
「３種類の筋肉とそのはたらき」

筋肉は、髪の毛ほどの太さの筋繊維が束になったものです。全身に

約６５０も存在し、大きく３つの種類に分けられ様々な役割を担っています。

筋肉と筋トレのはなし
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きんせんい たば ぜんしん

こんなにたくさんはたらきが！だからこそ、

筋肉の維持･増進をはかりたいですね！

「筋肉がつく」メカニズム

トレーニングをすることで

筋肉に負荷がかかり、筋繊維が傷つきます。

それを修復し、以前より頑丈になろうと

繊維が太くなります。

反対に、何もしない（刺激がない）期間が長くなると

筋肉が落ちて（筋繊維が細くなる）しまいます。そうならないためにも・・・
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筋繊維に！

つよ ふと

きんせんい

さっそく筋トレ習慣はじめましょう！裏面で手軽に筋力アップを目指せる

「スロートレー二ング」とトレーニングマシンのポイントを紹介します。
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筋肉の修復には
きんにく しゅうふく

〇胃や腸、血管の壁となり動く平滑筋

〇心臓を動かす心筋

◎からだを動かす、安定させる骨格筋
・外部の衝撃から内臓などを守る

・血液を心臓に戻すポンプのはたらき

・熱エネルギーをつくって体温を保つ

・骨などを保護するホルモンの生産

・免疫力を上げる

（免疫細胞を活発化させる細胞は筋肉にあり）

・水分を蓄える
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［特徴］

・骨や腱にくっつき、伸びたり、縮んだり

してからだを動かす

・自分の意思で動かせる（随意筋）
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こんなはたらきも！

筋肉の仕組みやはたらき、効果的なトレーニングについてご紹介します。

意外と知られていないはたらきも…？！体中で大活躍しています！

はんたい なに しげき きかん なが
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自分の意思と関係なく

動く筋肉（不随筋）
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こっかくきん

きんにく しく こうかてき しょうかい

いがい し からだぢゅう だいかつやく

2021年5月
ねん がつ



スロートレーニング

①足をイスやクッションなどのに乗せ、

頭を少し床から上げておく

②4秒かけて上半身をひねりながら起こし、

4秒かけて元の姿勢に戻る

腹筋

①ヒザを曲げた片あしを、

床と平行になる高さまで

あげる

① ②

太もも・お尻

②あげたあしを４秒かけて

後ろにひき、４秒かけ元の

姿勢に戻る

あしを上げる時

太ももの前側に力を入れて上げる

(大腿四頭筋）

あしを戻す時

太ももの後ろ側に力を入れて戻す

（ハムストリングス）

例：レッグエクステンション

・１セット５～１０回、３セットを目安に

・呼吸は自然に、動作は４秒かけながら

②

①

①体の前方で、重りをもつ

（肩をすくませるイメージ）

肩まわり

②４秒かけて肩を上げながら後ろへま

わし、4秒かけて後ろから前へ戻る

トレーニングマシンは効果的に！
～油圧式マシン編～

上体がブレない

ようにキープ

安全のため、イスなどに

つかまりましょう

[負荷のかけ方]

〇２０回を一定のテンポで続けて行える負荷がおススメ✨

※遅すぎるとせっかくの効果が半減してしまいます

[鍛える部位を意識！]

〇バーを下げる（元に戻る）動作も筋肉（部位）を意識する

［油圧式マシンの特徴］

〇バーの上げ下げ両方に負荷がかかり、

バランスよく鍛えられる

〇動かす速さによって、より負荷をかける

ことも可能

かい めやす

こきゅう しぜん どうさ びょう

あんぜんふと しり かた

じょうたい

ま かた

ゆか へいこう たか

びょう

うし びょう もと

しせい もど

からだ ぜんぽう おも

かた

びょう かた あ うし

びょう うし まえ もど

びょう じょうはんしん お

ふっきん

れい
こうかてき

ゆあつしき へん

ゆあつしき とくちょう

あ さ りょうほう ふか

きた

うご はや ふか

かのう

ふか かた

かい いってい つづ おこな ふか

おそ こうか はんげん

きた ぶい いしき

あ とき

ふと まえがわ ちから い あ

もど とき

ふと うし がわ ちから い もど

さ もと もど どうさ きんにく ぶい いしき

「ゆ～っくり」がコツ！
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（免疫細胞を活発化させる細胞は筋肉にあり）

①

手で触るのが難

しい場合は目線

をむけながら起

こします

右手で左あしの横を触るように

握るのが難しい場合はベルト付

ダンベルやバンテージで固定します
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