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知っているだけでなく、なぜそのエ
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改善アプローチについての講義が行
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最初に、傷害発生のメカニズムを
理解するための力学的負荷について
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題点を絞り込んでいく過程である。

生じる傷害のメカニズムの検討へと

身体各部への着眼ポイントや、そこ

進む。実際のスポーツ現場では、数
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種類の力学的負荷が複合的に関与し
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て傷害が発生する場合が多いとのこ
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ターセミナー

11月23日、秋田県民会館ジョイ

現場から

ナスにおいてNSCA東北地域ディレ

をチェックするというものであった

殿部のトレーニングなので、人間の

クターセミナーが開催され、秋田県

が、骨の触知に不慣れな参加者が多

身体に対するアプローチはアスリー

内に留まらず青森・福島など東北各

く、悪戦苦闘しながらもアンバラン

トの筋力強化であってもボディメイ

地よりNSCA-CPT、健康運動指導士、

スな部分を確認しその後の運動指導

キングであっても基本的なものは変

保健師、鍼灸師、介護福祉士など幅

へとつなげていた。講義の最後に佐

わらないという話が印象的であっ

広い分野の人々が集まった。

原氏が行っている主に高齢者に対し

た。エクササイズを行う際のチェッ

まずはじめに、渡部真吉氏（ワタ

ての指導が紹介され、四季折々の生

クポイントやちょっとした肢位の違

ナベ整骨院）より「パーソナルトレ

活と照らし合わせた「雪寄せのため

いによる効果の違いも吉田氏から直

ーニングにおける『コア』へのアプ

のエクササイズ」
「雪道で低下する

接指導があり、目的の筋肉を効果的

ローチ法──機能のチェックとコレ

筋力のエクササイズ」などはクライ

にトレーニングするためのより細か

クティブエクササイズ」と題した講

アントの状況やニーズを的確に把握

な実技指導が行われた。

義が行われた。アプローチする際に

しており、大変興味深い内容のもの
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Stability（安定性）の関係から始まり、
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次に、吉田直人氏（ウイダートレ

ング指導者ネットワークの紹介が行

コアに関わる筋肉や関節などの解剖

ーニングラボ）より「原理原則を活

われた。このネットワークは、情報

学、タイトネスチェックや筋力テス

用したレジスタンストレーニング─

量の少ない地方においてトレーニン

トでコアの機能を評価した上でそれ

─ミスユニバースジャパンのボディ

グ指導者同士の情報交換を目的とし

を元にしたコレクティブエクササイ

メイキング」と題した講義が行われ

ており、今後は勉強会を中心に情報

ズの紹介という流れでの講義となっ

た。最初に行われたトレーニング指

収集の場をつくっていくとのこと。

た。
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ての講義は、実際に指導現場に出る

足なものを補うエクササイズと定義

と基本的なことを改めて学ぶことが
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づけられているとのこと。ゼロから

少なくなるため、とてもよい復習の

プラスへの強化を目的とした従来の

機会となった。また、プログラム変

エクササイズとは異なり、マイナス

数を決定するポイントについては、

自己プロデュースとエク
ササイズバリエーション

からプラスヘ誘導するという新しい

吉田氏の豊富な指導経験に基づいた

11月23日、ニュージャパンヘル

概念のエクササイズに参加者は熱心

内容も多く、すぐさま指導現場に応

スクラブ（大阪市）にて、「講義：

に耳を傾けていた。受講者同士で評

用できるものであった。

パーソナルトレーナーのための自己

（石郷岡真巳）

価やエクササイズのチェックを行う

講義の後半は、実際にミスユニバ

中で客観的に評価・指導する方法も

ース日本代表に対して実施されたト

プロフィールの書き方」「実技：パ
ーソナルトレーナー必須！

紹介され、より実践指導に近い形で

レーニング内容が紹介された。独特

ティングのスキル（有酸素運動バラ

の実技が行われた。

な競技特性やクライアントの目標に

イティ）」が行われた。セミナーには、

サポー

次に、フリーランスで活動されて

おいては一般的なトレーニング指導

管理栄養士、健康運動指導士、スト

いる佐原千恵氏より「姿勢分析と改

と異なったニーズ分析が必要であ

レングス＆コンディショニングコー

善へのアプローチ──健康運動指導

り、フィットネス施設では同じよう

チなどが参加した。

の現場から」と題した講義が行われ

なニーズがあることも多く受講者は

はじめに、小林素明氏（ウェルネ

た。佐原氏が実際に使用しているシ

熱心に聞き入っていた。その後の実

ス＆スマイル、集客アドバイザー）

ートを用いて姿勢分析を行い、その

技では、講義後半で紹介されたミス

より、「講義：パーソナルトレーナ

結果を元に数名ずつのグループに分

ユニバース日本代表へのトレーニン

ーのための自己プロフィールの書き

かれ運動指導のデモンストレーショ

グを受講者全員で実際に行った。バ

方」についての講義が行われた。ま

ンを行った。姿勢分析の方法として

ストアップやヒップアップと聞くと

ず、小林氏から参加者に対して、
「な

は、乳様突起、肩峰、肩甲骨下角、

特別なエクササイズを行うように感

ぜ自己プロフィールが必要なのでし

腸骨稜、大転子を触知し左右の傾き

じるが、要は胸部のトレーニングや

ょうか？」という質問がされた。参
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現場から

加者からは、自分自身を知ってもら
うため、自分を売り込むため、自分
をアピールするため、自分を認めて
もらうためなどの返答があった。確
かにそうであるが、それは最終目標
ではない。小林氏からは、最終目標
は契約に結びつけるためである説明
がされた。よい自己プロフィールは、
顧客獲得や売り上げアップ、ビジネ
スの幅が広がる、プロとしての自覚
が芽生えるなどの効果があるとい
う。講義では、自己プロフィール作
成例の資料をもとに詳細な説明がさ
れた。実際に作成をするうえでタイ
トルが最も重要であるという。自分

岡氏は実技と講義を行った

は何を専門としているのかを明確に
することが大切であり、重要度の 8

エクササイズのバリエーションが紹

との 3 つが挙げられた。

割から 9 割を占めるとのことだ。そ

次に、岡敏彦氏（ヘルスアンドフ

介されていく。多様な観点からの切

して、顔写真についてもターゲット

ィットネス、近畿大学兼任講師健康

り口に、参加者も驚きを隠せない様

や目的に合わせて服装にも配慮する

スポーツ科学）より、「実技：パー

子であった。そして、実際に体験し

という。そして、資格や所属先、実

ソナルトレーナー必須！

サポーテ

てみると、はじめはその動作にぎこ

績など基本的な事項の記載だけでな

ィングのスキル（有酸素運動バライ

ちなさを感じていたが、徐々に動き

く、出身地や出身校、趣味、特技な

ティ）」について講義と実技が行わ

に慣れてきたようだった。このこと

どの記載も大変有効であるとのこと

れた。スポーツ施設にはエアロバイ

に関して、ぎこちない感覚はクライ

だ。これは、クライアントの共感を

クやトレッドミル、ローイングなど

アントにも起こりうることであり、

得るうえで大切であるという。この

の有酸素トレーニングマシンが設置

その感覚を理解しておくことが大切

ようなことを、一般人に対して一般

されているが、バリエーションに富

であるとの説明があった。また、ト

的な言葉でわかりやすいように記載

んだ提案がされていないのが現状で

レーニング中のパーソナルトレーナ

するそうだ。最後に、料金や連絡先

あるという。今回は、ウォーキング、

ーの立ち位置や補助の方法なども詳

の記載方法の説明があった。ここで

ランニング、ロウイング、ステッピ

細に紹介された。有酸素トレーニン

は、連絡先の文字の大きさや表現方

ング、サイクリング、アームサイク

グをテーマとした講義は、レジスタ

法など、非常に詳細なポイントが紹

リングマシンについての基本的な使

ンストレーニングをテーマにした講

介された。小林氏はメールマガジン

用方法とバリエーションが紹介され

義と比べると実施される頻度は少な

も配信しており、最後のクロージン

た。まず、参加者には上記のマシン

いように感じるが、実際の指導現場

グが顧客の反応に大きな影響を与え

についてのバリエーションが記載さ

では同等に活用されるものであろ

るという。実際の経験から得られた

れた資料が配布された。各マシンに

う。パーソナルトレーナーが豊富な

ノウハウは非常に興味深いものであ

対して 6 種類のバリエーションが紹

バリエーションを備えていることに

った。自己プロフィールを書くこと

介されているので、合計すると基本

よって、単調になりがちな有酸素ト

は、
自己プロデュースにもつながる。

的な使用方法 6 種類に36種類のバ

レーニングがクライアントにとって

重要なポイントとして、①自分は他

リエーションが加わり、42種類に

充実したものになることがイメージ

人から見てどんな人物なのかを考え

なる。これだけでも相当数のバリエ

できた講義であった。今後もパーソ

ること、②基本に忠実に、正しく伝

ーションであることが理解できる。

ナルトレーナーを対象としたセミナ

えること、③どんなことに顧客が共

それぞれのマシンの特性やトレーニ

ーを継続的に開催していくそうであ

感してくれるのかをリサーチするこ

ング中の実施スピードに配慮された

る。
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（南川哲人）

