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~ In My Life ~

キャリアの中の色褪せない場面シリーズ

Vol.1

“わからない時は過去に聞く”
「学び」の出発点であり新しい発見のきっかけとなる過去の出来事。
今を支える「大切な過去の経験」
を共有し、仕事を始める人も広げる人にも
問題解決や展開のアイデアにしていただきたい。
うちの けんた

内野 健太

NSCA-CPT, NASM-PES

所属：株式会社 Best Performance Laboratory
活動地域：南青山（東京都港区）

『運動指導への探求と、お客様に育てて
いただいたことが自身のキャリアアップ
につながった」

Q 1. 最初にパーソナルトレーナーと

就職活動については、当時、入社を

いう職業に就くまでのきっかけを

希望した企業は残念ながら採用選考か

み期

教えてください。また、トレーナー

ら漏れてしまいましたが、採用担当の

入社から 1 年後、店舗の移動に伴っ

になるために一般でいう「就職活

方からご連絡いただき、アルバイトか

てチーフトレーナーとしてスタッフ研

動」と違いなどありましたか？

ら働いてみないかとご提案をいただき

修をする立場になりました。スタッフ

最初は、運動に携わる仕事を

ました。この企業で働きたいと決めて

研修を実施する中で、トレーナー育成

したいという漠然とした考えから、ス

いた私は、お願いしますと即答しまし

の大変さを痛感していました。またこ

ポーツの専門学校へ進学しました。授

た。それから半年経ち、専門学校卒業

の頃、本格的に社内パーソナルトレー

業で一番楽しかったのは、ウェイトト

前の 2 月に店舗マネージャーの推薦で

ニング活動を開始しました。1 時間の

レーニングでした。その頃からウェイ

再度、正社員採用面接を受け、正社員

セッションにお金をいただき、トレー

トトレーニングを伝える仕事がしたい

採用となりました。

ニング指導をすることの責任を 21 歳

内野

第 2 期：パーソナルトレーニング下積

から感じることができたのは非常に良

と思い始めました。自分の好きなこと
が選手の競技力向上や一般の方の健康

Q 2. 内野さんはこれまでどのよう

増進のためにとても重要な要素になる

なステップを踏んできましたか？

い経験でした。
そこから 3 年、たくさんのお客様を

と感じたからです。トレーニング指導

内野

を仕事にするため、トレーニング指導

きたと思っています。

痛いと困っているお客様が多くいらっ

にかかわるスポーツチームの仕事や、

第 1 期：ウェイトトレーニング勉強期

しゃいました。色々と調べ、勉強しな

以下、4 つのステップを踏んで

担当する中で、肩や腰、膝、股関節が

治療関係の仕事なども調べましたが、

入社して最初に配属された店舗で

がら必死に取り組みましたが、その痛

幅広い年代の方への健康増進や筋力

は、マネージャーがボディビルダー、

みは筋力向上やストレッチングだけで

アップ、スポーツをされる方への運動

チーフはラガーマン、アルバイトス

は改善できないことも多く、すぐには

指導など、最も私の想いに近いフィッ

タッフにもボディビルダーが 2 人や極

明確な解決方法が見つからず、無理の

トネスクラブの現場を選びました。

真空手の世界チャンピオンといった

ない範囲でやりましょうという辛い経

面々がおり、一緒に働いていました。

験も何度かありました。お客様の身体

し、会社説明会に参加する中で一番魅

かなり濃いメンバーと働き、ともにト

に介入する責任のある仕事である以

力を感じた企業は、トレーナー革命を

レーニングする中で、ボディビルに興

上、このままではいけないとトレー

掲げ、トレーナーのランク分けについ

味をもち、トレーニングと食事の実践

ナーとして日々考える毎日でした。

てなど、取り組みを一番具体的に説明

を通して身体について勉強する日々で

第 3 期：トレーナー転機

してくださった企業でした。

した。

フィットネスクラブへの就職を希望
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もっと勉強をしたいという想いが強

くなる一方で、自分の勉強したい情報

づいた最高の「Body Solution」を一人で

ひとつでクライアントがすぐに遂行で

が体系的に学べる方法に出会えずに

も多くの方に伝わるよう、伝えていけ

きるか、遂行できないかに大きく影響

困っていたところ、現在の上司である

るよう日々勉強、日々実践、毎日夢中

します。
「意識的処理仮説」、「運動制

桂良太郎さんに相談し、紹介された本

で駆け抜けています。

約仮説」
、
「明示的・暗示的学習」、「イ
ンターナル・エクスターナルフォーカ

が
『運動機能障害症候群のマネジメン
ト』
（Shirley A.Sahrmann著 ）で し た。

Q 3. 活動される中でやりがいを感

ス」
、
「意識・無意識」
、
「変動性」、「ア

この本に出合い、自分の勉強不足を痛

じる場面や「感謝」
（ ご自身でも、

トラクター・フラクチュエーション」

感しました。私がこの仕事に本当の意

相手からでも）を感じる場面は、

などは、今後欠かすことのできない運

味でスイッチが入ったのはこのタイミ

どんな場面ですか？

動学習を加速させる重要なポイントに

ングです。今の自分にとって何を勉強

内野

することが大切なのかが明確になりま

日々のセッションの中でお客様に小さ

した。

な身体の変化や気づき、考え方の変化

Q 5. 最後になりますが、今後、内野

それから勉強が楽しくて仕方な

などを感じていただけることが、私に

さんのような活動を目指している

く、 ど ん な に 時 間 が な く て も 1 日 最

とって大きなやりがいです。また運動

方へアドバイスをお願いします。

低 2 時間以上の勉強をすることを自分

を指導する中で、お客様から大変多く

内野

自身のルールとして定めました。筋

のことを学ばせていただいています。

のある仕事だと日々感じています。

日々やりがいを感じています。

トレや栄養の知識だけではいけない。

なるキーワードだと考えています。

トレーナーは本当にやりがい

自分自身で勉強すればするほど、多く

【Movement：動作】に注目し、車のエ

Q 4. これからの時代を生きるため

ンジンを大きくする
（筋力トレーニン

のスキルアップ、または注目して

グ）ことだけではなく、正しく車を操

いることは何でしょうか？

のクライアントの目的達成のためにお
役に立つことができます。
トレーナーという仕事に誇りをも

縦する（Movement）ことが大切という

内野

これからの時代、さらに情報

ち、スポーツ医科学知識を有した高度

こと。正しく運転ができないのであれ

はネットを通じてすぐに得ることがで

な専門家たちで、この業界を盛り上げ

ば、いずれ事故を起こします。正しく

きるようになります。我々、運動指導

ることができれば、結果として多くの

運転ができてから、エンジンを大きく

者が対象とするクライアントの方々も

方が幸せになり日本を、社会を変える

すればよいのです。お客様の肩や腰、

ますます知識が高まっていくことが考

ことができると信じています。

股関節、膝が痛むのは、なぜなのか？

えられます。そして、これからAI（人

そんな素敵な仕事に携われることに

痛いのは
「症状」であって痛みの
「原因」

工知能）の導入が進み、消えていく職

誇りをもち、楽しみながら日々夢中で

は他にあることがほとんどです。痛み

業も多くあるといわれる中で、私たち

取り組むことがとても大切だと私は考

という「症状」にばかりアプローチして

運動指導者は高度専門職としてスポー

えています。◆

いても痛みは繰り返し現れます。痛み

ツ医科学に基づいた知識、技術を学び

の「原因」となっている動作を正すこと

続ける必要があります。その中で、注

が解決への近道です。「Movement」に

目していることは運動学習についてで

ついて考え始めたことが、本当に大き

す。

な転機となりました。
第 4 期：現在

例えばこのような経験はないでしょ
うか？

いくつも指示をすることで、

2013 年 2 月、株式会社Best Perfor-

クライアントが運動をうまく遂行でき

mance Laboratory入社。代表の桂氏の

なくなってしまったこと。今日うまく

下、
“Innovation for Best Performance

できたことが次のセッションで全然で

－革新的な運動を通じて社会を変革す

きなくなっていること。これらは、我々

る－”の企業理念に基づき、運動の既

指導者が動作にフォーカスするか、目

成概念を変えることに本気で挑戦して

的にフォーカスするか、どのように環

います。最先端のスポーツ医科学に基

境を設定するか、運動指導者の伝え方

「なぜならば？」のある根拠に基づいた運
動指導を大切にしています。
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