

入学時期によっても、開講数や講座内容が異なります。 

 

ご希望の講座内容がある方は、公式サイトよりオンライン・

希望校舎のスケジュールをご確認いただき、予定されている

ものから順次ご受講ください。 

 

各校ごとの開催日程は、公式サイトより、 

『在校生の方 ⇒ スケジュール』ページをご覧ください。 
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オンライン講座について 

 

2020 年より、対面で行われていた講座を 

オンライン形式でも受講できるようになりました。 

 

各校の対面講座とあわせ、オンライン講座も活用し、

興味ある分野の資格取得にご活用ください。 

 

座学が中心の講座となります。実技指導のフォローな

どについては、所属校の対面講座、補講、ワークショ

ップ等で補うことができます。 

 
※ 講座内容は、担当講師や開講時期により異なります。 

下記カリキュラム内容をご確認ください。 

※ 現在、開講中の講座に関しては、公式サイトより、 

『在校生の方 ⇒ スケジュール』のページをご確認ください。 
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＜オンライン講座＞ 

 

アロマヨガインストラクター養成講座 

シニアヨガインストラクター養成講座 

フィジカルトレーニングインストラクター養成講座 

自分を知る心理学講座（心理学コーチング講座） 
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アロマヨガ 

インストラクター養成講座 オンライン 

 

※講師：宇都宮 明香 ( うつのみや さやか )  

※毎回の DAY にて、精油を数種類取り上げて学んでいきます 

※オンラインは座学内容と実技のみ。実習は行わない。材料費は不要。 

 

DAY1 アロマセラピーとは  

・ヨガとアロマセラピー  ・アロマセラピーのメカニズム 

・精油の基礎知識、禁忌事項 ・香りの歴史と健康的なライフスタイル 

【実技】呼吸とアロマ 

 

DAY2 アロマヨガクラスの組み立て方と実践 

・香りの心理作用 ・香りを使ったヨガ 

・アロマと?ャクラの関係 ・メディテーション(瞑想) 

【実技】アロマヨガクラスシークエンスの組み立て 

 

DAY3 アロマセラピーとホームケア  

・心身の状態に合わせた香りとケアの方法  ・香りのある暮らし 

【実技】アロママッサージ  

 

DAY4 アロマとアーユルヴェー?  

・アーユルヴェー?とアロマの歴史  ・アロマセラピーのお仕事色々  ・関連法令について 

【実技】オリジナルシークエンスの実践 

 

DAY5 アロマヨガレッスンのロールプレイング  

・DAY1～4 のまとめ、確認 

【実技】オリジナルシークエンスの実践 
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フィジカルトレーニング 

インストラクター養成講座 オンライン 

 
※ 講師：松木 寛(まつき ひろし) 神戸校所属  

 
DAY１ 怪我をさせない運動方法 

・適切なアライメント（本当にそのアライメントで正しいの？ぼんやりから自分に自信が持てるように） 

・適切な関節運動（ヨガのポーズに必要不可欠な関節運動。その関節の運動はどんなメカニズムなの？） 

・靭帯・筋肉などの説明（クライアントへの説得力が増す靭帯・筋肉の知識の整理） 

 
DAY２ 部位別トレーニング法 

・運動力学から考えた身体運動の本質。これを知ればいろんなことに応用できる。 

・筋力低下、向上のメカニズムを知れば、予防や鍛え方に繋げられる。 

 

DAY３ 今日の身体を柔軟にする方法 

・痛みについて（これを知るとクライアントに無理させてはダメな時が明確に） 

・関節が硬くなる、柔らかくなるメカニズムと理論的背景を知る 

・身体の柔軟性に結びつく組織の総論（これを知ると柔らかくなる方法が整理される） 

 

DAY４ 身体の悩み相談会 

・インナーマッスルってそもそも何？その考え方とそれを知ることでの応用の可能性 

・シークエンス作りの土台となる基礎知識（この知識を知れば、シークエンス作りが楽しくなる） 

 ・痩せるためには、引き締めるための方法 

 

DAY5 専門家の身体の見かた 

・身体の評価法 

・触れ方（この先生はできるなと思わせる触れ方、誘導方法） 

・障害の特定につながる指標となる動き（基本を知れば、痛みなんて怖くない） 
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シニアヨガ 

インストラクター養成講座 オンライン 

 

※ 講師：角田 友佳(つのだ ゆか)  

 

 
Day1 シニアヨガってどんなもの？  

シニアヨガの特徴、対象者、対象者別の目的など、シニアヨガについての知識を深めます。  

 

 

Day2 プログラムを組み立てる  

シニアヨガのシークエンスを組み立てる際に使えるサブプログラムについて学びます。高

齢者プログラムだからこそ取り入れたい、脳トレや口腔ケアなど、実践に活かせることを

学びます。  

 

 

Day3、Day4 Props を活かしたシニアヨガ  

ヨガをより安全に、楽しく、高齢者でも行い易くするために、様々な  Props を使ったポー

ズ、サポートの仕方などを習得します。  

 

 

Day5 高齢者の体を知ろう。  

高齢者に起きやすい症状、ケガ、病気などを学び、改善、予防のための方策や危機管理な

どについて学びます。   
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自分を知る心理学講座 オンライン 

 

2021 年８月までの内容となります。２０２１年９月より内容等が変わります。 

※講師：松木 寛(まつき ひろし) 神戸校  

 

DAY1 〜自分への自信を整える〜 
今すぐできる自己肯定感の高め方 
（１）自己肯定感を高める前に必要な大前提とは 
（２）間違えた自己肯定感が自我を強める理由 
（３）自信が湧き起こる心の育み方 

 
DAY2 〜悩みが気づきに変わる内面の見つめ方〜 
より良い人間関係を自分で創る心のレッスン 
（１）人間関係の真の目的を知ると悩みが消える 
（２）自分の内面を見つめる時に陥りやすい罠とは 
（３）身近な人と深く繋がる関係性の創り方 
 
DAY3 〜自分でも気づいていない才能を見える化〜 
あなただけの天才性を活かし生命を輝かせる方法 
（１）自己否定が消える才能の見つけ方とは 
（２）いのちの輝きと曇らせるエネルギー解放のやり方 
（３）ありのままの自分で喜ばれる人生への扉をひらく 
 
DAY4 〜自分がわからない意外な理由〜 
「仮の自分」をやめて「本当の自分」を見つける方法 
（１）心が軽くなる「仮の自分」の気づき方 
（２）本当の自分に出会う心のレッスン法 
（３）本当の自分を見つける意外な方法 
 
DAY5 〜見えない心のブレーキの外し方〜 
無意識を味方につけて自分の限界を超えて 
（１）わかっていてもできない本当の理由 
（２）もう迷わなくてもいい！直感力の身につけ方 
（３）無意識の制限を外す心のととのえ方 
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リストラティブヨガ 

インストラクター養成講座 オンライン 
 

※講師：渡邉 ありこ 

 

２０２２年、夏季より開催を予定しております。現在、内容等を考案中です。神戸校対面

講座にて、同講師が下記内容を展開しております。ご参考にしつつ、内容確定までしばし

お待ちください。 

 

Day1：リストラティブヨガとリラクゼーションについて 

・｢活力を回復させる｣という意のリストラティブヨガの必要性について 

・ストレス社会においてリストラティブヨガの効果 

・リストラティブヨガにおける呼吸法 

・プロップスの使い方、代用品について 

・基本のポーズを学ぶ 

 

Day２：痛みがある時のリストラティブヨガ 

・痛みについて 

・リストラティブヨガが介入できる痛みの種類 

・痛みがあるときに出来るリストラティブポーズ 

 

Day3：より深い究極のリラクゼーション方法を学ぶ 

・不眠症のためのリストラティブヨガ 

・精神的安定の為のリストラティブヨガ 

 

Day4：女性のためのリストラティブヨガ 

・妊娠中のリストラティブヨガ 

・月経・PMS 時にをサポートできるリストラティブヨガ 

・更年期のためのリストラティブヨガ 

 

Day5：実際にリストラティブヨガのデモクラスを行う 

・リストラティブヨガクラスの構成と普通のヨガクラスにリストラティブを組み込む方法について 

・60 分の目的に合ったリストラティブクラスを考え、実際にプロップスの説明、効率良いプロップスの

移動の仕方を学ぶとともに、極上のリラクゼーションを提供するアプローチ方法を考える。 
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東京校  

 

アーユルヴェーダアドバイザー養成講座 

シニアヨガインストラクター養成講座 

リストラティブヨガインストラクター養成講座 

 

 

 

＜開講未定＞ 

アシュタンガヨガインストラクター養成講座 

：担当者の育児休暇につき、目処が立ち次第、 

公式サイトスケジュールにて公開いたします。 
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アーユルヴェーダ 

アドバイザー養成講座 東京校 
 

※ 講師：冨岡カズヤ  

※ 持ち物：なし（マット・ベルト・ブロック不要）  

※ 教材費がかかります。  

※ オンラインでもご受講いただけます。  

 

 

 

Day1 アーユルヴェーダの常食  

 

 

Day2 アーユルヴェーダの治療食  

 

 

Day3 アーユルヴェーダ的な生活方法  

 

 

Day4 アーユルヴェーダ的な美容法  

 

 

Day5 身近に使えるアーユルヴェーダ  

 

 

 

 



13 
 

アシュタンガヨガ 

インストラクター養成講座 東京校 
 

※ 講師：現在不在  

※ 持ち物：マット・ベルト・ブロック 

 

 

 

DAY1 

実技:スリヤナマスカラ A・B / 座学:ウジャイー呼吸について 

ハーフプライマリーかフルプライマリーのレッドクラスを行います。 

その後、基本のスリヤナマスカラを学びます。 

ポーズの取り方、軽減法のやり方、アジャストの仕方、順番やカウントの仕方を学びます。 

 

DAY2 

実技:スタンディングポーズ / 座学:バンダについて 

ハーフプライマリーかフルプライマリーのレッドクラスを行います。 

その後、スタンディングポーズを学びます。 

ポーズの取り方、軽減法のやり方、アジャストの仕方、順番やカウントの仕方を学びます。 

 

DAY3 

実技:シッティングポーズ 1 / 座学:ドリスティについて 

ハーフプライマリーかフルプライマリーのレッドクラスを行います。 

その後、ハーフプライマリーまでで使われるシッティングポーズを学びます。 

ポーズの取り方、軽減法のやり方、アジャストの仕方。順番やカウントの仕方を学びます。 

 

DAY4 

実技:シッティングポーズ 2 / 座学:マントラ 

フルプライマリーのレッドクラスを行います。 

その後、シッティングの後半、フルプライマリーで使われるポーズを学びます。 

ポーズの取り方、軽減法のやり方、アジャストの仕方、順番やカウントの仕方を学びます。 

 

DAY5 

実技:フィニッシングポーズ / 座学:アシュタンガヨガクラスの作り方 

フルプライマリーのレッドクラスを行います。 

その後、フィニッシングポーズを学びます。 

ポーズの取り方、軽減法のやり方、アジャストの仕方、順番やカウントの仕方を学びます。 
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シニアヨガ 

インストラクター養成講座 東京校 

 

※講師：角田 友佳（つのだ ゆか） 

※持ち物：マット・ブロック・ベルト  

※準備物については有料レンタルもあります。 

 

 
Day1 シニアヨガってどんなもの？  

シニアヨガの特徴、対象者、対象者別の目的など、シニアヨガについての知識を深めます。  

※実技あり  持ち物：ヨガマット  

 

Day2 プログラムを組み立てる  

シニアヨガのシークエンスを組み立てる際に使えるサブプログラムについて学びます。高齢者プ

ログラムだからこそ取り入れたい、脳トレや口腔ケアなど、実践に活かせることを学びます。  

※実技あり  持ち物：ヨガマット  

 

Day3、Day4 Props を活かしたシニアヨガ  

ヨガをより安全に、楽しく、高齢者でも行い易くするために、様々な  Props を使ったポーズ、サ

ポートの仕方などを習得します。  

※実技あり  持ち物：ヨガマット、ブロック  

 

Day5 高齢者の体を知ろう。  

高齢者に起きやすい症状、ケガ、病気などを学び、改善、予防のための方策や危機管理などにつ

いて学びます。   

※実技あり  持ち物：ヨガマット   
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リストラティブヨガ 

インストラクター養成講座 東京校 

 
※講師：松原 昌代 

※持ち物：マット・ブロック・ベルト・フェイスタオル 

※毎回最後の 30 分は、実際にホールドの時間もとる形で実践・体感していただきます。  

 

［day1］学習のめあて：自律神経の役割を自分の言葉で説明できる  

・ストレス反応とリラクセーション反応から考えるリストラティブヨガの要素  

・リストラティブヨガのセラピー的側面  

・リストラティブヨガにおける呼吸法  

・プロップスの特徴と効果的な使い方、代用品について  

※  基本のリストラティブポーズと応用  

 

［day2］学習のめあて：痛みについて自分の言葉で説明できる  

          痛みの状態に合わせた適切なアプローチ方法を選択できる  

・痛みの発生機序  

・急性疼痛から慢性疼痛への移行と判断方法  

・主観としての痛み  

・痛みのあるときにできること  

※  腰痛のためのリストラティブポーズ  / ※  頭痛のためのリストラティブポーズ  

 

［day3］現代に生活する人のためのヨガ  

※  不眠のためのリストラティブポーズ  / ※  精神的安定のためのリストラティブポーズ  

 

［day4］  女性のためのリストラティブヨガ  

※  妊娠中のリストラティブポーズ  / ※  更年期のリストラティブポーズ  

※  月経・PMS をサポートするリストラティブポーズ  

 

［day5］学習のめあて：リストラティブヨガインストラクターとして  

「自身が受け取る恩恵」と「社会に提供・貢献できること」を考える  

・ヨガクラスの中にリストラティブポーズを組み込むコツ  

・「『何もしない』ことを実践する」ということの本質的な意味を考える  

・生活の中の「立つ」「（椅子に）座る」を改めて考えて実践する  

・ヨガを日常生活に取り入れる：自分の人生にヨガを内蔵する方法   



16 
 

名古屋校 

 

アシュタンガヨガインストラクター養成講座  

シニアヨガインストラクター養成講座   

フィジカルトレーニングインストラクター養成講座 

 

 

 

＜開講未定＞ 

アーユルヴェーダアドバイザー養成講座 

アロマヨガインストラクター養成講座 

 

コロナ禍における当社および講師の都合につき、一時

開講を見合わせております。開講が決まり次第、公式

サイトスケジュールにて公開いたします。 
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アーユルヴェーダ 

アドバイザー養成講座 名古屋校 
 

※ 講師：Aki (アキ)   

※ 持ち物：マット・ベルト（ブロックは不要）  

※ 材料費がかかる day があります。  

 

day1 ヨガとアーユルヴェーダ 

 

＊アーユルヴェーダとは 

＊アーユルヴェーダとヨガの関係 

 

 

day2 アーユルヴェーダ的生活術 

 

＊1 日の過ごし方 

＊季節の過ごし方 

 

 

day3 アーユルヴェーダ式食事法 

 

＊健康維持のための食事と食べ方 

＊何を食べる、いつ食べる、どれくらい食べる？ 

 

 

day4 ハーブ スパイスの簡単な取り入れ方 

 

＊ハーブ、スパイスを学ぶ 

＊チャイを作ってみよう??  材料費 500 円 

 

 

day5 アーユルヴェーダのセルフマッサージ 

 

お家でできるセルフマッサージを行います。 

＊オイルを使って行いますので汚れてもいい服、タオルを数枚お持ちください。 
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アロマヨガ 

インストラクター養成講座 名古屋校 

 
※ 講師：MAKI (まき) 

※ 持ち物：マット、色鉛筆、ノート  

※ DAY によって材料費がかかります。 

 

DAY１ 香りに浸り、ヨガを愛でる 〜ヨガとアロマを探る旅〜 

・単なるアロマでない香りの奥深さを知る 

・ヨガとアロマの共通点を知り、レッスンでの導入の可能性を考える 

・嗅覚を使い、感覚を研ぎすます練習 材料費５００円 

 

DAY２ 香りでアートマンに出会う旅 

・香りのブレンドを感じながら、アートマンのメッセージを受け取る 

・インド哲学と心理学を融合し、心と香りを考える 

 

DAY３ チャクラとアロマテラピー 

・各チャクラ対応の香りを考える 

・各チャクラ対応の内分泌腺を知り、アロマへ応用する 材料費５００円 

 

DAY４  アーユルベーダとアロマテラピー 

・アーユルベーダとアロマテラピーの歴史を振り返り、繋がりをひも解く 

・グナ、ドーシャと香りを結びつける 

 

DAY５ ヨガとアロマの可能性、そして自身の可能性 

・自身のテーマに沿った香りのブレンドスプレーを作る。  

・ブレンドスプレーを用いたデモレッスンを行う。 材料費５００円  
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アシュタンガヨガ 

インストラクター養成講座 名古屋校 
 

※ 講師：井上 静  

※ 持ち物：マットのみ  

※ 参考図書：アシュタンガヨガ(ゴマブックス)シュリＫパタビジョイス監修/リノ・ミエール著 

 

 

DAY1 アシュタンガヨガの発祥と歴史 

 

・アシュタンガヨガの実践(ハーフプライマリー) 

・アシュタンガヨガの発祥と歴史 

・マントラの意味(はじまりのマントラ、終わりのマントラ) 

 

DAY2 アシュタンガヨガでは何をしているのか？ 

 

・アシュタンガヨガの特徴 (ドリスティ・バンダ・ウジャイ) 

・サンスクリット語でのカウントの仕方。 

・太陽礼拝 A・B の動きについて 

 

DAY3 アシュタンガヨガの立位のポーズを学ぼう 

 

・立位のポーズの説明 

・指導方法、アジャストメント 

 

DAY4 アシュタンガヨガの座位のポーズを学ぼう 

 

・座位のポーズの説明 

・指導方法、アジャストメント 

 

 

DAY5 アシュタンガヨガのフィニッシングポーズを学ぼう 

 

・バックベンド、フィニッシング、シルシアーサナ、パドマーサナ 

・サンスクリット語でのカウントの実践。 

・マントラの唱え方の実践。 
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シニアヨガ 

インストラクター養成講座 名古屋校 

 
※ 講師：加藤 つゆき  

※ 持ち物：マット・ブロック。RYT 受講生は教材をお持ちください。 
 

 

DAY１ シニアの太陽礼拝を考える 

・太陽礼拝について 歴史、意義、効果、呼吸について 

・シニアの太陽礼拝（軽減ポーズ）いろいろ考えてやってみます。 

 

DAY２ 老化における身体の変化＆シニアにおこりやすい疾患 

・呼吸、循環（血液、血管、心臓）の老化について、 

・むくみ、血液、リンパについて、 

・起立性低血圧、予防 

・シニアにおこりやすい運動器疾患について… 

シニアの四大骨折、変形性膝・股関節、五十肩、腰痛 

 

DAY３ シニアのためのアサナを考える 

・運動器疾患について（DAY２の続き） 

・シニアのためのアサナポーズの分析  

 

DAY4  十牛図を通して人の一生を考える 

 ・「自分とは何か」を探し求める旅の物語絵を通して 

人の一生をみていきましょう。 

 

DAY５ チェアヨガ  

・チェアヨガとマットヨガの違い（メリット・デメリット）を考える。 

・チェアヨガの内容を考え、グループで発表。  
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フィジカルトレーニング 

インストラクター養成講座 名古屋校 

 
※ 講師：古川   

※ 持ち物：マット・ブロック要。RYT 受講生は教材をお持ちください。  
 

【day1】身体のしくみを知ろう    

・骨、筋について詳しく見ていこう   

・それぞれの評価法をマスターしよう  

 

【day2】身体を観察しよう   

・姿勢やいろいろな動作ついて考えよう    

・動作を評価できる目を養おう  

 

【day3】ケガをさせない為には    

・まずは疾患(ケガ)について知ろう   

・予防するには、どうしたらいいか考えよう  

 

【day4】トレーニングについて  

・筋の生理学を学ぼう   

・様々なトレーニング方法を学び、体験しよう  

 

【day5】まとめ・指導実践   

・身体の触れ方を学ぼう  

・今までの学びを生かし、ヨガやトレーニングを実践しよう  
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神戸校 

 

アーユルヴェーダアドバイザー養成講座 

アシュタンガヨガインストラクター養成講座 

自分を知る心理学講座 

フィジカルトレーニングインストラクター養成講座 

リストラティブヨガインストラクター養成講座 
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アーユルヴェーダ 

アドバイザー養成講座 神戸校 

 
※講師：渡邉 ありこ（わたなべ ありこ） 

※マット、ベルト、ブロック要、材料費不要  

※オイルを使いますので、汚れても良い服、タオルを数枚お待ち下さい。 

 

＜本講座は下記のような方にオススメです。＞ 

・アーユルヴェーダの本質を深く学び、自身や家族の日常生活にも取り入れてみたい方 

・アーユルヴェーダとヨガとの繋がりを知り、得た学び・知恵を生かしたヨガクラスをしたい方 

・女性の身体と心について理解を深め、健康的で美しく、幸せに満ちた日々を過ごしたい方 

 

Day１ アーユルヴェーダの歴史 

・伝統医学として現代に受け継がれてきた意味 

・個性を大切にして自分自身の身体と心をみつめるアーユルヴェーダの考え方 

・3 つの体質＝ドーシャ（身体のエネルギー）、グナ（心のエネルギー） 

 

Day2 体質に合った食事法、過ごし方 

・身体のエネルギー「ドーシャ」の乱れについて 

・季節、時間帯、年齢、女性ホルモンの周期によって変化する心身の向き合い方 

・適切な食事、エクササイズ、ヨガ、呼吸法について 

 

Day3 家庭でできるトリートメント 

・フット、ヘッド、ハンドケア方法を実践する 

・自分に合ったスキンケアアイテムの作り方 

・女性疾患、更年期、アンチエイジングについて 

 

Day4 アーユルヴェーダの食事療法とヨガ 

・アーユルヴェーダ的栄養学 ・自分に合ったスパイス、ハーブ 

・日本の食材を使うアーユルヴェーダ的食事 

・それぞれのドーシャを整えるヨガについて 

 

Day5 アーユルヴェーダにそったヨガデモクラス 

・自分の理解をアウトプット 

・自分のケアしたいドーシャを一つ選び、レッスンを組み立てる 

・そのドーシャについての説明、適した過ごし方を自分なりに説明し理解を深める 
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アシュタンガヨガ 

インストラクター養成講座 神戸校  
 

※ 講師：土本 恭子（つちもと きょうこ） 

※ 妊娠されている方、現在治療中のケガのある方は受講をお控えください。 

※ マット要。ベルト・ブロック要。 

※ 神戸校では、実践を重視した講座内容となります。アシュタンガヨガの特徴や歴史に関しては、クラ

スにご参加される前に予めご自身で学習しておくことをお勧めします。また、ご出席されたDAYのポー

ズ名とシークエンスを次回 DAY で覚えて来ること、その練習を継続して行うことを宿題とします。(ポー

ズの完成度や、出来るか出来ないかは問いません) 

 

 

DAY 1 

アシュタンガの呼吸、バンダ、ドリシュティについて 

スリヤナマスカラ A, B 

 

DAY 2 

スタンディング前半 

(パダングシュターサナ〜プラサリーターサナ D) 

 

DAY 3 

スタンディング後半 

(パールシュヴォッターナ A〜ヴィーラバドラーサナ B) 

 

DAY 4 

シッティング 

(ナーバーサナまで) 

 

DAY5 

クロージング 

 

※本講座ではプライマリーシリーズのハーフプライマリーまでを学習します。 

毎 DAY、ハーフプライマリーのレッドクラスを行います。 
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自分を知る心理学講座 神戸校 

※ 講師：松木 寛(まつき ひろし) 

※ 持ち物：筆記用具のみ 

※ 本講座は座学内容が中心の講座となります。オンラインでも同内容の受講は 

可能ですが、対面（五感）を通して、受講生の様子を感じながら講義を進めて

いくため、オンラインとは違う気づきや学びを得られる対話型の講座となりま

す。 

 

DAY1 〜自分への自信を整える〜 
今すぐできる自己肯定感の高め方 
（１）自己肯定感を高める前に必要な大前提とは 
（２）間違えた自己肯定感が自我を強める理由 
（３）自信が湧き起こる心の育み方 
 
DAY2 〜悩みが気づきに変わる内面の見つめ方〜 
より良い人間関係を自分で創る心のレッスン 
（１）人間関係の真の目的を知ると悩みが消える 
（２）自分の内面を見つめる時に陥りやすい罠とは 
（３）身近な人と深く繋がる関係性の創り方 
 
DAY3 〜自分でも気づいていない才能を見える化〜 
あなただけの天才性を活かし生命を輝かせる方法 
（１）自己否定が消える才能の見つけ方とは 
（２）いのちの輝きと曇らせるエネルギー解放のやり方 
（３）ありのままの自分で喜ばれる人生への扉をひらく 
 
DAY4 〜自分がわからない意外な理由〜 
「仮の自分」をやめて「本当の自分」を見つける方法 
（１）心が軽くなる「仮の自分」の気づき方 
（２）本当の自分に出会う心のレッスン法 
（３）本当の自分を見つける意外な方法 
 
DAY5 〜見えない心のブレーキの外し方〜 
無意識を味方につけて自分の限界を超えて 
（１）わかっていてもできない本当の理由 
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（２）もう迷わなくてもいい！直感力の身につけ方 
（３）無意識の制限を外す心のととのえ方 

フィジカルトレーニング 

インストラクター養成講座 神戸校 
※講師：MAY（メイ） 

 

※以下に該当する受講生の方は、講座内の実技にはご参加戴けません。（実技の見学は可能です。） 

 妊娠されている方、妊娠の可能性がある方、医師にとめられている方。 

※マット要。ベルト・ブロック不要。運動量の多い講義です、タオル、着替え、水分をご準備ください。 

※当面の間、実技中もマスク着用での受講となります。体調を調え、無理のない範囲でご参加ください。 

 

DAY１『時代のニーズにあったヨガレッスンをしよう！』：実技６０分程度（※） 

(１) 概論。時代にあった「健康的な身体づくり」とは？ 

(２) 体力ってなに？「体力」の種類と運動能力を左右する５S(ファイブエス)。 

(３) 体感抜群！ヨガレッスンでバランスよく体を鍛えるメソッド(理論と体験)。 

 

DAY２『自分にも、お客様にも。レッスンをジャストフィットさせる技術』：座学メイン 

(１) 脱☆行き当たりばったりのレッスン。トレーニングの三原理と五原則をマスター。 

(２) 顧客カルテの作り方と管理(ヒアリングシート配布)。 

(３) 自分の健康は自分で管理！『ピリオダイゼーション(目的目標設定、行動計画)』 

  

DAY３『レッスン中のケガ、しない・させない、本気で予防する！』：実技７５分程度（※） 

(１) ケガの種類は２つ。原因と予防法、補強運動。 

(２) 痛みの種類は２つ。「大丈夫な痛み」の見分け方。 

(３) ケガ予防の必須項目、バイタルサインの読み取りと活かし方。 

(４) 万が一、ケガしてしまった時のＲＩＣＥ処置の実際。 

(５) リハビリは「本人のために・３段階・２年間・フル活用」できれいに治して！ 

 

DAY４『最新版 ヨガ×フィジカルトレーニング』：実技１１０分程度（※） 

(１) 運動不足解消プログラムに入れるべき要素と構成。 

(２) 体力に自信がない人を指導する時のコツ。 

(３) オンラインレッスン向け筋トレプログラムと、画面越しの安全管理。 

(４) フィジカルトレーニングを受けてみよう！ 

 

DAY５『ヨガ×機能解剖学でわかる、伝わる、変わる！』：実技７５分程度（※） 

(１) メリハリのある動きで魅せるにはココを意識する！ 

(２) 見本の見せ方で、お客様の動きはここまで変わります。 

(３) 背中を押す一言、お客様を輝かせる一言。インストラクションの魔法。 
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マンネリ防止！「無限バリエーションツール」を使いこなす。 
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リストラティブヨガ 

インストラクター養成講座 神戸校 
 

※講師：渡邉 ありこ 

※マット・ブロック・ベルト要 
 

Day1：リストラティブヨガとリラクゼーションについて 

・｢活力を回復させる｣という意のリストラティブヨガの必要性について 

・ストレス社会においてリストラティブヨガの効果 

・リストラティブヨガにおける呼吸法 

・プロップスの使い方、代用品について 

・基本のポーズを学ぶ 

 

 

Day２：痛みがある時のリストラティブヨガ 

・痛みについて 

・リストラティブヨガが介入できる痛みの種類 

・痛みがあるときに出来るリストラティブポーズ 

 

 

Day3：より深い究極のリラクゼーション方法を学ぶ 

・不眠症のためのリストラティブヨガ 

・精神的安定の為のリストラティブヨガ 

 

 

Day4：女性のためのリストラティブヨガ 

・妊娠中のリストラティブヨガ 

・月経・PMS 時にをサポートできるリストラティブヨガ 

・更年期のためのリストラティブヨガ 

 

 

Day5：実際にリストラティブヨガのデモクラスを行う 

・リストラティブヨガクラスの構成と普通のヨガクラスにリストラティブを組み込む方法について 

・60 分の目的に合ったリストラティブクラスを考え、実際にプロップスの説明、効率良いプロップスの 

移動の仕方を学ぶとともに、極上のリラクゼーションを提供するアプローチ方法を考える。 
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福岡（博多）校 

 

アロマヨガインストラクター養成講座 

フィジカルトレーニングインストラクター養成講座  
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アロマヨガ 

インストラクター養成講座 福岡（博多）校 
 

※講師：宇都宮 明香(うつのみや さやか)   

※マット要・材料費要 

※毎回の DAY にて、精油を数種類取り上げて学んでいきます 

※実技は要マット、実習の材料費要  

※オンラインは座学内容と実技のみ。実習は行わない。材料費は不要。 

 

DAY1 アロマセラピーとは  

・ヨガとアロマセラピー  

・アロマセラピーのメカニズム 

・精油の基礎知識、禁忌事項 

・香りの歴史と健康的なライフスタイル 

【実技】呼吸とアロマ 

【実習】芳香浴 

 

DAY2 アロマヨガクラスの組み立て方と実践 

・香りの心理作用 

・香りを使ったヨガ 

・アロマと?ャクラの関係 

・メディテーション(瞑想) 

【実技】アロマヨガクラスシークエンスの組み立て 

 

DAY3 アロマセラピーとホームケア  

・心身の状態に合わせた香りとケアの方法  

・香りのある暮らし 

【実技】アロママッサージ 【実習】バスソルト、エアーフレッシュナー作成 

 

DAY4 アロマとアーユルヴェー?  

・アーユルヴェー?とアロマの歴史  

・アロマセラピーのお仕事色々  

・関連法令について 

【実技】オリジナルシークエンスの実践 

 

DAY5 アロマヨガレッスンのロールプレイング  

・DAY1～4 のまとめ、確認 

【実技】オリジナルシークエンスの実践  
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フィジカルトレーニング 

インストラクター養成講座 福岡（博多）校  
  

※講師：宇都宮 明香(うつのみや さやか)   

※マット・ブロック・ベルト要  

 

Day1  

【解剖学と生理学】 

１．健康維持のためになぜ運動が必要であるか ２．現代のフィットネス 

３．現代人に多い疾患 ４．あなたが思う「健康」とは？ 

【身体の歴史】 

１．脊柱の歴史 

【人体のシステム】 

１．身体の部位とシステムについて学ぶ ２．骨・筋肉・関節・靭帯の基礎解剖 ３．呼吸のメカニズムと細胞 

 

Day2  

【脊柱・骨盤の基礎解剖】 

１．人間の脊柱の歴史 ２．脊柱の構造と役割 ３．神経保護機能 ４．脊柱の動きの種類 

５．胸郭と骨盤 ６．ヨガにおけるポーズ・運動時の意識や注意点" 

 

Day3  

【骨格系について】 

１．身体系統とは(神経系、循環系、内分泌系、呼吸器系、消化器系、免疫系、結合組織系、液体系、人体系、筋肉系) 

２．筋骨格系 (a)骨と人体 (b)関節" 

 

Day4  

【股関節・膝・足部の基礎解剖】 

１．股・膝・足首関節の構造 ２．股関節周囲筋・大臀筋とハムストリングス ３．各関節の動きについて 

４．バランスポーズを安定させるために ５．腸腰筋とハムストリングスの使い方 ６．股関節と骨盤の関係 

７．足底アーチ" 

 

Day5 

【まとめ・指導実践】 

１．身体の安全な使い方 

２．系統ポーズ別チェックポイント 

３．トレーニング別チェックポイント 
 


