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今⽇から誰でも⼀⽣使える
睡眠改善メソッド
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睡眠の改善は、習慣や環境を⾒直ししていくことで
質の良い眠りを⼿に⼊れることが出来るようになり
ます。
 

私は、物⼼ついた頃から、「眠る」「起きる」とい
うことに苦悩して⼤⼈になりました。
 
未だ、うまく睡眠が取れずに体調を崩すことがあり
ます。

私たちは、⽣まれた瞬間から死ぬ⼨前まで、１⽇の
うち１/３の時間を睡眠に費やしています。

これはプロアスリートが⾃分の専⾨分野に費やす時
間よりはるかにボリュームがあります。

プロは練習や試合に取り組むときに、適当なことを
しません。

指の先から⾜の先まで、万全なスタイルで挑むは
ず・・・

そう考えると、「睡眠」に対してもう少し真摯に向
き合い、準備を整える必要がある・・・。そう思い
ませんか？

といっても、私たちは毎⽇⼤切なことを⼤量にこな
さないといけません。

この⼩冊⼦では、誰でも簡単に今から始められるこ
とをまとめました。

全てを⼀度に今から取り組むのが難しいとしても、⼀
つづつ出来ることを増やして習慣化していただけたら
と思います。

あなたの睡眠が⼼地よいものになりますように。
あなたの明⽇の⽬覚めが気持ち良いものになりますよ
うに。

睡眠と栄養のアドバイザー 林  さより
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01 朝⾷はしっかり摂りましょう

02 朝⽇を浴びましょう

03 カフェインは14時までに

04 部屋の明るさ整っていますか？

05 部屋の温度、ちょうどいいですか？

06 睡眠の質をよくする⼊浴⽅法

07 スマホは控えめに・・・

08 就寝中のトイレ予防

09 中々寝付けないときのおまじない

10 寝付きを良くする呼吸法
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諸説ありますが、まずは朝⾷を。

「就寝時間」を軸に考えて、
16時間前朝⾷を摂るのが理想で
す。

睡眠の質を⾼めるためのポイント
は朝⾷にあります。

オススメの朝⾷メニューは
・⼤⾖製品
・卵
・ナッツ類
・ゴマ
・⿂類（特に鮭がオススメ）
・海藻類
・きのこ類

朝⾷で得た栄養素が１６時間とい
う時間を経て、睡眠に必要なホル
モンを分泌してくれるのです。

01 朝⾷はしっかり摂りましょう
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太陽の光を浴びることで、⾃然な
眠りに導くために必要不可⽋なホ
ルモンが分泌されます。

また、体のリズムがリセットされ
て寝つきがよくなったり、起きや
すくなったりします。

朝⽇を浴びることは、睡眠と⽬覚
めのリズムが整う、ということな
のです。

朝、⽬覚めたら、まずは部屋のカ
ーテンをあけましょう。

もし、環境的に朝⽇を浴びるのが
難しい場合は、部屋の蛍光灯など
を代⽤しましょう。
（できれば太陽の光が望ましいで
す）

02 朝⽇を浴びましょう
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カフェインの効果が半減するのに、
７時間ほどかかると⾔われていま
す。（個⼈差があります）

カフェインを摂取するのは、14時ま
でにしましょう。

カフェインは、寝つきが悪くなった
り、途中で⽬が覚めてしまったり、
熟睡感がなくなってしまう原因にな
ります。

また、カフェインを摂るのも１⽇２
杯までにしておきましょう。

どうしても14時以降や３杯以上飲み
たいときは、ノンカフェインのコー
ヒーがオススメ。

⼩川珈琲やUCC おいしいカフェイ
ンレスコーヒーなど、ノンカフェイ
ンの中でも美味しいと評判ですよ。

03 カフェインは14時までに
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04 部屋の明るさ整っていますか？
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睡眠に適した部屋の明るさをご存知
ですか？

満⽉の夜空の明るさが最も睡眠が深
くなるといわれています。

満⽉の夜空の明るさは、数値化する
と0.3ルクスです。

コンビニ・・・1000ルクス
(満⽉の明るさの3300倍)

リビング・・・  250ルクス
(満⽉の明るさの850倍)

⾖電球 ・・・      9ルクス
(満⽉の明るさの30倍)

就寝時は⾖電球も消して暗くしまし
ょう。

就寝2時間前から、間接照明だけにす
るなどして、刺激を減らす⼯夫をオ
ススメします。



05 部屋の温度、
   ちょうどいいですか？

睡眠に適した室温は、18.３度だそう
です。

【冬場】
布団の中が、10度以下になると睡眠
の質が低下します。

就寝のタイミングに合わせて、電気
⽑布や電気アンカなどを利⽤して先
に寝具を温めておきましょう。

就寝するときは、スイッチオフにし
ましょう。

【夏場】
オススメの設定温度は、
室温26度、湿度50〜60%

明け⽅にはスイッチが切れるように
タイマーを使⽤しましょう。
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副交感神経が⾼まる⼊浴法をオスス
メします。

・38〜40度くらいのぬるめのお湯
・15分ほど半⾝浴
・⼊浴のタイミングは就寝時間の90
分ほど前から

熱めのお湯は、交感神経を⾼めてし
まうのでNGです。

シャワーもオススメしません。
体の芯から温まらないからです。
湯船に浸かりましょう。

06 睡眠の質をよくする⼊浴⽅法
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スマホは90分前には終わりにしまし
ょう。

寝室に持ち込むときは、
「機内モード」で。

就寝前にスマホを⾒ると、
脳が興奮して眠れなくなります。

眠るために必要なホルモンの分泌量が
20%減るだけではなく、

眠るために必要なホルモンの分泌開始
も3時間ほど遅れるので、睡眠の質が
かなり悪化します。

これ、かなりできない⼈多いんです。
実は私も・・・・・・・・・・・・

でも、少しづつでもチャレンジしてみ
てくださいね。

待っているのは素敵な質の睡眠です。

07スマホは控えめに・・・



就寝中にトイレに⾏きたくなって⽬
が覚めることがありますよね。
とても憂鬱な気分になりますね。

トイレに⾏きたくなる理由は、ふく
らはぎの硬さと関係があります。

今まで重⼒の関係で下に溜まってい
た⽔分が、就寝で横になったときに
上がってくるため、トイレに⾏きた
くなる。というメカニズムです。

普段からしっかりふくらはぎを揉み
解しておきましょう。柔らかいとふ
くらはぎに溜まりにくいそうです。

⼊浴時、お⾵呂上がりなどに、毎⽇
実施するのがオススメです。

普段からレッグウォーマーなどを使
って、ふくらはぎを冷やさない⼯夫
をするのもオススメです。

08 就寝中のトイレ予防

Copyright ©さより



pn

眠れないときは、「眠れない」「眠
れない」と考えていると、更に眠れ
なくなります。

同じ考えるのでしたら、是⾮、

「こんな明⽇だといいな」
「こんな将来がいいな」

と楽しいことを考えてください。

そして、考え尽くしてしまったら、
「ありがとう」を何度も呟いてくだ
さい。

「ありがとう」と思えなくても、
「ありがとう」とひたすら呟いてく
ださい。

念仏のようにぶつぶつ・・・・と。

騙されたと思ってやってみてくださ
いね。気づけば朝です。

09中々寝付けないときの
    おまじない



ありがとうを何度も繰り返すのに飽
きたら、呼吸法がオススメです。

１、楽な態勢を取ります

２、⿐から⼤きく息を吸いながら4
つ数えます

３、息を⽌めて7つ数えます

４、⼝からゆっくりと息を吐きなが
ら8つ数えます

細かい数字は気にせず、数を数えな
がら吸って⽌めて吐く。そのくらい
ラフな感じで⼗分です。

１〜４を繰り返しているうちに朝が
きます。

10 寝付きを良くする呼吸法
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今⽇からすぐできることを１０個ご紹介しました。

必ず全てを毎⽇しないといけない。というわけでは
なく、できることを取り組む、できることを増や
す、ラフな気分で取り組んでください。

特に眠れない時は、９のありがとうと１０の呼吸法
がおすすめです。

私は、刺激に弱いので、コーヒーはすごく効果があ
りました。

コーヒーを始め、他のものも、ですが、取り組んで
みても、どれもピンとこないかもしれません。

ですが、数⽇続けてから、元の習慣に戻したとき
に、違いに気がつくことができます。

まずはやってみてください。
どれも、お⾦がかからないものばかりです＾＾

あなたの睡眠が⼼地よいものになりますように。
あなたの明⽇の⽬覚めが気持ち良いものになります
ように。

最後まで読んでくださってありがとうございまし
た。

睡眠と栄養のアドバイザー 林  さより
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