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特集【アスレチックトレーナー留学】 

プロの現場を目指しアメリカで学生トレーナーとして多くの経験を積む。 

マーセッドカレッジからネバダ州立大学に編入し、学生アスレチックトレーナーとして活躍中の
有馬君にインタビュー。 

■マーセッドカレッジからネバダ州立大学へ編入し
トレーナープログラムを専攻 
 
：ネバダ州立大学への編入課程とアスレチックトレー
ナープログラムについて教えてください。 
 

有馬君：ネバダ州立大学編入直後にアスレチックトレー
ナープログラムに所属する為、計２５時間の大学スポー
ツチーム同行、書類審査、筆記試験、面接審査がありま
した。ネバダ州立大学のアスレチックトレーナープログラ
ムは希望者が非常に多く、競争率の高いプログラムな
のですが、無事にプログラムに所属することができまし
た。編入後は講義のレベルが上がり、授業とアスレチッ
クトレーナー活動の両立を今まで以上に強く意識するよ
うになりました。学ぶことが多く、壁にぶつかりながらも
日々楽しんで学んでいます。 
 
■学生トレーナーとしての活動 
 

：ネバダ州立大学でのアスレチックトレーナーとしての活
動について教えてください。 
 

有馬君：最初の学期はオフシーズンのアメリカンフット
ボール部選手全員のサポートを担当しました。２学期目
からは自分が担当したい競技をプログラム担当講師に 

申請し、その希望をもとにプログラムディレクターが学生
を担当競技に振り分けます。 
 

大学では午後にトレーナー実習がある為、午前中に授
業が終わるようスケジュールを組み立てています。毎朝、
午前中の授業前に選手がリハビリテーションにあてる時
間があり、学生トレーナー達も積極的に参加しています。
午後に行われるトレーナー実習では、チーム練習参加
前の選手にテーピングをしたり、ストレッチを行います。
チーム練習中も同行し、終了後にも選手のケアを行うの
で、チームと常に一緒にいる感じです。チーム練習後、
授業の宿題をしてから帰宅するので１日１５時間ほど学
校にいます。アメリカンフットボール部だけでなく、担当す
るチームのシーズン中は週末にも試合がある為、トレー
ナープログラムに所属している学生達はゆっくり自宅で
過ごす暇もないほどです。  
   

 また大学チームの選手だけでなく、近郊の高校の選手
をサポートすることもあります。高校生をケアした経験も
貴重なものでした。高校生は大学生と比べるとまだスキ
ルが未熟だったり、トレーニング経験や怪我から復帰す
る経験自体も少ない為、アスレチックトレーナーが正しい
方向へ導いてあげることが必要になります。アスレチック
トレーニングについて基礎から教えてあげたりと、指導
者の立場から選手にアプローチする必要性を考える時
間が多かったです。  
   

有馬 大智 君 
（ネバダ州立大学 在学中） 
 

マーセッドカレッジからネバダ
州立大学ラスベガス校に編入
し、アスレチックトレーナープロ
グラムに所属。学生アスレチッ
クトレーナーとして活動中。 
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しました。もっともっと勉強し、知識や経験を得ることが選
手のためになると自分に言い聞かせ、日々頑張っていま
す。 
 
■マイナーチームでのインターンシップ 
 

：マイナーチームでのインターンシップについて教えてく
ださい。  
 

有馬君：メジャーリーグのピッツバーグパイレーツの若手
選手育成アカデミーがドミニカ共和国にあります。運よく
紹介して頂けることになり、チームに２か月間帯同しまし
た。メジャーリーグを目指す選手達に帯同できたことは
良い経験となりました。ドミニカでは今まで以上に文化や
言葉の違いに驚かされることが多かったです。この異文
化に触れたことも、自分を人として成長させてくれたと思
います。これまで将来はアメリカの野球チームで働きた
いと思っていました。しかし、今回のドミニカでの体験を
機に日本、アメリカ以外の国でもアスレチックトレーナー
としての自分の知識と経験を活かしながらアスリートを
サポートすることが出来るのではないかと考えるように
なりました。 
 
■ロンドンオリンピックにて  
 
：ロンドンオリンピックを訪れた感想を聞かせてください。 
 

有馬君：２０１２年夏にロンドンオリンピック会場の施設見
学や、競技を見る機会にも恵まれました。これからス
ポーツ業界で働く私としては ”スポーツ” に巨大な可
能性が秘められていることを肌で感じることが出来まし
た。テレビで観戦していたオリンピックを実際に体感する
ことができたことは本当に貴重でした。ロンドンオリンピッ
ク期間中に自分達でオリンピックを盛り上げようとする現
地の人の強い意気込みを感じました。 

 ２０１４年春学期に卒業予定で、卒業後にアスレチック
トレーナー資格を取得するつもりでいます。今後、プロの
アスレチックトレーナーとしてスポーツの現場で働く時に、
大学での経験が大きな力になると信じています。 
 
■アメリカ学生スポーツのスケールを体感 
 

ネバダ州立大学のスポーツチームはおよそ１３００校が
所属するＮＣＡＡ（全米大学体育協会）の１部リーグに所
属しています。大学施設の規模も大きく、全米から選手
が集合するだけに、選手の身体能力や競技に対する意
識も非常に高いと感じています。 
 

アメリカンフットボールのシーズン中、遠征に出向く時に
は選手と共に、アスレチックトレーナーや他のスタッフも
大学チームが所有するプライベートジェット機で現地に
向かうという経験もしました。アメリカ学生スポーツの規
模の大きさを肌で感じた瞬間でした。サポートする選手
達の試合で初めてサイドラインに立った時の感動は一生
忘れられないものです。 
  
■学生アスレチックトレーナーのやりがい 
 

：学生アスレチックトレーナーとしてのやりがいは何です
か？ 
 

有馬君：アメリカで学生選手をサポートして５年が経ちま
した。チームが勝利すること、そしてサポートをした選手
が怪我から完全復帰して活躍しているのを見ることが、
学生アスレチックトレーナーとして最も嬉しい瞬間です。
選手もトレーナースタッフをチームの一員として扱うので、
私も選手と一緒にチームの勝利を喜びますし、チームと
一体となっていることが実感できます。昨年ソフトボール
チームをサポートした際には、シーズン終了後に選手か
らの寄せ書きと記念ボールをプレゼントされ非常に感動 
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そのパワーが多く人に波及して、何倍もの熱気を生みだ
していたと思います。まさにスポーツの祭典といった感じ
でした。次のオリンピックではアスレチックトレーナーとし
て参加選手達をサポートしたいと強く感じました。  
 
■アスレチックトレーナーを目指す方へ  
 

：アメリカでアスレチックトレーナーを目指したい方へのア
ドバイスはありますか？ 
   

有馬君：アメリカで高校、大学、プロといった様々なレベ
ルの選手をサポート出来ることは、今後の人生の糧とな
ると思います。 

実際にアメリカで働いているアスレチックトレーナーから
仕事に対する姿勢を学ぶことが出来ますし、共に目標に
向かって努力する学生トレーナー達と切磋琢磨しながら
勉強することも出来ます。大学で一緒となった学生トレー
ナーとは、今後情報を交換するつもりでいます。  

 留学生活で最も大切にしていることは人との縁です。
私が今アメリカで充実した生活を送ることができている
のは、周りの方々のサポートのおかげです。国や言葉な
どいろいろなバックグラウンドを持った人達との縁に恵ま
れることで、自分自身が成長していくことを感じています。
チャレンジして大きな収穫を掴むためにはまず一歩踏み
出してみることが大切だと思います。 

特集【キャリアオブザベーションプログラム】 

アメリカでの職場見学プログラムを紹介。 

アメリカ現地で生のビジネスを実際に見学等したい方に向けたプログラムを提供致します。現
地での優良企業とのコネクションにより、多くの学生が参加できる短期間～長期間のプログラ
ムでの受け入れを行っています。 

関連企業、提携企業と連携を取り、学生
の受け入れに適していると判断された優
良企業のみを紹介しております。 

学生の英語力や希望により、アメリカに拠
点を置く日系企業から、アメリカ人スタッフ
のみで構成される米国企業まで幅広いプ
ログラムを提供致します。 

受入企業 

プログラム概要 

プログラムを通し、学生のキャリア形成の第
一歩をサポート致します。 

海外で生活することにより、日米の違いを身
を持って経験し、国際理解を深め問題を自
己で解決できる「国際力」を育みます。 

メジャーリーグ球場での体験 

充実した環境下で経験を積む 
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アメリカ、カリフォルニア州
サンディエゴに本社を置き、
州立大学付属英語学校の
運営や大学のホームステ
イサービスを手掛ける。独
自の留学プログラムで多く
の留学生をサポートする。 

青柳 悠 
青山学院大野球部
卒。コネチカット州
立大学を経、ニュー
ヨークで5年間勤務。

現在はサマーリー
グチームやプロ選
手のマネージメント
を手掛ける。 

今井 裕之 
サンディエゴ州立
大学卒（修士）。
専門商社、外資
系部品メーカーな
どを経て現職。 

Y.E.S. ESL International JAPAN 

カリフォルニア州 
サンディエゴ市、アーバン市、トーランス市、マーセッド市 

自由で開放的な環境であるカ
リフォルニア州が多くの企業を
育て、Google、Yahoo、HP、
Apple、Twitterなどの有名企業
が誕生しています。様々なバッ
クグラウンドやスキルを持った
人々が集まる魅力的な州であ
るカリフォルニア。アメリカの開
放的な雰囲気を楽しみながら
グローバルビジネススキルと
感性を磨くことを目標とします。 

短期 長期 

・不動産 
・教育 
・大学 
・旅行 
・観光 
・ホテル 
・接客 
・幼児教育 
・高齢者サポート 
・スポーツマネージメント 
・球団運営 
・美容 
・出版 
・飲食 

ニューヨーク州 
マンハッタン、ソーホー 

・不動産 
・法律 
・旅行 
・観光 
・接客 
・服飾 
・飲食 
・貿易 
・物流 

長期 短期 

世界の中心ニューヨークでは、
飛ぶように過ぎてゆく時間の
中で世界のトップを担う企業が
生み出す情勢は秒単位で変
化します。その全てを担うのは
「人」。世界一刺激的な街での
経験は学生の人生に於いてか
けがえのないものになることは
間違いありません。 

南カリフォルニア、ニューヨーク州マンハッタン近郊を中心に優良企業をご紹介致します。 
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