
［学校現場］ 

 

グループワークフォーマット 
テーマ「学⽣としてのこれまでの道、これからの道」 

 
グループ： Ⅽ1 班    
〇過去の学⽣トレーナー活動を振り返り、 
学⽣トレーナー活動において⾃⾝が⼤切にしていること（班員 1 ⼈ずつ意⾒を発表） 

・明るく 選⼿の気持ちを知る 
・⼀緒にするときにしんどい顔をしない 
・事前の準備 
・いい雰囲気作り メリハリ 
・指導するとき間違えを指摘するだけでなく促すようにする 
・選⼿と沢⼭話す コミュニケーション プライベートなども⼊れる(だが⼊りすぎない) 
・トレーナーとして選⼿にどう関わるか  
・知識をつける 
・当たり前のことを当たり前にする 信頼関係 
・⾃分がお⼿本になる 
・怪我は付き物であるため、怪我予防のために⾃⼰ケアできるよう促す 

〇これから（将来）どのような場⾯で活かしていけるか（班員 1 ⼈ずつ意⾒を発表） 
・トレーナーが選⼿の近くに居られるよう対策を練る 競技格差 
・教員などが知識を得る 
・観察する⼒ 変化に気付く 
・試合の時などトレーナーなどの役割を増やす？ 
・教師になった際⽣徒との関わり コミュニケーション 
・トレーナーだからでなく、⼀⼈の⼈間として輪を深めるため ⼈間性 
・伝える⼒ 説明 
・養護教諭の連携  ⾃分だけの知識で終わらせず共由 

〇まとめ（未来に繋げていくためには、どのような活動が必要か） 
・医療関係者と学校団体の関係性  連携 トレーナーがパイプに 
    ↓ 
・交流、つながりを広げていく ⾃分で動く⼒を⾝に付ける(積極性、素直) 
・知識を得るだけでなく、それを伝える → ⾒本となるよう 
・信頼性を築くために →コミュニケーション能⼒や⾃分のレベルを上げる必要がある 

 
 
 
 
 
 



［学校現場］ 

 

グループ： C2 班    
〇過去の学⽣トレーナー活動を振り返り、 
学⽣トレーナー活動において⾃⾝が⼤切にしていること（班員 1 ⼈ずつ意⾒を発表） 

・コミュニケーションをとる。スイッチを⼊れ替えて全⼒のトレーニング指導をする。⾃分の⾔葉で
伝える。分からないことや痛みなどの情報を細かく聞く。 
・よく選⼿の状態を⾒る。状態を把握する。 
・迷いがない状態で指導を⾏う。はっきりとした⾔葉で伝える。 
・楽しくする。やる気を起こさせる。 
・選⼿との距離。怪我した選⼿への声掛け。 
・投げやりな指導ではなく、理にかなった指導が必要。 
・⾃分の経験や思ったことを活かした指導。 
・選⼿第⼀に考えた指導、⾏動。信頼関係。 

〇これから（将来）どのような場⾯で活かしていけるか（班員 1 ⼈ずつ意⾒を発表） 
・苦⼿なことを取り組ませるために楽しい指導を⾏う。 
→タイミングをずらす、緩急をつける。遊び感覚を取り⼊れる。 
・けじめ、メリハリのある指導 
→⾔葉ではっきり伝える。 
・怪我した選⼿への声かけ 
→前向きな⾔葉をかける。⽬標設定を⾒直す。 
・選⼿間の関係性をよくできるようなコミュニケーションをとる。 
・伝え⽅ 
→ホワイトボードを活⽤、直接選⼿を動かして指導を⾏う。分かりやすくかみ砕いた説明。 
→プラスの考えに繋がる⾔い⽅をする。 
・トレーナーの知識も保健の授業に結びつけることが出来る。 
・プレーヤーとしての考えを指導に活かせる。 
・⼀⼈⼀⼈をよく⾒て特性に合わせた指導。 
・メンタルトレーニングは知識をスポーツの現場だけでなく⽣活⾯でも活きてくる。 
・スランプになってしまった⼈への接し⽅ 
→できないことは悪いことではないということを気づかせる。 

〇まとめ（未来に繋げていくためには、どのような活動が必要か） 
コミュニケーション、関係づくり 
経験を通して楽しむ⼯夫をすることが必要 
オンオフの切り替え 
視野を広げて学ぶ 
⼀つの考え⽅をするのではなく、様々な側⾯から考える。 
⽣徒第⼀に考えた⾏動、信頼関係の構築 
⽬上の⽅との連絡の取り⽅、話し⽅ 
簡単な応急処置などを他の先⽣と共有する。 



［学校現場］ 

 

グループ： C３ 班    
〇過去の学⽣トレーナー活動を振り返り、 
学⽣トレーナー活動において⾃⾝が⼤切にしていること（班員 1 ⼈ずつ意⾒を発表） 

・相⼿とのコミュニケーション 
・怪我についての学び 
・選⼿とのコミュニケーション（⽇常会話、プレー中の会話）、信頼関係の構築 
・選⼿、監督の発⾔・表情の観察 
・⼀⼈で解決しないこと（先⽣・先輩との情報共有） 
・連絡・相談・報告 情報共有 
・後輩の育成 現場⼒の指導   
・怪我をしたとき焦らない 
・選⼿と監督との間にたってコミュニケーションをとる 

〇これから（将来）どのような場⾯で活かしていけるか（班員 1 ⼈ずつ意⾒を発表） 
・選⼿が怪我をしたとき、距離感を考える 
・教師と⽣徒 顧問と選⼿ それぞれの場⾯での⽴ち位置を考える 
・選⼿との距離感 
・部活動で選⼿への声かけ メンタルの部分で⽀える コーチや監督との指導共有 
・現場での経験を増やし、知識・経験を活かしていく 
・教師同⼠での協⼒や選⼿に助けてもらう場⾯で、コミュニケーションをとって活かしていく 
・経験や知識をさらにつけて、その後に活かす 適切な判断 
・⾃分⾃⾝の弱い部分の強化 知識を活かす 

〇まとめ（未来に繋げていくためには、どのような活動が必要か） 
・知識と経験を積み重ねていく。そのためには、知識は学びを増やし、経験は⾃分からつかみにいく 
・⾃分にないものを、吸収していく。そのためには、先輩や先⽣から話を聞く。 
・考えることを増やしていく。学びながら考え、結果（⾃分の出した答え）を出していく。 
・⾃分から⾏動を起こす。 現場にでて実践する。 
・いろんな⼈とコミュニケーションをとる。今ある関係を⼤切にしていく。 
・⼤学⽣のうちにできることをする。 
・⾃分から動く。 現場にでて活⽤する。 ⾃分⾃⾝のメンタルも強化する。 
・他⼤学・専⾨学⽣等、いろんな⼈と話す機会を増やす 

 
 
 
 
 
 
 
 



［学校現場］ 

 

グループ： C4 班    
学⽣トレーナー活動において⾃⾝が⼤切にしていること（班員 1 ⼈ずつ意⾒を発表） 

・コミュニケーション、怪我だけでなく⽇常⽣活の会話から⼤切にしていくこと。 
・種⽬、競技⾃体について知ること。 
・勝敗結果はもちろん、成⻑のプロセス(競技だけでなく⼈間的成⻑も含む)。 
・アシスタントとして選⼿やヘッドトレーナーに迷惑がかからないように事前準備をする。 
・アスリハとして病院と現場の架け橋になるように情報共有をすること。 

〇これから（将来）どのような場⾯で活かしていけるか（班員 1 ⼈ずつ意⾒を発表） 
・現場に出た際に、トレーナーのフィールドと教育現場を重ねて考える 
→集団や組織に所属するということ・⼈との関わり⽅ 
・コミュニケーションをとる場⾯ 
→「話す」・「聞き⽅」・「聞き出し⽅」「考え⽅」・「考えさせ⽅」・「伝え⽅」 
・⾏き詰まった場⾯での対処法 
→勉強の仕⽅や努⼒・挑み⽅・⽬標設定・⾃⼰分析 
・何もしない・できない時間の使い⽅ 
→⾃らできることを探して積極的に⾏動を起こす 

〇まとめ（未来に繋げていくためには、どのような活動が必要か） 
⼈との繋がりが⼤事であり、今回の活動もその⼀環であると感じた。 
様々な分野の⼈たちと繋がれる機会を設けること、また積極的に参加することが必要である。 
トレーナーでの活動現場と学校現場を⽐較して考えることで、活動を探究することが必要である。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



［学校現場］ 

 

グループ： C5 班   
〇過去の学⽣トレーナー活動を振り返り、 
学⽣トレーナー活動において⾃⾝が⼤切にしていること（班員 1 ⼈ずつ意⾒を発表） 

・⾔動に責任を持つこと。選⼿との関係性、トレーナーとの情報共有。 
・取り組みの意味を理解して⾏動する。選⼿にどうやって取り組んでもらうかのテクニックが重要 
・選⼿と打ち解け合う。⽇常的な会話をすることで、話しやすい関係性を作れる。学⽣トレーナーの
強み。でもお互いが⼲渉し過ぎない関係性を続ける。 
・コミュニケーション。選⼿からの信頼をつくるのは、まずはそこから。 
・笑顔で選⼿と接する。その⼈の為に動く。 
・プレーに⾒⼊ってはいけない。競技時間だけではなく、休憩の時にも選⼿の⼀つ⼀つの動きを⾒る
ことが⼤切。 
学⽣トレーナーとしての⽴場を上⼿く利⽤する。 

〇これから（将来）どのような場⾯で活かしていけるか（班員 1 ⼈ずつ意⾒を発表） 
・⾃分を知ってもらうこと、アクションを起こす。コミュニケーションや、⾏動。(ex.ボール拾いか
ら、ちょっとした会話に繋げる)→先⽣になって、名前を覚えたり積極的に話しかけることをする。 
・⽣徒との壁を無くす為に、⾃分を知ってもらう。 
・⽣徒のこだわり、頑張っていることを⾒つけ、伸ばす。本⼈に気づかせたり、周りの⼈に共有し
て、さらに成⻑できる環境づくり。 
・コミュニケーションをして、チームや部活動に関わっていく。責任感を活かす。(ex.⽣徒に間違っ
た知識を与えない) 
・コミュニケーションは教員にとって⼤切。それを活かす場はどこにでもある(部活、放課後、休み
時間)。責任感(1 ⼈の⽣徒を預かっているという意識)。 
・教員だと選⼿とコーチの関係になりやすいから、コミュニケーションで打ち解け合う。先⽣と選⼿
が信頼し合える橋掛け的な存在。⽇常⽣活など⾒ていったり、カウンセラーの活動を⾏い、いつも⽣
徒に寄り添うトレーナーになっていく。 

〇まとめ（未来に繋げていくためには、どのような活動が必要か） 
・⼤学⽣のうちに、中⾼⽣に向けて正しいトレーニングやケアの知識を広める活動。 
・中⾼のボランティア活動に参加して、より多くの⼦と関わる。 
・全⼒でトレーナー活動をする。トレーナーの知識を教員の⽴場でもを上⼿く活かす。 
・アシスタントという⽴場でも、⾊んな経験を積む。競技特性に臨機応変に対応できる教師を⽬指
す。 
・選⼿や監督に⾃分から積極的に話しかけて、良い関係を作り上げる。 
・様々な⼈と話すことが必要。⼤学は⾊んな⼈がいるし、リハビリの部屋にも選⼿が来るから、会話
で⾊んな性格を知っていく。 

 
 
 
 



［学校現場］ 

 

グループ： C6 班    
〇過去の学⽣トレーナー活動を振り返り、 
学⽣トレーナー活動において⾃⾝が⼤切にしていること（班員 1 ⼈ずつ意⾒を発表） 

・コミュニケーションを⼤事にしている。活動が少ない中で、選⼿の⼩さな変化を気づけるようにし
ている。 
・コミュニケーションを⼤事にしている。選⼿から頼って貰えるよう⼼掛けている。 
・選⼿がきちんとトレーニングを⾏う上での⽬的や⽅法、環境を理解してもらう環境を作るようにし
ている。 
・コミュニケーションを⼤事にすることで、信頼関係に基づくことが出来る。 
・選⼿の怪我をきちんと⾒るのも⼤事だけど、周りに対する気配りを⾏うようにしている。 
・選⼿対応(リハビリ)の際に、マイナスになるような⾔動や⾏動を感じさせないようにしている。 

〇これから（将来）どのような場⾯で活かしていけるか（班員 1 ⼈ずつ意⾒を発表） 
・実際に教員になった際、⼈によってアプローチの仕⽅が変わる中で、トレーナーの活動をやってい
くことでコミュニケーション能⼒が活かしたい。 
・保健体育の授業の中で楽しいと思えるような授業展開を⾏えるように、トレーナー活動を通じて活
かしていきたい 
・⼩さな変化を気づくというのは、学校教育の現場の中でいじめや進路相談際に⽣徒の役に⽴つもの
だと思っているので、そういった気づきというものを将来活かしていきたい。 
・トレーナー活動を通じて得たコミュニケーション能⼒を、⾃分で経験したことを将来指導する⽴場
になった際に活かしていきたい。 
・学校現場での救急処置の対応が出来ていないと感じたため、将来学校現場に出た際に、今学んでい
る救急処置を活かしていきたい。 
・救急処置を学ぶことによって、部活動や授業で実際に怪我の対応を瞬時に⾏えるのではないかと思
う。 

〇まとめ（未来に繋げていくためには、どのような活動が必要か） 
・アスレティックリハビリテーションを今後学んでいき、部活動の時間をきちんと⾏っていくために
も、顧問としての必要最低限の知識を取得していきたい。 
・疑問に思った事は、すぐに調べて解決⽅法を⾒つける。そして、学ぶ姿勢を常に続けて将来の活動
に繋げていきたい。⾏動⼒を⾝につける。 
・教員という⽴場になった際に、コミュニケーション能⼒というのは必要不可⽋になるので、トレー
ナー活動を通してコミュニケーション能⼒を培っていきたい。 
・活動後に、仲間同⼠で AT試験の勉強会を⾏っている。今から勉強会を⾏うことで、3 年後の試験
に向けて切磋琢磨している。 
・機能解剖等基礎的なことを学ぶことで、トレーナーとしての活動が成り⽴たないので、基礎知識の
習得を⼼掛ける。 
・学校現場で活動を考えている中で、救急処置等の知識を⽣徒にきちんと伝えられるようにコミュニ
ケーション能⼒などをトレーナー活動通じて⾼めていきたい。 

 



［学校現場］ 

 

グループ： C７ 班  
〇過去の学⽣トレーナー活動を振り返り、 
学⽣トレーナー活動において⾃⾝が⼤切にしていること（班員 1 ⼈ずつ意⾒を発表） 

・⾊々な⼈の意⾒に⽿を傾けること、他⼈から取り⼊れる 
・学んだことを現場に⽣かす。アウトプット 
・選⼿教育。メニュー提⽰だけでなく、しなければならない理由も伝える。 
・わからないことは積極的に聞く。選⼿とのコミュニケーション。雰囲気作り。 
・現場に出ている先輩⽅から学ぶ。⾃分だったらどうするかなどのシミュレーション。 
・選⼿に寄り添う。選⼿とのコミュニケーション。 
・個々の選⼿との距離感。選⼿の⼈間性にあったコミュニティー  

〇これから（将来）どのような場⾯で活かしていけるか（班員 1 ⼈ずつ意⾒を発表） 
・学校現場（体育の授業、部活動）での判断。 
・双⽅の⽴場を⽣かす。（トレーナー・コーチ）運動が苦⼿な⼦へのアプローチ。 
・学校現場。積極的なコミュニケーション。（選⼿に⾏なっていたものを⽣徒へ） 
・学校現場での活⽤。トレーニングなどの知識を⽣かす。 
・急性の傷害への正しい対応の把握。（ex.体育祭）外傷傷害への知識。 
・⼼のケアへのアプローチ。今の知識＋αで深い学びを⾏う。 
・個々への関わり⽅。指導者側になっても選⼿の⽴場を忘れず、指導すること。 

〇まとめ（未来に繋げていくためには、どのような活動が必要か） 
今まで学んだこと以外でも学べるものがある。コミュニティを広げていく。 
学んだものは継続し、インプットしたことをアウトプットする場を多く設ける。 
新しい学びを取り⼊れ、今後や将来に⽣かしていく。 
実際に現場に出て活動する。ボランティアなど積極的に活動していく。 
⼦供達だけでなく、⽼若男⼥に対する対応も学んでいく。 
コミュニケーションを積極的に。 
オンラインを活⽤し、学外の⽅々との関わりの場を増やす。経験値の深い⽅との関わりを積極的に⾏
なっていく。⻑期休みなどを利⽤し、集いのよう⾏事を増やしていく。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



［学校現場］ 

 

グループ： C8 班    
〇過去の学⽣トレーナー活動を振り返り、 
学⽣トレーナー活動において⾃⾝が⼤切にしていること（班員 1 ⼈ずつ意⾒を発表） 

・選⼿の希望に沿ったリハビリを考える。 
・選⼿に⾒せる姿や態度。 
・⾃分で学校外の知識も勉強する。 
・１つ１つの怪我について全⼒で取り組む。いろんな⼈と情報共有する。 
・わかりやすい説明や選⼿とのコミュニケーション。 
・説明の⽅法をいろいろ考えて⾏う。 
・選⼿のことを第１に、選⼿のために何ができるのか。 

〇これから（将来）どのような場⾯で活かしていけるか（班員 1 ⼈ずつ意⾒を発表） 
・部活動での活動に⽣かす。選⼿とのコミュニケーション。上下関係。 
・学校⽣活の中での怪我に対して予防と対応。 
・⼩学校での授業や部活での怪我への対応。 
・どんな部活や競技での怪我やトレーニングへの対応。 
・⼈の命を救う。 
・保健の授業。 
・指導者としての活動。 

〇まとめ（未来に繋げていくためには、どのような活動が必要か） 
基礎基本の学習を⼤切に取り組み、⼟台をしっかりさせ、現場での活動に参加して対応⼒やコミュニ
ケーション⼒などを培っていくこと。 

 


