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ぽかぴん体操で 

からだポカポカ 

せすじピーン！ 
 

 

 

あなたはたった１分の体操で姿勢が良くなり、 

血行が良くなる方法を知りたくないですか？ 

姿勢を良くする方法をこっそり教えます！ 
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・第１章 あなたの姿勢は悪くないですか？ 

ある女子大にて姿勢に関するアンケートで姿勢が悪いと答えた方が

約７０% その内の約８０%が猫背で背中が丸いという結果でした。 

現在ではパソコンや事務作業、車の運転などで姿勢が悪くなる要因が

多くあります。姿勢を良くすることを意識して生活しなければ姿勢は

自然と悪くなるような環境になっています。 

 

まずはあなたの姿勢をチェックしてみましょう！ 

 

□ パソコンをする時は猫背ぎみだ 

□ 座るときに足を組む癖がある 

□ 呼吸がしづらい時がある 

□ 肩こり・腰痛がある 

□ 冷え性・便秘がある 

□ 疲労・倦怠感がある 

□ 気持ちがスッキリしない事がある 

□ 靴の裏がかたよってすり減りやすい。 

□ 歩いていてつまずきそうになったり転びそうになる 

□  鞄を肩から掛けるときは左右どちらか一方しか使用しない。 
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１～３個の方 

姿勢は良い方です！しかし気をつけないと知らない間に姿勢は悪く 

なっていきますので、日々姿勢を良くするための努力をしましょう！ 

 

４～６個の方 

姿勢は悪いです！姿勢を良くする意識をもっと持つようにしましょう！ 

身体になんらかの不調をきたしているか、これからなんらかの不調が 

おこる恐れがあります。 

 

６個以上の方 

姿勢はかなり悪い方です！早急に姿勢を改善する方法を取り組んで 

いきましょう！姿勢を良くすることで多くの不調は改善されますので 

姿勢を良くする努力をしましょう。 

 

どうでしたか？自分では姿勢は良いほうだと思っていても、チェックして

みるとそうでないとわかりますよね！数が多い方は姿勢を良くする事

を真剣に考えて下さい。健康を手に入れることは全ての生活の中で 

基本ですので、もっと真剣に自分の健康状態を見つめ直して下さい。 
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･第２章 姿勢を良くして健康になろう！ 

（１）姿勢の重要性！ 

姿勢って本当に重要ですよね！ 

パソコンや事務作業、車の運転などで姿勢が悪い方が多くいます。 

子供もゲームのやりすぎなどで姿勢が悪い子が沢山います。 

姿勢が悪いと身体にどのような悪影響があるでしょうか？ 

 

1.腰痛、肩こり、頭痛などになりやすい 

2.内臓機能の低下がおこりやすい 

3.便秘、冷え性になりやすい 

4.見た目のスタイルが悪くなる 

4.ぽっこりお腹になりやすい 

5.集中力の低下 

6.気持ちがスッキリしない  など 

 

いろんな悪影響が考えられます。姿勢を良くすることでいろいろな 

不調が改善されることを理解しましょう。 
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（２）なぜ姿勢が悪くなるの？ 

なぜ姿勢が悪くなるのでしょうか？ 

もちろん、パソコンや事務作業で猫背になったり、足を組んで骨盤が

歪んだりすることもありますが、人間は本来、姿勢を正すことを 

しないと姿勢が悪くなるようになっています。 

元々人間は進化の過程で４本足歩行から２本足歩行になり、 

まっすぐで綺麗な姿勢を維持できるようになりました。 

その結果、脳が発達して、素晴らしい知能を手に入れることが出来ま

した。しかし２本足歩行は身体が安定している状態ではないのです。 

それは骨の構造を考えると、人間の背面には支える背骨があるけど 

全面には骨がありません。その為に、普通に生活しているだけで 

前かがみになり猫背になりやすくなります。 

 

（３）姿勢が悪いと人間は退化している？ 

前述したように人間は進化の過程で４本足歩行から２本足歩行に 

なり、まっすぐな姿勢になったことで脳の前頭葉が発達して 

素晴らしい知能を手に入れることが出来ました。 

ここでよく考えてみて下さい。 

姿勢が悪くなることは人間を退化させる事につながります！ 
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このまま姿勢が悪くなると、どんどん脳の働きが悪くなり、 

いいアイデアが浮かばなくなってきます。 

また集中力も低下するので、記憶力も散漫になります。逆に 

姿勢を良くすることは人間を進化させる事になるのです！ 

人間が進化すればもっと素晴らしい事が出来るようになるかも 

しれません。 

1．  第６感（直感）が冴え渡る 

２． 潜在意識をフルに活用できる 

３． ドラマ スペックのような特殊能力が覚醒する 

４． オーラが見える 

５． スプーンが曲げられる など 

なんかスピリチュアル的になってしましましたが、人間にはまだまだ

いろいろな可能性を秘めています。 

だって今でも進化の途中なのですから・・・ 

姿勢が良くなることでもっと人間は進化していくと自分は考えます。 
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（４）姿勢についての世の中の常識！ 

自分は子供の頃から姿勢が悪くて先生や親に姿勢を正しなさい！ 

とよく注意されていました。 

姿勢を良くする常識としては 

１．背筋を伸ばしなさい 

２．あごを引きなさい 

３．腰を入れなさい 

などと言われますが、これって意識しないと出来ないですよね！ 

意識している時は姿勢を正すことは出来ますが、テレビを見たり、 

仕事するなど別のことをしていると姿勢を良くする意識なんて 

知らない間に忘れているものです。 

四六時中、姿勢を良くする意識を持つなんて、普通の人には出来ない

事なのです。しかしこの方法が世間の当たり前になっています。 

だからみんな姿勢を良くしたいと思っていても、なかなか良くならな

くて悩んでいます。理想は意識しなくても姿勢が良い状態をキープす

ることです。でもどうすれば意識しないで姿勢が良くなるの？ 

そこで院長自ら考案した「ぽかぴん体操」は１日１分の体操で姿勢が 

良くなり、身体がリラックスするメソッドです。 
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（５）姿勢を良くする秘密はお腹と背中にあった！ 

自然体で姿勢を良くするにはお腹がすごく重要です。 

当院で姿勢を良くするにはどうしたらいいか？ 

とたずねた所、お腹が重要だと答えてくれた方は殆どいません。 

あなたはお腹が重要であることをご存知でしたか？ 

姿勢の悪い方は基本的には前かがみで猫背の人が圧倒的に多いです。

これはお腹の腹圧（腹腔内圧）の低下が原因と考えられます。 

例を上げると、お腹に風船があるとイメージして下さい！ 

風船に空気が入っていないペチャンコの時は身体が前かがみになり

ます。そのボールに空気を入れて膨らませば、自然に姿勢は真っ直ぐ

になります。姿勢を良くするには腹圧（腹腔内圧）を高める事が重要

です。『ぽかぴん体操』をすれば腹圧を高めることが出来ます。 

 

  

  

 

 

 

 

！ 
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また姿勢を良くするには背中にある肩甲骨（けんこうこつ）も重要 

です。姿勢が悪いと肩が前に入って背筋が丸くなります。 

つまり肩甲骨（けんこうこつ）が本来の位置より肩の方向にずれてき

ているのです。そうすれば胸が張りづらくなり呼吸もしづらくなって

きます。肩甲骨（けんこうこつ）の動きを柔軟にして、もとの位置に

戻すことが重要になります。『ぽかぴん体操』を行うと肩甲骨の動き

が柔軟になり元の位置に戻っていきますよ！ 
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･第３章 ぽかぴん体操とは？ 

なごみの院長が考案したわずか 1分で出来る体操です！ 

これを行うと体がぽかぽかして背筋がぴーんと伸びるのを略して『ぽ

かぴん体操』と名付けました。 

ぽかぴん体操の期待できる効果は姿勢が良くなる、血行が良くなるこ

とで 

１． 腰痛、肩こりの改善！ 

２． 冷え性の改善！ 

３． ダイエットに効果的！ 

４． 気持ちがスッキリする！ 

５． よく眠れスようになる！ 

６． ストレスの改善！ 

などさまざまな効果が期待できます。 
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第４章 エクササイズ 

ぽかぴん体操 

ぽかぴん体操にはお腹をさすりながら両足首を上下に動かす運動と肩甲

骨を動かす運動の 2種類しかありません！２つやっても約 1分で終わる

ので朝起きた時、夜寝る前に行うことをオススメします。 

☆お腹すりすり☆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お腹を擦りながら、足首を上下するので血流がアップして代謝が上がり

ます。全身に血液が周りやすくなるので冷え性の解消に効果があります。

また内臓の動きも改善され、便秘や下痢が解消されます。そしてお腹に

は自律神経がある為、腹圧調整をしていると、リラックスして心も整え

ることが出来ます。 

また腹圧（腹腔内圧）が高まることにより姿勢が良くなっていきます。 

 

 



ぽかぴん体操でからだポカポカ せすじピーン！ 

- 13 – 

Copyright (C) 2020. NAGOMI All Rights Reserved. 
 

☆手すりすり☆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この体操を行うと姿勢が良くなり、肩甲骨を動かすことによって肩こり

の解消が期待出来ます。そして背中にある褐色脂肪細胞を活性化させる

ことによって、脂肪を燃焼してダイエット効果もあります。 

この 2つの体操を朝、晩かかさずやってみて下さい。 

約１分で出来る体操なので時間はかかりません。あとはやるかやらない

かだけです。毎日続けていると知らない間に身体に変化が出てきます

よ！ぜひ自分の変化を楽しんで下さいね！ 
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おわりに 

この小冊子を書くきっかけは、多くの方に姿勢を良くすることでさま

ざまな不調が改善され健康を手に入れてもらいたい！と痛切に感じ

たからです。自分の使命（ミッション）はこれからの世界を担う子供

の姿勢を良くすることです。子供には多くの可能性が秘められていま

す。しかし姿勢が悪いことによって、その可能性が閉ざされているの

ではないかと感じます。姿勢が良くなることで集中力がＵＰするし、

気持ちが不安定な年頃の子供も落ち着いて物事が考えられるように

なります。またスポーツするにしても姿勢が悪いとバランスが悪くて

良い結果が得られなくなります。この小冊子を読んで少しでも皆様の

お役に立つことが出来れば本望です。 

『1冊の本で人生が変わる』ってよく語られますが、 

『1冊の小冊子で人生が変わる』事が出来たら本当に幸せな事です。 
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プロフィール 

名前 鈴木裕之（笑顔のすーさん） 

生年月日 昭和 45年 1月 30日 

血液型 Ｏ型  

出身地 岡山県津山市 

趣味 筆文字、パステル画、オルゴナイト 

 

コンピューター会社勤務、整体院勤務を経て 

ＣＳＣプログラム（カイロプラクティック学士） 

ＰＣＲＴ心身条件反射療法（シルバーコース）の資格を取得。 

『瞬速リセット整体』『ぽかぴん体操』考案者。 

現在は子どもの姿勢の重要性を啓蒙しながら、倶知安と千歳で『リラク

ゼーションカイロなごみ』を開院している。 

 

なごみＨＰ https://nagomi43.com  

 

 

LINE Facebookやっています。ぜひ繋がりましょう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 なごみＨＰ          LINE           ＦＡＣＥＢＯＯＫ 

最後にこの小冊子のイラストを描いてくれた妻に感謝します！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

https://nagomi43.com/
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