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自分を信じ、
人を信じる
撮影:浅葉美穂 (MihoA
saba)

一誰も取り残さない社会を

﹁自分を信じ︑人を信じ︑自分の人生を
生きる人を増やしたい﹂﹁誰も取り残さな
い︑加害者も被害者もいない優しい社会を
つくりたい﹂￨そんな想いを原動力に︑コ
ーチングを通して今を生きる力を育むサポ
ートをする活動を行ってきた︒個人のクラ
イアントのサポートをする一方で︑最近で
は︑学校での講演や講座・講話などの活動
にも力を入れているという︒
2011年東日本大震災をきっかけに︑
ライフコ lチワールドでライフコーチング
を学びはじめ︑その後︑国際コーチング連
盟アソシエイト認定や日本親子コーチング
協会の認定を含む四つのコ lチ資格を取得︒
2016年に凶年勤めた会社を退職し︑ラ
イフコ lチとして独立して活動している︒
み つ は し 私 自 身 も3人の男の子の母親
としての子育て経験がありますし︑シン
グルマザlも経験しましたので︑最初は
若いお母さん方のサポートを中心に活動
をしていました︒その中で子どもの虐待
について切羽詰まった悩みや相談を受け
ることもありました︒昨年︑東京都と埼
玉県内の小・中・高校で講演や講話をす
る機会があり︑子どもたちが真剣に私の
話を聞いてくれて︑さまざまに受け止め
たことを自分ごとに変えていく様子を見
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たことで︑より若い世代に︑私が体験し
たことや︑学んできたことを伝えていく
ことに意味があるのではと感じました︒
また︑いろいろな困難を抱えた子どもた
ちに接している先生方に対しても︑私が
経験してきたことや叩年間コーチングの
手法を学んで実践してきたことをお伝え
して︑先生方にも︑子どもたちとのよい
関係づくりに役立てていただけたらと思
いました︒
高校での講演では︑みつはしさん自身が
幼少期から父親のアルコール依存症が原因
で両親が離婚し︑父親からも虐待を受けた
こと︑その後の接客業で人を笑顔にするこ
とに自分の価値や喜びを感じたこと︑価値
観の異なる夫との離婚と現在の夫との再婚︑
﹁誰かのためではなく自分の人生を歩みた
い﹂という思いからライフコーチングを真
剣に学んだことなどを話すと︑生徒たちは
わがことのように真剣に聞き︑講演後にも
質問や相談が寄せられたという︒
みつはしコーチングではスキルも大切
ですが︑人と人との関係ですからパート
ナーシップを確立することがより大切に
なってきます︒﹁自責﹂という言葉には
﹁自分を責める﹂という意味とは別に
﹁自分の責任で﹂という意味がありますが︑
ライフコーチングでは︑対話を通して︑
自分の思い込みに気づいたり︑大切にし
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ていた信念に気づいたりすることを通し
て︑人から言われたことをそのままでは
なく︑﹁自分の責任﹂で︑自分の人生を
選択していくことを手助けします︒また︑
そのような選択をした自分を信じるとい
うことも︑とても大切なポイントです︒

一コーチングを活かす場面は多い
最近︑学校の教員向けの研修などでも︑
コーチングの手法などを学ぶ機会が増えつ
つある︒小学生の段階では︑ティ lチング
の割合が高いが︑学年が進むにつれて︑コ
ーチングの部分が増えていく︒また︑コー
チングはコミュニケーションのスキルとし
て活用できるため︑子ども同土や教師と子
ども︑保護者なども含めた︑あらゆる人間
関係の円滑化などにも活かすことができる︒
みつはし先ほど︑誰かに言われてでは
なく﹁自分の責任﹂で選択をすること︑
またそのような選択をする自分というも
のを信じることが大切と言いましたが︑
こうした考え方が当たり前のようにでき
るようになれば︑いじめの加害者になっ
たり︑自殺を考えたりする時などに︑
﹁自分はこんなことをする人間ではない
はず﹂と自分にストップをかけられるよ
うになるのではないかと思っています︒
その意味では︑国語や数学などの教科
の学習が必修であるように︑学校教育の

中でこうしたスキルやコーチングの考え
方などは︑すべての子どもたちが学んだ
り経験できたりする機会が必要ではない
かと思っています︒
国際調査などをすると︑日本の子どもた
ちは自己肯定感が低いという結果が出る︒
学校などでも︑自己肯定感が育っていない
と︑﹁どうせ自分なんか﹂と自分を否定し
がちになる︒みつはしさんは︑自己肯定感
を育てる前に︑まずは自己否定をやめるよ
うにすべき︑と指摘する︒この自己否定は︑
自分でも明確に意識しないことが多いため︑
コーチングなどの手法を通して︑まずは自
分で自己否定をしていることに気づかせる
機会をもつことが必要になる︒
みつはし小学校などでは︑﹁人に言われ
ていやな言葉﹂(地雷ワIF)と﹁人に言
われて嬉しい言葉﹂(ラプワlド)を思い
つくまま書き出してもらうと︑すらすら
書ける子どももいれば︑地雷ワIドばか
り書く子ども︑書きたい一盲一葉はあるけれ
ど書けないという子どももいます︒ある
男の子が﹁嬉しい言葉を言われても︑裏が
あるのではと思ってしまう﹂とつぶやい
たことがありました︒その子にとっては
それがホンネであって︑人の冒一葉をなか
なか信じられないという子どももいます︒
そうした現状であっても︑素置に他人
からの言葉を受け止められる子どもに育
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ってほしいわけです︒コーチングの手法
を取り入れることで︑子どもが学ぶこと
は︑﹁自分にもできることがある︑自分
は自分でいいんだ﹂という自己肯定感の
アップ︑自己開示ができるようになり︑
未来について考えたり希望を持って想像
できるようになることです︒また︑人の
話の聞き方が身に付くことなどを通して︑
自分も人も大切にすることができるよう
になることがゴ lルと考えています︒

一コーチングができる力lドを開発

写真ピットイン力一ドの例
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がコミュニケーションを深める場合などに
使う﹁ピットインカ lド﹂(写真)の紹介本
(﹃子どもの心が驚くほどよくわかる!伝わ
る!魔法のピットインカ lド﹄日本文芸社
刊)を出しており︑みつはしさんも学校など
でのコーチングの指導などで活用している︒
ウサギが主人公のさまざまな場面の絵が表
示されており︑子どもに自分の今の気持ち
を説明してもらう時に︑言葉では難しくて
も﹁自分の気持ちに近い絵しを示しやすくな
る︒お枚のフィーリングカ Iドのほか︑コ
ーチが使う﹁質問カlド﹂と﹁どんな話をし
たいかしを示す﹁テ 1 マカ 1ド﹂がある︒
み つ は し ﹁ テI マカIド﹂には﹁一言え
なくて困っていること﹂﹁勉強のこと﹂
﹁将来のこと﹂などがあります︒以前︑
ある子どもの﹁今の自分の気持ち﹂を絵
カIドで示してもらったところ︑ネガテ
ィブを意味する寒色系の力lドを選んで
いました︒そこで私からは﹁本当はどう
なったらいい?﹂と質問します︒絵カー
ドは︑自分の気持ちを言葉で表現するの
が苦手な子どもでも選べますし︑どんな
力lドを選んでも︑それに賛同したり︑
否定したりしないで︑子どもの気持ちを
受け止めます︒その日の朝の気持ちを聞
いた後︑﹁今晩︑寝るときはどんな気持ち
でいたい?﹂と聞いたりします︒その選

んだ力lドをグループごとにシェアして
もらいますが︑同じ力 lドを選んでも︑
自分と別の子どもとでは︑選んだ理由や
気持ちが違っていることに気づきます︒
その日の朝の気持ちを示すカ Iドと︑寝
るときはこんな気持ちになりたいというカ
ードを見ながら︑自分の気持ちを変えるた
めに何をしたらよいのかを考えてもらう︒
コlチの聞では﹁夢を叶える作戦会議﹂と
呼んでおり︑﹁じゃ︑何からやっていこうか﹂
﹁他にもできることある?﹂﹁他の人の力を
借りられるかな?﹂などと︑整理しながら︑
その子どもの選択を勇気づけたり︑視野を
広げることにつなげるツlルとしている︒
みつはし自分が悩んでいることや苦し
んでいることを︑言葉で表現できなくて
も絵力lドで選ぷということだけでも︑
とても意味があります︒﹁本当はどうし
たい?﹂と聞くことで︑こうなってほし
いという思いを自分自身で確かめること
にもなります︒私自身が虐待や離婚など
を経験したことを話すことで︑同じよう
な家庭の悩みを抱えた子どもたちも話が
しやすいようです︒私自身は学校に常時
いるわけではないので︑悩んでいる子ど
もたちと先生や保護者の橋渡し役となれ
たらいいなと思っています︒
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