
Bilingual yoga



Today’s 
Schedule
MAIN TOPICS
なぜ、バイリンガルヨガが
必要なのか？
どうやれば身に付くのか？

・挨拶
・バイリンガルヨガとは︖
・体験レッスン
・養成講座について



An Introducion
挨拶・⾃⼰紹介



ヨガ・ボディワークに特化した通訳・翻訳者、バイリンガル・
ヨガ講師、ネイティヴ・スピーカー講師が在籍しているコン
テンツ作成などを行う語学のスペシャリスト集団。

バイリンガル講師・ボディワーク系の通訳の紹介、クラス・
イベント企画。

多くの人達がヨガを通して、興味深いものに出逢うお手伝
いをさせていただければ幸いです。

sakura yogaについて



⾃⼰紹介

⾳楽出版会社勤務後、フリーの通訳になる。

海外からの来⽇ミュージシャン通訳として活躍。
アーティストから直接指名を受けることが多い。

ヨガ・ワークショップ＆リトリート、イベント企画の他、ヨガ・ボディワ
ークに特化した通訳者の養成を⼿掛け、ボディワーク英語講座の開催や企
業からのヨガ関連のコンテンツ監修などを⾏っている。

＜通訳を担当した主なアーティスト（⼀部紹介）＞
スティーヴィー・ワンダー、ノラ・ジョーンズ、バックストリート・ボー
イズ、リチャード・カーペンター、ホイットニー・ヒューストン、ブリト
ニー・スピアーズ・・などなど

＜ヨガ関係翻訳＆DVD監修＞
『サラ・パワーズ Insight Yoga』 DVD翻訳・監訳・ナレーション／
『はじめてのヨガ』シバ・レーDVD監修（⽇本コロムビア株式会社）など

渡瀬ひとみ
sakura yoga 代表



あなたのことも教えてください！

Q1 どこに住んでますか？

Q2 外国人の方は来ますか？

Q3 インストラクターになった動機・理由

Q4 今、気になっていることは？
悩み or やりたいことや目標



About Bilingual Yoga
バイリンガルヨガってなに︖



バイリンガルヨガって何ですか︖

インストラクターの
可能性が広がる︕

ティーチングスキル
も向上する︕

バイリンガルヨガとは⽇本語と英語で⾏う
ヨガのこと。

英語の学習として
も最適︕

⽇本⼈と外国⼈の両⽅がいるクラス
・通常のスタジオでのレッスン
・ホテルのヨガクラス
・外資系企業
・保育園、幼稚園
etc



バイリンガルヨガの魅⼒

・海外講師のレッスンを受けて⾔葉が分かる

・お客様にバイリンガルのヨガを提供できる

⇨「ヨガを通じて」世界とつながれる︕

・外国⼈のお客様（旅⾏者）から喜ばれる︕



英語が好き

英語が話せるようになりたい

ヨガが好き

英語でヨガのレッスンをしたい︕

インストラクターとしての差別化

こんな人に向いています。



日本人宿泊客も海外の宿泊客

ホテル

外資系企業、オンラインヨガ

企業

・通常のスタジオレッスン

・集客イベント

スタジオ

外国人選手がいるプロチーム

旅行代理店からの依頼

インバウンド客

こんなところも・・

こんなところで活躍できます





Practice
体験レッスン



ご感想



Why？
なぜ、バイリンガルヨガなのか︖



・楽しい（⼀番⼤事︕）

バイリンガルヨガのいいところ

・レッスンに変化が出る

・活動の幅が広がる

・⽇本語のティーチングもうまくなる

・英語の学習に最適︕

・インストラクターとしての可能性が広がる



バイリンガルヨガの真実



英語に⾃信がなくても⼤丈夫︕

バイリンガルヨガの真実その１



英語が苦⼿だからできません。

学校英語・英会話・時事英語・・・

ヨガのレッスンには不要︕

⽇本語のレッスンで

難しい⾔葉を使っていますか︖



⽇本語が話せる ≠ ヨガのレッスンができる

英語が話せる ≠ バイリンガルヨガができる

英語が話せない ≠ バイリンガルヨガができない

語学⼒とヨガのレッスンの関係

日本語ができてもヨガの誘導やティーチングはできません。ヨガっぽいい表現・リード

英語ができても英語でのヨガの誘導やティーチングはできません。練習が必要。

英語ができなくても、英語でヨガのレッスンはできるようになります。



英語でのヨガの⾔い回しを覚える︕

英語ができなくても、

英語でヨガのレッスンはできる︕

なぜ、英語ができなくてもいいのか︖



バイリンガルヨガを⾝につける︕
ヨガのレッスンに必要な
英語の⾔い回しを覚えて、練習する︕

難しい単語や⾔い回しは不要。
よく使う単語、ヨガっぽい表現など
ヨガのレッスンに必要なものを学ぶ。
⽇本語のレッスンと同じ。

⾼い英語⼒は不要︕



バイリンガルヨガの真実その２

バイリンガルヨガは⼊⼝



バイリンガルヨガはきっかけ

英語は短時間で上達しない・・・

⇨ヨガのレッスンやコミュニケーションに

必要な英語や⾔い回しを練習する。

⇨「ヨガを通じて」世界とつながるきっかけ

はじめの⼀歩になる︕



なぜ、バイリンガルヨガ︖

・海外のヨガレッスンに参加できる

・バイリンガルインストラクターとして
活躍したい

・楽しそう︕

・外国⼈と話す機会が増える︕

ヨガを通じた異⽂化コミュニケーション



英語の上達法

英語は短時間では上達しない・・・

「ヨガ」というものを通じて、外国⼈とコ
ミュニケーションをとるのに最低限必要な
英語や⾔い回しを「覚える」︕



Learn （ふさわしい指導者から学ぶ）
ヨガ英語講座を受講する
英語で⾏なわれるヨガクラスを受ける

Environment (やらざるを得ない環境）
海外に⾏く
外国⼈が多い場に⾏く
英語のヨガクラスを受講する

Practice （繰り返し実践・練習する）
チェック・フィードバック・修正を繰り返す

英語学習に必要なELP



まずはバイリンガルヨガレッスンに必要な
英語⼒を効率よく、遠回りせず⾝につける。

⇨高い英語力は不要。
⇨独学では挫折。上達が遅い。

・バイリンガルヨガ養成講座の先⽣みたいになりたい
・ホテルで訪⽇客を相⼿にレッスンしたい。
・海外で英語のレッスンを受けたい︕

将来のヴィジョン

E（相応しい環境）L（学ぶ場所・指導者）P（練習）



まとめ



・バイリンガルヨガとは︖

・どんな⼈に向いている︖
→英語でヨガのレッスンをしたい︕
という気持ちがあればOK︕

スタジオやホテル、企業など活動の幅が
広がる。

・バイリンガルヨガのメリット

楽しい︕
英語の学習に最適︕
インストラクターとしての活動が広がる



・バイリンガルヨガに関する真実
⾼い英語⼒が必要 ⇨不要

⇨続かない⾃分⼀⼈で学べる

E（環境）・L（学ぶ場）・P（練習）



・動画では得られない、講座だけのメリット

・横のつながり
共に学ぶ仲間。励まし
モチベーションのもと

・縦のつながり
仕事やアドバイス、フォロー



バイリンガルヨガのスキルは⼀⽣ものです。

この先ずっと使える、本気で取り組む価値が
あるスキルです。

「（海外の）先⽣の⾔ってることが分かる」
「英語でレッスンができる」
ことで、インストラクターとしての活動範囲
が広がったり、異⽂化とコミュニケーション
ができるきっかけになります。



バイリンガルヨガ講師養成講座
について

sakura yoga



受講条件

・ヨガのことがある程度分かっていること
・英語に興味があること

⼀番⼤切なのは
・ヨガの英語を学びたい︕
・ヨガで英語を学びたい
という「熱意」「意欲」

インストラクター資格や経歴、英語⼒不問



ポーズの伝え⽅、単語、フレーズを学
びます。シャヴァーサナや呼吸法の誘
導、次のクラスにつなげるための会話
などを学びます。

実際のクラスのようにシュミレーショ
ンし、実践⼒を養います。
ここでティーチングスキルも磨きます。

クラスシミュレーション

教科書の読み合わせ→もっとシンプル
な⾔い回しの学習→練習の繰り返し
段階を踏まえて学習していきます。

繰り返しで⾝につける
発⾳を矯正、ネイティヴならではの⾔
い回しの学習、⽂法などの修正を⾏
なっていきます。

ネイティヴ・スピーカーの⽇

どんなことをする︖

ヨガのクラスで使う英語



受講するメリット

Feedback
一人では間違いや癖に気づく

ことができません。人から指

導されることで、成長します

。

Reputation
独学より直接先生から学びま

しょう。基本や練習法を学び

、そして練習を繰り返しまし

ょう。

Motivation
やらざるを得ない環境に身を

置くことが重要。

最後まで頑張れるのは応援し

てくれる人がいるからです。

Connection
縦横のつながりは大事です。

終了後も仕事のアドバイスや

斡旋紹介など、横のつながり

ができます。



バイリンガルヨガクラスの

ターゲットは？講座を受講する最⼤のメリット

「⾃分へのコミットメント」

「やるぞ」という⾃分への誓い

「やらざるをえない環境に身を置くこと」



英語力

バイリンガルヨガの

練習が英語の練習そ

のものです。

ティーチング力

日本語でのティーチ

ングも上手くなりま

す。

インストラクター
価値の向上

英語×ヨガはスキルアッ
プに最適な方法です。

人脈

同じ志のインストラ

クターと繋がれます

仕事は人と人。

自信

たくさん練習するので

自信がつきます。

独学との大きな違いで

す。

安定的な収入

仕事の柱を増やせます

。必要とされるインス

トラクターへ。

バイリンガルヨガ講師養成講座で
得られるもの



英語でヨガのクラスができると

世界が広がります︕



Who We Are

トンプソン浩美 佐野暁⼦阿部明⽇⾹ エリザベス・パパ



「英語でのインストラクションの仕方を身につけた事によって多くの外国
人生徒さんがリピーターになってくれた」

「講座では、文法や発音だけではなく場面場面での応用など細かいところ
まで実践に沿って学ぶことが出来きたので、すぐに現場で活かせる内容で
した。」

「ヨガらしい表現や言い回しを覚えることができた」

「今後もこのような機会を活かしてブラッシュアップを続けていきたいで
す。」

「海外のヨガ動画を見ていて、言っていることが分かるようになった。」

「皆の前で練習をすることで、自信がつきました！」

受講者の声



※受講者で成績優秀者は、sakura yoga 認定バイリンガ
ルヨガ講師として登録ができます。sakura yoga 認定バ
イリンガルヨガ講師として、sakura yoga のウェブサイ
トに掲載、お仕事があれば発注致します。

（参考）



あなたの名前があるかも！



⽇程



開催⽇時(⼊⾨）
4/2・９・１６ 毎週⽇曜
１６︓００〜１８︓００
２時間×３回＝６時間



6月4日(日)・11日(日)・18日(日)、25日（日）、
7月2日(日)、9日(日)、16日(日)、23日（日）、30日（日）
8月6日（日）
（全10日間：9日間の短期集中授業＋最終テスト（終日）＝30時間）

開催⽇時(ベーシック）
６/4(sun)〜8/6(sun) 全10回20時間
毎週⼟曜︓１6︓００〜１8︓００

※カリキュラムや⽇程は、場合により変更することがあります。
※最終試験⽇は、画⾯上で⼀⼈づつバイリンガルヨガクラスをデモンストレー
ション。合格者に修了証をお渡しいたします。



料⾦



料⾦

価格 ︓19,800円

＊全て税込表⽰
⼊⾨講座（２時間×３回)

ベーシック講座と同時申し込みなら

無料︕



料⾦

通常価格 ︓200,000円

＊全て税込表⽰

お申込は
３/１４（⽕）まで︕

早割 150,000円

ベーシック講座（2時間×１０回)



料⾦（まとめ）

通常価格 ︓200,000円（最終締切︓4⽉25⽇）
早割 ︓150,000円(早割締切︓1⽉25⽇）

＊全て税込表⽰

ベーシック講座（２時間×１０回)+⼊⾨編

⼊⾨編のみ︓１９,８００円

＊ベーシック講座お申し込みの⽅は⼊⾨編は無料︕



キャンセルポリシー

・返⾦について

①１ヶ月前まで・・・・・・全額返金

②２週間前まで・・・・・半額返金

③２週間前以降・・・・・・・返金なし

振り込み後のキャンセルの場合、返金の振込手数料は引かせていただきます。
返金は、「キャンセル確認メール」送信日より、１週間以内に返金いたします。

キャンセルが講座開始日2週間前以降になりましたら、返金は致しかねます。
またその場合、その期以降のsakura yogaの各講座への振替はございません。
ご受講中にご退席になった場合の振替、返金等も致しかねます。ご了承ください。

キャンセルする場合は、お早めにinfo@sakura-yoga.net 宛てにご連絡をください。

mailto:info@sakura-yoga.net


FAQ よくある質問
私事都合で⽋席した場合、補講はありますか︖
補講の⽤意はありませんが、アーカイブ動画を視聴できます。

⽋席する⽇数分の受講料割引や返⾦はありますか︖
ありません。

次回はいつですか︖
未定です。やり⽅なども変わる可能性があります。

リテイクの料⾦は︖
通常料⾦の半額です。



FAQ よくある質問
最終試験はどのようなものですか︖
最後のテストはご⾃分が考えてきたシークエンスを私達講師と他の⽣徒達の前で
デモンストレーションをしていただきます。⽇英でちゃんとスムーズにディレク
ションができるかどうか、間の取り⽅が上⼿いか、指導の仕⽅がちゃんと伝わっ
ているか、などを⾒させていただきます。

申し込んだあとにキャンセルはできますか︖

興味はあるのですが、⾃信がありません。
興味があるならチャレンジしてみましょう︕
やりたいことにチャレンジせずに終わるのが⼀番損です。

キャンセルポリシーに沿っていただき、キャンセルすることもできます。
キャンセルのタイミングによっては、キャンセル料が発⽣してしまう場合もあ
りますので、よくキャンセルポリシーをお読みください。



お申し込みについて（入門編）

https://sakura-yoga.net/course/data/course17.html

https://sakura-yoga.net/course/data/course17.html


お申し込みについて（ベーシック）



お申し込み︕
今から、お申し込みできます︕

新しいことにチャレンジしてみましょう︕


