
［健康・医療現場］ 
 

 

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： B2 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） 

・連携をとること。コミュニケーション能⼒や信頼関係を築くためにも⼤切。 
・何を求めているか明らかにする。プレーや練習で⽣まれた不満や改善点を明らかにしてそれらを解
決する。 
・選⼿１⼈１⼈とのコミュニケーション。選⼿の細かいけがなどの状況を把握しておく。聞かれた質
問にはしっかりと答えられるようにする。 
・何を求めているか明らかにする。できる限りの悩みはかなえてあげたいけど、無理なことははっき
りと伝える。 
・競技特性を理解する、選⼿の⽴場になる。選⼿としてはやりたいだろう場⾯で選⼿の⽴場になって
考えて線引きをする。選⼿の動きを⾒て怪我をしていないか⾒逃さないようにする。 
・選⼿とコミュニケーションをとって気軽に話せるようにする。選⼿が完璧な状態で試合に臨めるよ
うにする。 
・選⼿にいてよかったと思われるようなトレーナーになる。選⼿のことを考えてサポートをする。 

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） 
・⼦供や⾼齢者の健康維持にコミュニケーションが役に⽴つ。地域などと連携をしやすくなる。 
・患者が何を求めているか把握する。１⼈１⼈によって⽬指すゴールは違うので過程も違うから、望
みを把握できるようにする。 
・コミュニケーションをとって安⼼してもらえるようにする。不安を取り除けるし、印象もよくな
る。 
・どんな相⼿とも対等にコミュニケーションをとれるようにする。不安を与えないように質問には答
えられるようにする。 
・動きを観察することで来院してからの歩き⽅などから症状を把握できる。競技特性を理解すること
で幅広い競技に対する知識が⾝につく。 
・インストラクターとしてグループレッスンをする際にコミュニケーションをとれるようになる。 
・運動施設で⾼齢者の悩みに沿って対応して、いてくれてよかったと思われる。 

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の質を⾼めるために知識を⾝に着け、アウトプットする練習をしていく。 
想定していない場⾯に遭遇した時に慌ててしまわないように準備をする。 
どんな⼈ともコミュニケーションをとっていく。 
他⼤学の⼈とコミュニケーションをとる場を設ける。悩みや意⾒を交換して⼈間関係を築く。 
監督やコーチとコミュニケーションを交わし⼈脈を広げる。 
知識とコミュニケーションをバランスよく⾝に着ける。 
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グループ： B3 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） 

・トレーニング中も楽しい雰囲気や選⼿とのコミュニケーションをとり、信頼関係を築くこと 
・トレーニングの効果どこを意識して⾏っていくのかを⾃分⾃⾝で把握する 
・選⼿とトレーナーとの距離感を⼤切に、メリハリをつける 
・どの場⾯でも対応⼒が⼤切 
・怪我やリハビリなどのわかりやすい⾔葉で選⼿を納得させるような説明⼒ 
・⾃分の意⾒ばかりではなく選⼿の意⾒を聞き受け⼊れること 

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） 
・選⼿との信頼関係には説得⼒がついてくる 
・選⼿の意⾒を聞きながらプログラムを作っていく 
・その⼈の体を⾒て筋⾁の張りを早く気付き、アドバイスをする 
・職場が変わったとしても臨機応変に対応 
・想定外なことが起こっても柔軟に対応できる 
・どの職場でも説明⼒は⼤事 

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） 
・現場に出て、何⼈もの選⼿を⾒ていくのが⼤切 
・多くの⼈と会話をする 
・部活⽣同⼠などでの情報交換、共有をする 
・⼈との繋がりを⼤切にする 
・様々な競技を知っていくこと 
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グループ： B4 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） 

・先輩、監督、コーチとの接し⽅。選⼿との距離感。 
・コミュニケーション 
・筋⾁の触診の仕⽅やストレッチの仕⽅ 
・けがを事前に防ぐための気づき 
・これから活動していくために知識を吸収すること 
・選⼿に求められていることを聞く。安⼼を与えられる存在。 

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） 
・⽬上の⽅に対しての態度や⾏動 
・社会に出てからの基本的な⾏動(報告、連絡、相談など) 
・きちんと触診することでどこを痛めているなどがわかる 
・リスク管理、マネジメントすることでスポーツの価値を下げない。価値を伝えていける存在。 
・現場での活動 
・⼩さな変化に気づくことができる(⽇常⽣活でも) 

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） 
・⼀つ⼀つの積み重ね 
・トレーナーがどんな仕事か発信する、認知度を⾼める 
・⾃分の基礎を⾼める 
・⼈と⼈とのつながり 
・周りの⼈と共有する場を主体的に増やす 
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グループ： B5 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） 

・選⼿とのコミュニケーションをとること 
・選⼿やコーチとのコミュニケーションや信頼関係を築いていくこと 
・周りをよく⾒ること、選⼿との希望がちぐはぐにならないようにすること 
・選⼿と話すときは⾃分が落ち着いて話すこと 
・選⼿との距離感を⼤切にすること 
・クラブの雰囲気を明るくすること 
・選⼿との距離感を⼤切にして全てをやってあげない、⾃⼰管理をさせる、経験を積んでチャンスを

つかむこと 

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） 
〇健康・医療の活動現場って？ 
・病院 ・治療院（接⾻院、整体、鍼灸など） 
・⾼齢者の健康維持（市役所員など） 
〇健康・医療の現場で関わる⼈ってどんな⼈？ 
・職種 
ドクター・看護師・理学療法⼠・作業療法⼠・健康運動指導⼠ 
救急救命⼠・競技現場のトレーナーやコーチ、指導者、医療現場のトレーナーなど 

・対象者（⾼齢者、⼦ども、アスリートなど）など幅広い世代 
〇どのような場⾯で活かしていけるか 
・より多くの⼈（患者さんなど）とのコミュニケーションの⽅法をとる 
・選⼿が怪我をしてしまった場⾯でのコミュニケーションや信頼関係があることで相談などができる 
・競技復帰するためのリハビリなどの場⾯で選⼿とトレーナーの両⽅の⾒⽅をしっかりできる 
・トレーナー間同⼠の情報共有 
・治療院では地域との繋がりや患者さんとのコミュニケーション 
・対象者によってやり⽅を変えることができる 
・対象者がやりやすいようにすること 

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） 
・学⽣のうちに⾊々な⼈とコミュニケーションをとる、今のうちにできる勉強は⾝に付ける 
・⽬標を⽴てて⾊々な活動をする 
・⾊々な⼈と関わる経験を積む（⾊々な競技、選⼿、状況） 
・⼈とのコネクション（トレーナー間だけでなく選⼿やチームスタッフなど）をもつ 
・⾊々な⼈の意⾒や情報、課外活動での⼈とのふれあいを経験しておく 
・学内だけでなく学外での活動にも挑戦する 
・今のうちから⾊々なところへ⾜を運んで⾊々な⼈と話す、⾃ら積極的に話す 
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グループ： B６ 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） 

・⼤切にしていきたいこと→寄り添うだけでなく、選⼿にとって安⼼できるような、なんでも⾔える
ような存在。先輩から学び、経験や学びを丁寧に積む。 
・活動：理学療法の勉強。理学療法⼠として医療現場で活動したい。 
 ⼤切にしたいこと：治療だけでなく、⽬標やクライアントの希望に沿ってプログラムを作成 
・どんなに知識・技術を⾝につけても謙虚に取り組む。選⼿に横柄な態度を取らない。 
 選⼿・クライアントのため『⼈のため』という気持ちを根底に活動 
・丁寧に「聞く・伝える」 
・伝え⽅、選⼿に寄り添う 
・プロの意識を持つ。選⼿の⼈⽣に関わる→適当ではなく常にベストなものを届ける。 
 やることに最上級を追求する。「学⽣だから」を⾔い訳にしない！ 
・選⼿とのコミュニケーションをしっかりとる。→問診で情報を引き出すため、信頼関係をきづくた
め。選⼿とトレーナーとしての距離を保つ。 
 
共通事項→“選⼿のため”、“⼈のため”に尽くすという気持ち 
    →どうすれば、選⼿のためになるのか？⼀⽅的にならず、選⼿に寄り添えるような⾔動 
    →選⼿⼀⼈⼀⼈に合った伝え⽅・接し⽅、選⼿にとって安⼼できるような、⿎舞できる存在 

→⽬標やゴールの共有 
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） 

・場⾯は問わない、どこでも活きるのでは？？ 
・⼈対⼈（対⼈）での仕事…コミュニケーション、スキル etc. 
・原点となり、振り返るために根底にあるもの。 
・⼼が折れてしまったときやクライアントにプログラムを提供するのに悩んだとき 
・対⼈場⾯：コミュニケーション能⼒向上⇄選⼿とのやりとりが円滑化 
・疾患・傷害へのアプローチ、振り返るための材料 
→⾃分にも、相⼿にも活きる 

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） 
・⾔動・TPOを⽇常的に意識→積み重ねてできること 
・柔軟な対応 
・何かあった時のために、常⽇頃意識して考える。 
・⾊んな⼈と話す機会を設ける 
・メモを取る習慣→1⽇の振り返りや反省。「報連相」、素直に先輩や先⽣を頼る 
・その⽇の出来事を振り返り、次に活かしていく 
・知識・スキルの向上…患者様のため 
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グループ： B7 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） 

・情報共有（報連相） 
・謙虚さや相⼿との距離感 
・質の良いサポートを⾏なうためにトレーナー組織として活動していくこと 
・信頼関係（患者や選⼿とのコミュニケーション） 
＜コミュニケーションについて＞ 
・表情（笑顔）や⽬を⾒て話すこと 
・声の⼤きさや元気な態度で選⼿と接しやすくすること 
・選⼿が素直に話しやすい環境設定をする（楽しい環境） 
・まずは⾏動すること。始めの挨拶に何か話題をプラスする事で関係を良くできる 
・⼈の悪⼝などは関係を悪化させるので⾔わないように⼼がける 
・連絡が遅いと相談したく無くなったりするためなるべく早くを⼼がける 
・選⼿に先⼊観をもったり苦⼿意識を持ったりすることがあるが、相⼿良い点を⾒つけることで関係

を築く事ができる。第⼀印象で決めつけてはいけないと感じたため⼤切にしている 
・相⼿の意⾒に同情や共感してあげること、受けれてあげるようコミュニケーションをとる 
・まずは⾃分の外⾒に気をつける。話しにくい雰囲気などではなく第⼀印象に気をつける 
・相⼿に合わせた話し⽅や、ペースでコミュニケーションを取るようにする 
・個⼈を理解するために、性格を知る努⼒をすること 

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） 
・対象者が変わるからこそヒアリングを⼤切にしていくこと 
・環境設定を個⼈に合わせて⾏なう事でプラスにもっていける 
・どんな対象者でもトレーナーとして⼤切な事は同じだから重要 
・信頼関係を確⽴するためにも、理解し合うことが⼤切、コミュニケーションが重要 
・気軽に来ていただきたいし、⼼⾝⾝体的に楽になってもらうために信頼関係を築いていける 

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） 
・組織を作って⾏なって⾏く事が重要であり、テーマや⽬標を掲げて全員で向かっていくこと。 
・⾃分の状況や問題点を⾒つめ直し、第三者にどう捉えられているかを感じながら、⽬標に向けた⾏

動を⾏なって⾏く。 
・スキルはもちろん、⼈間性を⼤切にしていきたい。何をするにも⾃分がやってみせる事で伝えられ

るため今後も⾏なって⾏きたい。 
・積極性をもって、⾏動していくことで⾃分を⾼めていきたい。 
・主体性をもって今だからできることを⾏なって⾏くことが⼤切 
・⾒本となるために、他⼈から評価されるような⼈になれるようにしていきたい。元気を与えたり、

健康的でいたい。 
・インプットした情報を、後輩に伝えてアウトプットすることで⾃分の学びを深められる。 

またコミュニケーションの場を作ることもできる。 
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グループ： B8 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） 

・雰囲気づくり、選⼿だけでなく⾃分⾃⾝のモチベーション、表情 
・コミュニケーション、雰囲気づくり、想定外が起きた時の冷静な対応 
・なんでも話してくれる関係づくり、こうゆう時期だからこその表情や声を意識する 
・⼈のために動く、ティーチングではなくコーチング、⼀⽅的にならないように、笑顔などを意識し

なくてもできるように、話し⽅の⼯夫 
・選⼿に満⾜してもらえるような活動、選⼿だけでなく監督や指導者にもケガについて認知してもら

う 
・選⼿とのコミュニケーション、なんでも話せる信頼関係、顔が隠れているからこその表現⼒ 
・選⼿に寄り添う、コミュニケーションなど、 

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） 
・将来はパーソナルトレーナー志望、⾃分の明るさなどで元気を与えたい、⾒た⽬の清潔感 
・⼀対⼀になった時の明るさ、話やすさ、トレーニング指導する際に⾝体が⼩さくては説得⼒がない

のでそのためのトレーニング 
・将来は理学療法⼠、患者さんに対する明るさ、やさしさ、体格差がある⼈への対応の⼯夫 
・⼈のために働くという根本的な部分を⼤事にする、トレーニング指導だけでなく幅広く、トレーナ

ーとして⾊々な活動をし、最終的には⾊々な⽅のニーズに合わせた⾃分のお店を持つ 
・昼は AT、夜間で鍼灸、お客様に満⾜してもらえること、⾃分で実際にトレーニングをしてみる 
・将来はパーソナルトレーナー志望、なんでも話してもらえる関係、習ったトレーニングを 実践 
・選⼿と対⾯した時のコミュニケーション、ケガの処置、まだ将来の⽬標が定まってないからこそ、

いまのうちから⾊々なスキルを⾝に着ける 
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） 

・機械ではなく⼈対⼈だからこその関係を⼤事にする 
・能⼒だけでなく⼈としての雰囲気や魅⼒を⼤事にする 
・顔が隠れているからこその表情の豊かさや表現、声などボディランゲージを意識する 
・⼈に指導する前に⾃分で実際にトレーニングなどをしてみて強度などを体感する 
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グループ： B9 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） 

・第⼀に⼈の為に。隣にいる⼈に気を向ける、表情。 
・表情や選⼿の様⼦に気を遣う。 
・求められることよりも更に多く。 
・繋がり、選⼿とコーチのパイプ役、上下関係なく接する、学⽣トレーナー同⼠（⾝内や外部の両
⽅）の繋がり。 
・指導者との関係、選⼿と指導者の関係にも気を遣う。 
・コミュニケーション、年が近いからこそ相談役として。 
・居⼼地が良い、集中して治療に取り組めるような空間つくり。 
・選⼿が望んでいることに対して近づけるように、外部との繋がり、⾏動すること。 
◎コミュニケーションの使い分け 

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） 
・学⽣時代の研究や繋がり。 
・コミュニケーションの使い分け、モチベーション向上。 
・経営をするにあたり男⼥問わずコミュニケーションがとれることに繋がる。 
・年上の⽅との関わり、相⼿の意⾒を取り⼊れる。 
・モチベーション向上、怪我の対処だけでなくコミュニケーションをとることで⼼の状態のケアにも
繋がる。 
・アドバイスを受け⼊れる、コミュニケーションの使い分けをしどう次に繋げるかを考える。 
・コミュニケーションの使い分けはどの場⾯でも活かせる。 
・話し⽅、やりたいことができる環境をつくる 
◎⾃分のやるべきことを遂⾏するための環境を作っていく上で活かせる 

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） 
・⾊々な場所にいき、⾊々な⼈に出会い沢⼭の話を聞く（SMS等でも） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



［健康・医療現場］ 
 

 

グループ： B10 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） 

・現場に⾏くまでの準備（競技や参加現場、物品の使い⽅などの基本情報） 
・選⼿⼀⼈⼀⼈に向き合って治療していくこと。 
・コミュニケーションをとり現状を把握しておくこと。 
・対象者との信頼関係を築くためにもコミュニケーションは⼤切。 
・何事にも挑戦・実施して、経験を積み重ねていく。 
・選⼿との距離感 
・選⼿など多くの⼈に体のことを知ってもらうために知識を共有していく 
・治療者⾃⾝の知識もしっかりと⾝につけ、適切な治療をできるようにする 

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） 
・患者の疾患をできるだけ早く治していくために、コミュニケーションをとり患者さんとの信頼関係
を築き、適切な治療を⾏う。 
・選⼿と直接会話をして、意⾒を聞く（コーチなどに⾔いにくいようなことも聞き出して繋げてい
く）。 
・コミュニケーション能⼒や知識を⾝につけて、患者さんとの信頼関係を築き上げていく。 
・⼈脈を増やしていく（今後の活動の幅を広げられるようにするため）。 
・選⼿の意⾒などを聞き出し、⾃分⾃⾝の知識とリンクするようにしていく。 
・患者さんの情報などから、情報を結び付け、考えて適切な治療を⾏っていく。 
・リスク管理のためにプランを⽴てたり知識・技術を⾝につけたりなどの準備を⾏う。 

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） 
・コミュニケーションを⾏っていく。 
・知識・技術を⾝につけ、疾患などとの関連性を考えていく。 
・適切な治療を⾏えるように、経験を積む。 
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グループ： B12 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） 

・部員（対象となる⼈）の声というものは⼤切にしている 
・選⼿⼀⼈⼀⼈違う⼈間だから、問診などで選⼿の声は聴くようにしている 
・選⼿のために⾃分がどう⾏動できるかというところを考えるようにしている。⾃分から学ぶという
姿勢も⼤切にしている 

・選⼿がトレーナーのところに来やすいような雰囲気づくりを⼼掛けている 
・動揺しないように、いろいろなことを想定できるようにしている（選⼿に動揺が伝わらないよう

に） 
・明確な答えが出せるようになっておく 
・選⼿や怪我に対して幅広い考えをもてるようにしている。選⼿が安⼼して頼れるようなトレーナー

でいられるようにする 
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） 

・いろいろな年代の⽅の話や聞き取りをうまくできると思う 
・選⼿、患者さんはもちろん上司、同期の話や指導をされた際に話を聞くというところで活かしてい

けると思う 
・⼀般の⼈などにも分かってもらえるような⾏動や動機付けをする際に活かしていけると思う 
・将来どの職種についたとしても話しやすい雰囲気を出すことで相談などがしやすくなるのではない

かと思う 
・想像して組み⽴てて準備することによって対応できると思うので、どんな職場でも使えると思う 
・コミュニケーション能⼒があればどの場⾯でも対応していけると思う 

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） 
選⼿に対して明確な答えを返すためやトレーナーとして選⼿に信頼されるため（選⼿の話や気持ち・
感覚を引き出すため）に堂々とした態度をとっていくための知識の獲得であったり⾃ら積極的に学ん
でいく姿勢・活動が必要になってくる。 
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グループ： B13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） 

・⾃分に何が出来るかを考える。常に今⾃分に出来ることを⾃問⾃答する。 
・コミュニケーションをとって選⼿の状態を知る。 
・監督コーチ陣ともコミュニケーションをとる。もう⼀度選⼿が頼みたくなるように努⼒する。 
・信頼してもらえるようにする。些細なことに気づく。コーチ陣と選⼿の橋渡し役になる。 
・スキルや知識を⾝につける。 
・選⼿の気持ちに寄り添える。選⼿とのいい距離間 
・関わりを⼤切にする。 

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） 
・メディカルフィットネス、健康増進のために幅広い⼈に向けて 
・病院でリハビリを⾒る。現場でも病院でも役に⽴つ。 
・健康寿命を延ばす⼿伝いをする。地域の⼈とかかわりながら健康増進をしていく。 
・コンディショニング施設をつくる。⾼校⽣やトレーナーがいない⼈にもサポート。ATの知識を⽣
かして予防できる施設をつくる。初めての⼈にも信頼される。 
・理学療法⼠として治療の選択肢を増やす。 
・医療の知識を持ってスポーツ現場に⾏く。 
・理学療法⼠として多くの患者さんと触れ合う。 

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） 
知識、感染対策、コミュニケーション、⼤学外の⼈とかかわる、⼈と繋がる、新しいことにチャレン
ジ、現場での経験を積む、現場に出る、積極的に取り組む、 
学内だけでなく学外の⼈ともつながるために積極的に新しいことにチャレンジする。知識を蓄えて感
染対策をしたうえで、現場で実践する。 

 
 


