
［競技現場 A1~A10］ 

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： A1 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（選⼿や監督、コーチとの） 
・選⼿との話、話し⽅など 
・学ぶ姿勢 

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） 
・トレーナーとしての場⾯ 
・社会⼈としての場⾯ 
・⽇常⽣活の中で 

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） 
⼼理学（コミュニケーションのため）や実技、基礎的な座学などの勉強 
⾃分を客観視する、⼈脈作りなど 
積極的な姿勢 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



［競技現場 A1~A10］ 

 
グループ： A２ 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） 

○トレーナーとしてどのようなことを意識するか 
・コミュニケーション 
・競技特性 
・準備 
○分からない時 
・今ある知識を、⾃信を持って伝え、選⼿に不安を与えない。 
○コミュニケーションの取り⽅ 
・明るくハキハキと笑顔で仲良くなれるようにする。 
・褒める。 
・何気ない話もどんどん聞く 
○選⼿のやる気が無いとき、やってもらえない時 
・メリット、デメリットを伝え、選⼿に競技の楽しさを再確認させる。 
・補強系のトレーニングを揃え、選⼿にあきさせないようにする。 

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） 
個々の持っている正しい知識、コミュニケーション能⼒の向上を⽬指し、 
今までの経験をこれからに活かしていく。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



［競技現場 A1~A10］ 

グループ： A3 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） 

● アスリハの選⼿に対してポジティブな声かけ 
● 選⼿とのコミュニケーション、選⼿との信頼関係→正しいこと⾔っていても聞いてくれな

い 
● 視野を広く持つ、 
● ⼀⼈⼀⼈の選⼿に合わせて、チームにどうしたら貢献できるか考える 
● 選⼿にまた来たいと思わせる雰囲気 

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） 
● 視野広げる→⽇常⽣活から気ついたら周りを⾒る 
● 視野→1 ⼈ 1 ⼈→コミュニケーション、全部繋がってる、現場に出て経験 
● 現場→現場でしか得られない経験、学⽣やからミスれる 
● 知識・技術だけでなく、⼈間的な成⻑すること→信頼される等 
● 選⼿との関わり⽅、近すぎず遠すぎずの関係 
● 継続してくるべき怪我の選⼿には特にコミュニケーション 
● コミュニケーション能⼒→⾃分と意⾒の合わない⼈と接することでいろんな考えの⼈の考え

に触れる 
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能⼒をつける 
   →意⾒の合わない⼈とも積極的に話す、集いみたいな場所に積極的に参加する、強みを⾒つけ
て⾃信をつける 
 

● 視野を広げる 
   →観戦してる時とかでもいろんなところを⾒る、アスリハのメニューとかを選⼿と⼀緒にする
（選⼿の気持ちになる）、普段の動きとの差や変化を⾒る、競技特性を理解して怪我が起こりそうな
ところを理解する 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



［競技現場 A1~A10］ 

グループ： A4 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） 

・何でも⾔ってくれるようなトレーナー。話を聞く。 
・患部だけ⾒ない。選⼿全体⾒る。 
・⾃分が競技者だったらどうしたいのかを⼤切にしている。 
・専⾨⽤語ではなく、伝わる⾔葉を使う。 
・どういう⽬的を持ってメニューを作っているのか説明する。 
・選⼿からの話を聞く。⾃分だけ話さない。 

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） 
・いろんな⼈との関わりがあった中で⼈に合わせた接し⽅ 
・同じ怪我でも⼈によって違う。教科書とは違う現場の知識。 
・客観的な物事の⾒⽅。主観だけで⾒ない。 
・緊急時の対応。リスク管理 
・専⾨⽤語を砕く⼒。選⼿にわかりやすく伝える。 
・聞く⼒は⼤事。・ 

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） 
・客観的な根拠をつけるために、知識や技術の習得をしていくことや、現場の実習によって、いかに
選⼿につくせる活動ができるかが⼤事。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



［競技現場 A1~A10］ 

グループ： A5 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） 

・得た知識をどのように活⽤するか。/ 選⼿との適切な距離感 
・選⼿との適切な距離感/すぐに⾏動に移すこと 
・今後トレーナーとして活動する上で、選⼿との距離感などを⾝につけていきたい。 
・⾃分の考えを共有できる環境づくり/気持ちを落とさないような意識作り 
・選⼿へ還元するために⾃分⾃⾝で何事も経験する 
・選⼿を想った⾔葉遣い/⾃分で⾏動する 
・選⼿の些細な仕草を観察して、積極的に声かけ/選⼿との何気ない会話を⼤切に 

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） 
・選⼿だけに関わらず様々な⼈に還元する。 適切な距離感を保った関係作りに活かす。 
・年代などに関わらず適切な距離感を保つ。 
・意⾒が伝えやすい関係づくりに活かす。 
・選⼿に還元できる知識を⾝につける 
・⾃⾝の経験によって説得⼒のある発⾔になるよう 
・信頼関係づくりに活かす。 
・選⼿との信頼関係づくり、説得⼒のある⾔動に活かす。 

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） 
・担当している現場での活動で、将来を⾒据えて１つ１つの活動に責任感を持つ。 
・⾃分以外のトレーナーの活動や考えに触れ、視野を広げる。 
・現場に出て、実際に現場を経験する。 
・学⽣トレーナーのうちに沢⼭挑戦する。⾃分から⾏動する。 
・どんな現場や環境でも、選⼿を想っての⾔葉遣いや声かけを⼼がける。 
・現場での経験を増やす。 
・現場で沢⼭挑戦する。どんな環境でも⾃分にできることを考える。 
・勉強した知識を現場に活かす。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



［競技現場 A1~A10］ 

グループ： A6 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） 

・先⽣等周りとのコミュニケーションをとる、連絡をしっかりとる 
・リスク管理をする、トレーニング指導の際ポイントを押さえる 
・コミュニケーションにより、選⼿の状況を把握、臨機応変に対応する 
・選⼿とのコミュニケーションと怪我の原因の推測 

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） 
・試合、練習で組織として動くときに、スケジュール管理を⾏う事で、トレーニングを考えられる 
 ⽬標を⽴てた時にそこに向かって予定をたてられる、⾃分の意⾒を⾔う事で連携出来る、信頼でき

る関係になれる 
・リスク管理をする事で傷害を事前に防げる、 
・選⼿の怪我の状況を把握する事で今後の練習の⽅針を決定できる、臨機応変に対応する事で⼆次的

な傷害を防ぐ事が出来る、選⼿の不安等を軽減できる 
・原因を推測し理解する事で、実際にグラウンドがデコボコしている等を⾒たときに傷害予防として
予測できる 

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だけでなく、勉強して現場で選⼿を対応し、選⼿からどうだったか聞いてみてま
た勉強する 
怪我の勉強、コミュ⼆ケーションをとる機会つくる、現場活動をする事で臨機応変に対応する⼒を⾝
に付ける 
積極的に⾏動していく、⾊んな⼈に対してコミュニケーションをとる、トレーニング等を⾃分も⼀緒
にやる、現場では何が起こるかわからないので常に準備しておく 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



［競技現場 A1~A10］ 

グループ： A7 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） 

・⼈脈の中で頼まれたことに対して、レスポンスよく応えていく 
・何事にも挑戦し、学ぶことをやめない。選⼿との関係（ATとしての威厳） 
・選⼿の悩みに対して、親⾝になって対応すること 
・ケガした選⼿のメンタルケア 
・選⼿との距離感（親密度） 
・選⼿のモチベーションの維持 

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） 
・どんなことでも選⼿・チームの要望に応えていきたいと考えている。 
 やりたいと思ったことをすぐに⾏動に移すことで現場につなげていきたい。 
・⾃分の学んだもの・挑戦した経験は、現場活動においての臨機応変な対応につながっていく。 
・わからないことをわからないままにせず、学ぶきっかけを無駄にしない・⼤切にして、失敗を恐れ 

ずに取り組んでいき、トレーナー活動の現場を⼤切にしていきたい。 
・レベルの⾼い選⼿に対応する中で分からないことを分からないままにせず、選⼿にあったメニュー 
 を作り上げしっかり対応していきたい。 
・選⼿の教育背景を知ることで選⼿との距離感を狭めていく。本を読むことでいろんな情報を取り 
 ⼊れトレーナーとして活動していきたい。 
・モチベーションの維持と⾔う⾯では、コロナ禍に限らず必要なこと。 

現在、モチベーションの維持というものを⼤事に選⼿たちの実⼒の発揮の場を設けたりしています
が、ほかにもコミュニケーションを選⼿たちと積極的に取りながら、選⼿⾃⾝から⾃分の状態など
を聞き、トレーニング指導・アスリハを⾏っていく。 
コミュニケーションは選⼿を知る唯⼀の⽅法なので、コミュニケーションを通して選⼿の⼿助けに
つながっていけばいいなと考えている。 

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） 
現場に望むにあたって、トレーナー活動の中で挑戦すること、学び続けることが⼤事である。 
要望に対してはレスポンスよく対応して⾏くことが⼤事である。 
所有する資格をいかして現場につなげていきたい。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



［競技現場 A1~A10］ 

グループ： A8 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） 

・選⼿⽬線を⼤切にしている 
・選⼿のことを⼤切に 
・謙虚に選⼿とコミュニケーションをとる 
・選⼿の気持ちを考えながら 
・練習と試合の切り替えを⼤切にしている 
・メンタル⾯のケアも重要 
・時には厳しく指導する 

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） 
・選⼿の精神的な⾯を考慮して練習メニューを作る場⾯ 
・様々な競技に対応する場⾯ 
・現在は学ぶことが重要 
・部員へのセルフケアを呼びかける場⾯ 
・挑戦する場⾯ 
・先輩の動きを真似したり⾒て学ぶ 
・アップやトレーニングでのオン、オフの切り替え 

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） 
根拠を持った知識を⾝につけることで、説得⼒があがる 
ポイントを掴みながら選⼿とコミュニケーションをとる 
イメージを持ちながら勉強を⾏う 
現場で⾝につけた知識を⽣かす 
臨機応変な対応 
後輩の育成 
様々な⼈からの意⾒を素直に聞く 
 
治療資格は必要？ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



［競技現場 A1~A10］ 

グループ： A9 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） 

・選⼿と監督とのコミュニケーション 
・ヒントを与えて考えさせる 
・⾼校性に分かりやすく説明する 
・動作を⼊れて説明する 
・⾃ら体験する 
・わからないことはすぐに聞く 
・信頼関係の構築 
・チームの状況を⾒て動く 
・出来ないことは先輩に聞いて、⾒て勉強する 

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） 
・何気ない会話で情報を得る 
・トレーニングの説明 
・動きを伝えるとき伝わりやすい 
・選⼿とトレーニングをするとき共感できる 
・コミュニケーションを取るとき 
・今後の⼈⽣に活かせる 
・社会に出てからのリスク管理 

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を取る 
・選⼿のキャラクターをつかむ 
・選⼿と共感できることを作る、体験する 
・⾃分で調べる、説明ができるように 
・知っているではなく、出来るようにする 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



［競技現場 A1~A10］ 

グループ： A10 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） 

・個⼈的に話し合ってどのようなプレーをしたいか話して逆算する。 
・コミュニケーション→学⽣として相⼿と近いが、監督などは年の差が⼤きくギャップが発⽣するの

で、そこの橋渡しになるように 
・現場での経験、他のトレーナーがどのように動いているのかを⾒て、学ぶ 
・経験したことのない部なので、種⽬を理解する。選⼿のモチベーションの温度差に合わせる 
・選⼿の事を⼀番に考える 
・外部のトレーナーがいない→何をしていいかわからないけど、準備をして⾃信をもって教える 
Q．トレーナー活動を始めたときに何を意識したか 
  ・先輩トレーナーの動きを⾒る。選⼿とのコミュニケーションをとる 
  ・頼まれごとは試されごと→まずは指導者や選⼿の信頼を得る 
  ・選⼿の動きを観察して予測する。デモを完璧にする。 
  ・ケガの予兆を感じ取る 
  ・TRやエクササイズを調べる。信頼関係を築く。⾃信もって⾏動する 
Q トレーナー部としての活動 
  ・フィットネスクラブやジュニアユース 
  ・zoomでの活動報告 
  ・ジムでのバイト、勉強してテストに合格すればTRできる。栄養の資格 
  ・zoomの勉強会、OBの講師を招いての講義 
  ・トレーナールームでの学内アスリートのアスリハ、部活帯同、勉強会、外部トレーナー活動 
Q 今後どういう資格を取って 
  ATは必ず、JATIを取りたい、 
Q リハビリのメニュー組み⽅  
  AT教本を読む、トッププロのレベルの⼈に聞いて実践する 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



［競技現場 A1~A10］ 

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） 
〇将来→プロチーム 国家資格を取りたい(⾃分の価値を上げられる) 
  ⼤学や⾼校で経験を積んで、最終的にはプロに⾏けたらなと思っている 
〇教師になりたい ハンドボールを教えたい 
 ⾼校の時になんでやらないといけないんだと思っていた→選⼿に理論的に伝えられる⼈に 
Q ハンドボールを教え慣れなかった場合は？ 

・理想はハンドだが、他のスポーツでも共通していることなので、他の部でも教えられたらいい
と思う 

Q TRはどんなことを？ 
ジャンプ系のプライオメトリクス(タッグジャンプ等)、1回 1回を意識させる 

  瞬発系は普段の練習で鍛えられているので、要望がない限りやってはない 
〇将来はプロチーム ⾃分がケガで悩んでいた→⾼校⽣や⼤学⽣にも教えたい気持ちがある 
  地元で就職して、配属されるのが理想 
Q ユースとかに興味はない？ 
  ・ケガ等がなく、コーディネーションが多い。リハビリで動きを変えて改善したいので⾼校⽣以

上で希望している 
Q コロナの影響で違うことが 
  空間認知能⼒の低下→コーディネーショントレーニングを増やした 
  ⾁離れの予防で柔軟性を獲得、アイソメトリックを増やした。疲労へのアプローチ 
〇⽬標はプロ(野球)の PT→現場での経験が少ないことと、実際の野球経験がない 
 →⼤学の野球部だけでなく、経験を増やしていきたいと思っている 
Q 野球をみたいきっかけ 
  ⾃分がケガをしてできなかったけど、プロ野球が好きで、関われる職業を⾒つけたから 
〇Jリーグのトレーナーになりたい 鍼灸師とあん摩マッサージ指圧師 ⼈脈づくり 
  まずはハンドで成⻑をしてから 
〇プロの世界、⼤学で学⽣トレーナーを育てる先⽣になりたい 
  先⽣の影響を受けて、いろんな考えがあってまとまってない 

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） 
・選⼿を納得させられるように知識を⾝に着ける 
・現場での活動で積極的にチャレンジして経験を積む 

 


