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「今のあなた」に合う
子宝ヨガを始めましょう

スタジオヨガマ「子宝ヨガ」インストラクター
酒井 孝子 (Tacco)
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子どもの頃、「自分はいつかお母さんになるだろう」と、なんとなく
当たり前のように思っていた人は多いのではないでしょうか。
でも今はそれが「当たり前」のことではなく、戸惑いやあせり、期待や不安といった
さまざまな思いをともに抱いている方もいらっしゃるようです。
もしかしたら、あなたもそんな思いを胸に、この子宝ヨガの本を手に取ってくださったのかもしれませんね。

ヨガを行うことは体質改善に効果があるとされていますが、
リラックスできたり、ストレスがやわらいだりメンタル面にも働きかけます。
ヨガを行う前には毎回、 「今の自分観察」の時間を持っていただきたいと思っています。
体のどこかに不調を感じている、心が疲れている、生理周期など、
今の自分がどんな状態なのかを感じてみてください。
女性の体は、月の満ち欠けのようにホルモンの影響で毎日少しずつ変化しているのです。

本書ではじめに行う、体を調整して、ほぐし、目覚めさせる「ベーシック子宝プラン」は、
子宝ヨガの基本でもありますが、この「今の自分観察」の意味もあります。
それを行った後に、筋力を上げて体を温めたり、不調を改善したり、リラックスをしたりという、
今の自分に必要だと思うポーズを選びましょう。
自分の内側から送られてくるメッセージを感じて選んだポーズが、今日の自分に合うヨガです。

ヨガに自分を合わせるのではなく、自分に合うヨガを行うように心がけてみてください。
本書には「今のあなた」に合うポーズがあるはずです。
また「今の自分観察」は、判断力・決断力の源となり、ヨガだけでなく、今後のあなたの人生の
手助けとなることでしょう。
そして本書も「お母さんになりたい」と願うあなたの手助けになることを祈っています。

この本を監修するにあたり、実際に子宝ヨガのレッスンで出会った皆さんの顔を思い浮かべ、
通常のレッスンをするように意識しました。　
そして、この本を手にしてくださった方々を想像し、スタジオに来られない方でも、
ご自宅でできるように、よりわかりやすくプログラムしています。

それでは……まず、肩の力を抜いて、ひと息ついてみてください。
そのひと息を、今よりもっと深く感じられるようになる練習が、この「子宝ヨガ」の第一歩です。
いらない力みや緊張を上手に手放し、心と体をリラックスに導きましょう。

さあ、ゆったりひと息ついてから、次のページを開いてください。
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チャレンジポーズ
「Try」
完成ポーズが楽にできる方、もう
少しハードなポーズに挑戦したい方
のためのポーズです。無理のない
範囲で挑戦してみましょう。

プロセスの解説
「Point」
ポーズの中で、そのプロセスがど
んな働きや効果があるかを解説し
ています。妊活に役立つ動きに
なっています。

バリエーションポーズ
「これでもOK」
体に負担がかかる方の場合や、紹介して
いるポーズ以外にバリエーションをつけられ
る場合に紹介しています。自分に合うポー
ズがあれば、こちらを行ってみましょう。

生理中のポーズ
「生理中は」
生理中にポーズが異なる場合は掲載
しています。生理中にはおすすめで
きないポーズもあるので、あわせて注
意してください。

間違いやすいポーズ
「これはNG」
特に間違いやすく、気をつけたい点です。
間違ったポーズは体を痛める原因にもなる
ので、注意してください。

ポーズのポイント
プロセス本文以外に、特
に気をつけたい点を紹介し
ています。

初心者向けポーズ
「Easy」
初心者の方や、うまくでき
ない方のために「Easy」
ポーズがあるものもありま
す。むずかしいと感じたら、
こちらを行ってみましょう。

呼吸のしかた
本書ではヨガを行う間、腹
式呼吸をします（24ペー
ジ）。「吸う」「吐く」のア
イコンで、ポーズの中での
呼吸のタイミングがわかりま
す。「3呼吸」などの場合
は、ポーズを維持したまま、
指定階数の呼吸を繰り返し
ます。呼吸のアイコンがな
いときは、自然に腹式呼吸
しましょう。

行う時期
生理周期別に、効果が
高まる時期とNGの時
期がわかります。「低温
期にgood」「高温期に
good」「生理中はNG」
のほか、周期に関係な
く毎日行ってもよい「い
つでもOK」があります。

期待できる効果
このポーズを行うことで、
どんな効果が期待できる
かがわかります。妊娠に
関係のある効果のほか、
心身の不調を改善する
効果もあります。

26ページからのヨガページの見方や出てくるアイコンについて解説します。
注意事項もあるので、よく読んでから、ヨガを行うようにしましょう。

●�産婦人科や不妊治療クリニックに通院中・治療中の方、病気やケガをお持ちの方は医師に相談のうえで行ってください。
●���腰痛やひざの痛み、股関節に違和感があるなど、なんらかの不調がある方は、医師や専門家に相談のうえで行ってください。
●���体調がすぐれない、疲れを感じている、飲酒後などの場合は行わないでください。
●���ヨガを行っている最中に、なんらかの違和感、痛み、体調不良を感じたら、すぐに中止し、医師に相談してください。
●�「子宝ヨガ」は、妊娠を妨げる要因になりえる症状を緩和するためのヨガです。不妊を完治するものではありません。必要な方は専門医に相談してください。
●�妊娠がわかったら、本書のヨガを行うのをやめ、運動は医師に相談しながら行ってください。妊娠後は、体調をみながらマタニティヨガに移行する方もいらっ
しゃいます。

●�本書に掲載されている体験談は、あくまでその方当人の感想・体験です。すべての人に当てはまるものではありません。ご了承ください。
●���本書の監修者並びに出版社は、ヨガを行って生じた問題に対する責任は負いかねます。各自体調を考慮したうえで、自己責任のもと行うようにしてください。

注意事項

本書の見方
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完成ポーズ

骨盤のゆがみをととのえ、冷えを防止
花のポーズ
骨盤底筋や股関節を柔軟にして、骨盤のゆがみをととのえます。
足首を柔軟にし、末端への血流をアップさせ、冷え予防にも効果的。

吸う

いつでも
OK

その他の効果 骨盤の安定、内ももの強化

1足を広げて立ち
つま先を外側に開く
足を肩幅に広げて立ち、つま先を
45°外側へ向ける。

2しゃがんで骨盤が
安定する位置を探す
息を吐きながら、おしりをまっすぐ
下ろし、ひざとひざの間に上体を沈
めるようにしゃがむ。背筋を伸ばし、
ひざにひじを添えて胸の前で両手を
合わせる。足と腰を少し揺らしなが
ら骨盤が安定する位置を探して、ひ
と息つく。

3呼吸に合わせて
ひじとひざで押し合う
背筋を伸ばしたまま息を吐きながら
ひじでひざを押し、息を吸いながら
ひざでひじを押し返す。呼吸に合わ
せて３～５回繰り返す。

4ポーズを解放し
呼吸をととのえる
両手と両ひざを床へつき、四つんば
いになる。腰を後ろへ引き、ゆだ
ねるポーズ（43ページ「これでも
OK」参照）になり、呼吸をととの
える。

吐く

吐く

45°
45° かかとは床につける。

ひざで押すときは、
会陰部を引き上げ
るイメージを持つ。

慣れてきたら、生理中以
外は腟呼吸や会陰呼吸
（25 ページ参照）に合
わせてポーズを行うのも
よい。 これはNG!

かかとを上げて前かがみにならないこと。
ひじとひざでバランスよく押し合えなくなる。

3~5
呼吸

Easy

両かかとが上がってしまう人は、おしりとか
かとの下ににブランケットを敷く。

いつでも
OK

高温期に
Good

生理中は
NG

低温期に
Good

落ち込んでいるときや元気がないとき
は、ひじを伸ばして頭の上で振りはらう
と気分がスッキリする。

これでもOK Try

ポーズに余裕のある人や慣れてきた人
は、ひざを伸ばす。

生理中は

生理中に足を高く上げることに不快感がある人は、
ソファやイスを使う。イスが硬い場合はブランケット
を敷く。イスの前にあお向けになってふくらはぎをイ
スにのせ、手はおなかに当てる。適当な壁がないと
きや、疲労感があるとき、気持ちを鎮めたいときに
もおすすめ。

背骨を柔軟に動かすことで自律神経
（108 ページ参照）がととのいます。
安眠効果やリラックスが期待できます。

背骨を動かすと
自律神経がととのう

Point
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妊娠力を高めたいあなたへ

自分の体の
状態を知っておこう

卵子の質と深くかかわる
年齢のことを理解しよう

妊娠力にも影響する
ストレスを減らそう

婦人科で体の状態を
チェックしてもらおう

自律神経がととのう 適度な運動で血流 UP

体と心の
ストレス解消

ホルモンバランスが
ととのう

　まずは自分の体の状態を知ることが大切です。生
理周期や排卵、妊娠のしくみを、きちんと理解して
おくことが、妊活への第一歩。また、冷え性や骨盤
のズレなど、自分の体の気になる症状を解消するこ
とも、妊娠・出産につながっていきます。

　睡眠不足や栄養の偏った食事、不
規則な生活習慣で乱れた自律神経が、
ヨガをすることでととのいます。生活環
境を見直すことも大切です。

　ヨガなど、適度に体を動かす有
酸素運動を積極的に行いましょう。
血行がよくなり、体が温まって妊娠
しやすい体質に改善されます。

　体と心は影響し合います。強い
ストレスがあると、体に不調が現れ
やすくなることも。ヨガは体と心の
両方がリラックスできます。

　基礎体温を測り、低・高温
期に合わせたヨガを行うことでホ
ルモンバランスがととのい、より
妊娠力を高めます。

　妊娠力には、体だけでなく、心の安定も重要。ス
トレスでホルモンバランスがくずれると生理周期が
乱れる、排卵機能がうまく働かないなど、悪影響を
与えることがあります。リラックスした状態で日々
を送れるように、意識しましょう。

　卵子のもととなる原始卵胞は、女性が胎児のうち
に、すでに一生分作られています。年齢を重ねると
ともに減る一方で増えることはありません。また、
一般的に 35 歳を過ぎると卵子の数だけでなく、質
も低下し、妊娠しにくくなることがわかっています。

　1 年以上避妊をしていないのに、妊娠しない状態
を「不妊」といいます。本格的な不妊治療でなくて
も、排卵の状態や婦人病の可能性などをチェックし
てもらうために、婦人科を受診しましょう。自分の
体の状態を知るきっかけになります。

妊娠に大切なのは、自分の体と心の状態をととのえていくこと。
ヨガを始める前に心がけておきたいことを婦人科医が解説します。

妊活にヨガを取り入れると



9

卵巣のしくみと働き

❶卵胞が成長開始

【妊娠成立のメカニズム】

❸卵子が排卵される

❻受精卵が着床し、妊娠

女性の体と
妊娠のしくみ

　卵巣は子宮の左右にあり、原始卵胞をたく
わえています。また、妊娠に必要な卵胞ホル
モンや黄体ホルモンを分泌します。原始卵胞
は胎児のころからあり、思春期以降、毎月１個
ずつ卵子となって卵巣から排出されます。

　生理が来ると、脳下垂体から卵胞の
成長を促す卵胞刺激ホルモン（FSH）
が分泌され、卵巣内の原始卵胞に働
きかけます。刺激された原始卵胞のう
ち、およそ10個が排卵に向けて成長
を開始します。

　主席卵胞は生理開始から約２週間で
成熟します。20㎜ほどの大きさに成長
すると、卵子は卵胞を破って卵巣から
腹腔内へ飛び出し（排卵）、卵管采（卵
管の先端）に取り込まれて卵管へたど
りつきます。

❷ひとつの卵胞が成長を続ける
　約 10 個のうち１個の卵胞が成長を
続けて主席卵胞になり、残りは消退し
ます。主席卵胞は実際に排卵に向け
て成熟するもので、自ら卵胞ホルモン（エ
ストロゲン）を分泌して、子宮内膜を少
しずつ厚くします。

❺卵子と精子が出会って受精
　卵管で数十個の精子が、卵子に
群がります。1個の精子が卵子の透
明帯を破り、卵子の中へ（受精）。
受精した瞬間にバリアが張られ、他
の精子は入れなくなります。

❹精子が卵管へ
　セックスをすると、１回の射精で数
十万～数億個の精子が腟内に入ります
が、99％は腟内の酸で死滅。卵子の
周辺へたどり着く精子は200 個くらい
になります。この元気な精子が子宮頸
管を通過し、さらに卵管へ進みます。

　受精卵は、細胞分裂を繰り返しなが
ら、卵管から子宮へと移動します。子
宮に到達した受精卵は赤ちゃんのもと
になる胚盤胞になって子宮内膜にもぐ
り込み（着床）、受精から約 7日で妊
娠が成立します。

知っていますか？　あなたの大切な体のこと。
妊娠に深く関係する、卵巣と子宮のしくみを
しっかり理解しておきましょう。

卵巣

卵子
子宮頸管

精子

卵管采

卵管
受精

着床 排卵



月経期

低温期 高温期

基準体温
0.3～ 0.5℃
上がる

生理初日 生理初日

排卵日

妊娠しやすい時期
(卵胞期→排卵期 )

妊娠しにくい時期
(黄体期 )

37.0

36.9

36.8

36.7

36.6

36.5

36.4

36.3

36.2

36.1

36.0

27生理周期
日数

( 体温℃)

29 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 1 3
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知っておきたい！　自分の妊娠力

基礎体温で体調チェック 心身と生活を見直そう
　基礎体温とは、朝起きてすぐ、安静時の体温のこ
とです。約１カ月で変動する女性ホルモンの状態が
わかり、生理や排卵、体調の変化の予測に役立ちま
す。また、生理不順、黄体機能不全、無排卵といっ
た妊娠しづらい原因を見つける手がかりにもなりま
す。二相に分かれない、低・高温期が長い、または
短い場合は婦人科を受診しましょう。

排卵が起こってから次の生理開始までの約
２週間。黄体ホルモンの分泌量が増える。

生理開始から排卵が起こるまでの約２週間。
エストロゲンの分泌量が増える。

 「妊娠しづらいかも」と思ったとき、体の不調ばか
りが気になりやすいものです。でも、妊娠には、体
だけでなく心や生活習慣も深く関係しています。ス
トレスなどで心が疲れていたり、睡眠不足など生活
習慣の乱れがあったりすることも、妊娠を妨げる要
因になります。右ページのチェック表で体・心・生
活習慣をトータルで見直してみましょう。

妊娠を望むなら、まず基礎体温を測ることから始めてみましょう。
また、体だけでなく心の状態も妊娠力と大きく関わります。

　低温期と高温期の二相に分かれ、低温期から高温期に移行する際、0.3～ 0.5℃スムーズに上昇するのが理想的です。
　スマートフォンのアプリなどで記録していて二相のパターンがはっきりしない場合、デジタル表示が原因のことも。紙のグラフに書き込むと、二相に
分かれる様子がわかることがあります。

【理想的な基礎体温のパターン】
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セルフチェックの結果

妊娠力
セルフチェック

　チェックが多いほど、妊
娠しづらい状態にあります。
「体」にチェックが多い場
合は、婦人科や治療院を受
診することをおすすめします。
「心」「生活習慣」に多い
場合は、生活を見直したり、
パートナーと話し合ったりする
とよいでしょう。子宝ヨガも積
極的に活用して、チェックを
ひとつでも多く減らすように心
がけましょう。

体・心・生活習慣の中に、自分でも気づかないような妊
娠を遠ざける原因があるかもしれません。まずはセルフ
チェックで自分自身を見つめ直してみましょう。

体
□生理不順、生理痛がひどいなど 

生理に問題がある
□婦人科系の病気など、 

過去に病歴がある
□基礎体温で二相に分かれない
□性交痛がある
□太りすぎ、またはやせすぎである
□ダイエットをしてもやせない、 

すぐリバウンドする
□貧血気味である
□冷え性である
□肩こり、腰痛などの慢性的な 

症状がある

心
□ストレスを感じることが多い
□セックスしたいと思わない、 

セックスがつらい
□不妊治療がつらい
□眠りが浅い、寝つきが悪い
□あまりリラックスできない
□何をしても楽しめない、 

リフレッシュできない
□笑顔が減った
□生理前など、ときどき情緒不安定に 

なる

生活習慣
□自分またはパートナーがタバコを吸う
□生活が不規則になりがち
□外食・間食が多い
□週に 1 ～ 2 回以上、運動をしていない
□入浴の際、シャワーだけで 

すませることが多い
□スリムなデニムや矯

きょう

正
せい

下着など、 
体を締めつける服装が多い

□パートナーと生活リズムが 
バラバラである

□ダイエットで食事制限をしている


