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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.3

“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。
つ つ い たけひろ

筒井 健裕

体育科学修士, CSCS, NSCA-CPT

所属：SPRINT
活動地域：千葉県柏市（※その他埼玉、東京、
神奈川、茨城）

『走ることを専門にしS&Cコーチとして
経験を積んだことで現在のキャリアに
つながった』

Q 1. 最初にパーソナルトレーナーと
いう職業に就くまでのきっかけを
教えてください。また、トレーナー
になるために一般でいう「就職活
動」と違いなどありましたか？
筒井 大学卒業と同時に陸上競技（短

りが非常に重要だと感じました。私に

ディショニング
（S&C）の重要性や、ま

関しては「走る」ことが専門だったた

だその重要性に気づいていないアス

め、その部分を評価いただいたことで

リートに指導していくことの必要性を

仕事につながっていると感じていま

強く感じるようになり、修士課程修了

す。最初に就職したのは、整形外科医

後はS&Cの専門職として活動したいと

院内のフィットネス施設でした。私自

考えるようになりました。

距離）を引退し、これまでの自分のト

身がけがの治療でその医院に通院して
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レーニングに何が足りなかったのか

いましたが、完治してからも陸上部の

2005 年、大学院修了の頃にNSCA-

を考えるようになりました。そして、

選手がけがをしたときには診察に同行

CPTを取得しましたが、大学時代の担

コーチングを学びながら指導者として

していたこともあり、診察のたびに、

任でもあったウエイトリフティングの

活動するためにトレーニングについて

クリニックの院長とコミュニケーショ

先生から、
「アスリート以外でもトレー

調べていたところ、NSCAという団体

ンを取ることが多くありました。その

ニングを必要としている人はたくさん

と資格について知り、資格取得を目指

中で、メディカルフィットネスの施設

いる。そこに目を向けるのも、専門的

して勉強をするようになりました。大

を新規開設する計画である旨をお話し

知識をもつ指導者として必要なので

学 3 年次に就職活動として一般企業の

いただき、院長から施設で働かない

は？」とお話しいただき、色々と考え

採用試験を受けたことがありました

か？

とお誘いをいただきました。院

ていたところに、前述の整形外科医院

が、トレーナーやコーチとして活動し

長からは、投薬や物理療法だけでは本

でのお誘いがありました。クリニック

たかったので、より専門性の高い勉強

当の治療にはならないので、専門家が

では、専門職として施設の主任を任せ

をしたいと考え、大学院に進学しまし

トレーニングを指導できる施設で、総

ていただきました。

た。大学院所属時には、大学の陸上部

合的に患者さんをサポートしていきた
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でアシスタントコーチとして活動し、

いという想いをお話しいただき、就職

指導の中でトレーニング
（運動処方）に

することを決めました。

シックエクササイズの指導について先
生や先輩方に教えていただきました。
トレーナーやコーチの就職活動は、

ラグビーチームでのスプリントコーチ
の話をいただき、これまで経験したこ

ついて学ぶことができました。また、
定期的にウエイトリフティングやベー

2008 年、就職して 3 年が経つ頃に、

Q 2. 筒井さんはこれまでどのよう
なステップを踏んできましたか？
筒井 第 1 期：

とがなかったチームスポーツでの指

2003 年、大学院に進学し、体育科

クリニックを離れ、再びアスリートの

導、そしてS&C指導も担当できるとい
うことを聞き、色々と悩みましたが、

資格はもちろん、大学までやってきた

学の修士課程で学びながら陸上短距離

指導に携わることを決めました。

こと
（専門種目やトレーニング）や、す

のアシスタントコーチとして活動して
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でに活動されている先輩方とのつなが

いました。そこでストレングス＆コン
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2010 年、ラグビーチームでの活動

Q 4. これからの時代を生きるため
のスキルアップ、または注目して

が 2 シーズン目を終える頃に、全日本

をしたいと考えている人にサービスを

スキー連盟スノーボードチームのフィ

提供しています。個人事業として展開

ジカルコーチのお話をいただきまし

している中では、企業や行政との契約

た。また、国立スポーツ科学センター

が難しい場合や、経済的に不安定なと

いることは何でしょうか？
筒井 スポーツやS&Cの業界だけで

のトレーニング体育館でも、指導員と

きもあります。それでもSPRINTとい

はなく、社会の様々な背景で活動する

して活動していきたいと考えるように

う屋号をもつことで、事業の方向性な

人たちと交流し、事業の展開方法につ

なり、ラグビーチームを退任すること

ども考えやすくなりました。

いて学んでいき、ビジネススキルを身

に決めました。ラグビーチームの活動

につけることで、私たちの職業がさら

Q 3. 活動される中でやりがいを感
じる場面や「感謝」
（ ご自身でも、

に社会に貢献できるものになると考え
会やプレゼンテーションの機会には、

レーニングをして競技に臨むというこ

相手からでも）を感じる場面は、
どんな場面ですか？
筒井 今でも大学や様々なセミナー、

とがまだ深く浸透していなかった種目

そしてこれまでの活動の場で知り合っ

で世界を目指す選手に、これまで経験

た方々にお声かけをいただき、お仕事

し、学んできたことを活かして活動し

をいただくことがとても多くあり、大

ていきたいと考え、行動した時期です。

変ありがたいことだと感じています。

Q 5. 最後になりますが、今後、筒井
さんのような活動を目指している
方へアドバイスをお願いします。
筒井 S&Cの専門家として、スポー

スノーボードチームでの仕事は 8 年目

そういったつながりもとても大切です

ツやトレーニング指導だけで生計を立

に入ろうとしていますが、S&C専門職

し、現在拠点としている千葉県柏市の

てていくためには、時間もかかります

としてフィジカルコーチの立場で活動

コワーキングスペースにおいて他の起

しとても大変だと感じるかもしれませ

しています。チームでは、コーチやト

業家の方々と交流したりすることで、

ん。しかし原点に戻れば、SPORTSは

レーナーそれぞれを専門家として横の

新たな活動の場を得ることができるよ

楽しむゲームです。その中で自分が好

関係が築かれていており、フィジカル

うになりました。

きだと思えること、楽しめることを仕

では、自分の未熟さも痛感し、たくさ
んのことを学びました。様々な競技に
おける国際競技力の向上や、全日本ス
ノーボードチームのように、当初ト

コーチとしての意見をスムーズに実行

ています。そのため各種ビジネス交流
積極的に参加したいと考えています。

プライベートでは、陸上競技引退後

事にして、発展に貢献しようとしてい

に移すことができています。

にオートバイのレースを始め、もう少

るということを思い出すことができれ

第 5 期：

しで陸上競技の競技歴と同じ年数が経

ば、大変なことにも耐えられるのでは

とうとしています。サーキットに通い、

ないでしょうか？

活動は継続しつつ、国立スポーツ科学

そこで声をかけていただいたプロライ

懸命取り組んでいれば、必ず見ていて

センターの非常勤指導員を退職し、個

ダーの方やその周りのライダーの皆さ

くれる人がいます。その見ていてくれ

人事業主としての活動をスタートしま

んともつながらせていただき、大好き

る人たちとのつながりを大切にして、

した。個人事業ですので自宅を拠点に

なオートバイの業界でも、仕事として

自分がやりたいことに取り組んでいっ

活動してもよかったのですが、この頃

トレーニング指導をさせていただくよ

てもらいたいと思います。◆

2015 年、スノーボードチームでの

「コワーキングスペース」というものを

信念をもち、一生

うになりました。

知り、入居しました。ここでは色々な
人たちと出会うことができ、新しい活
動も生まれ、「コワーク」の真の意味を
知りました。ここでの活動において、
私たちの仕事が街にどう貢献できる
か？

を考えるようになり、今は
「元

気な街づくり」をテーマに活動してい
ます。
現在は、SPRINTという屋号で活動
しています。「走る」ことを強みとする
S&C専門職として、アスリートはもち
ろん、一般のランナーやトレーニング

自分が好きと思える活動の中
でかかわる人たちとのつなが
りを大切にする心が、たくさ
んのきっかけを生んでくれる
と考えています。
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