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みつはしあきこさんに聞く⑧
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一教師・保護者と連携して

前回 (2月幻日付1602号)で紹介し
た﹃魔法のピットインカ lド﹂の絵カ lド
などは︑遊び感覚で問いかけや答えを探し
ながら︑自分でも気づかなかったホンネや
﹁こうなりたい﹂という願いに自分自身が
気づくきっかけを与えてくれる︒特に小学
校段階では︑こうした絵カ lドを活用する
と子どももコーチングになじみやすく︑学
級経営などに活用している教師もいる︒絵

カ1ドは言葉がなく︑ウサギを主人公にし
たラインスタンプのようなデザインのため︑

楽しく︑親しみゃすい︒情緒障害なども含
めて課題を抱えた子どもでも答えやすいメ
リットもある︒

みつはしさんは学校などでの講演や講座
などの時︑﹁ライフコ lチ﹂という教師と
は異なる立場の外部の専門家として紹介さ
れるが︑子どもの側からすると︑親や教師
のように自分と近すぎる存在とは違って︑
少し距離があることで安心して自分の気持
ちを話せるというケ l スもあるという︒
みつはし学校の先生方は︑授業や学級
経営などを通して︑子どもたちを育成し
ていくということが本務ですので︑私た
ちのようなコーチングの専門家をうまく
活用していただき︑互いに連携しつつ︑
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それぞれの役割を果たしながら︑子ども
たちを複数の視点で見守っていげればと
思っています︒私自身も親からの虐待を
経験し︑当時は周りの大人に助けを求め
ることはできませんでしたが︑子どもを
見守る大人の目が多ければ︑虐待にとど
まらず︑いじめなどのトラブルの発見な
どにもつながるのではと思います︒また︑
ライフコIチという外部の立場だからこ
そできる子どもたちとの関わり方もある
と考えています︒
みつはしさんが保護者の個人的なサポー
トだけでなく︑教師との連携を重視するの
は︑子ども・保護者・教師の3者の良質な
コミュニケーションができる環境づくりが
大切︑と考えているからだ︒子どもには自
己受容と他者信頼︑生きる力や主体性の育
成︑いじめ・いじめられ防止を通して﹁自
号 分も人も信じる力を育てる﹂ことを︑保護
E 者には親子・家族の信頼関係︑親としての
1・
嗣‑R 自己受容感︑虐待防止などを通して﹁心配
開一何 よりも信じる力を身に付ける﹂ことを︑そ
して教師には︑子ども・保護者との親頼関
概
E‑m 係や教師同士の信頼関係︑アクティブ・ラ
臨
一ングや道徳の授業への活用などを通し
m P て﹁働き方改革や負担の削減﹂などにつな
aR怯包圃﹃がるような環境になってほしいと言う︒
圃畑︑
みつはし新しい学習指導要領のもとで︑
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これからの時代にはものごとに主体的に
関わっていく人聞が求められています︒
子どもによって価値観も異なると思いま
すが︑自分が本当にやりたいことを見つ
け︑どうすれば実現できるのかを考えて
いく手助けとなるコーチングができれば
と考えています︒
高校3年生に講演をする機会があり︑
進路や生き方について迷ったら︑﹁損得
や誰かの正解・不正解ではなく︑どんな
選択をした自分を好きになれるか﹂を判
断基準にしてはと話しましたが︑多くの
生徒さんの心に残ったようです︒

一人生はドライブのようなもの
就職や進学など︑進路の決定は子どもに
とっては人生の一つの岐路となるが︑特に︑
子どもからすると﹁失敗﹂することを極端
に避ける傾向が見られたり︑保護者や教師
も︑安定性であったり将来性であったり︑
子どもにとって良かれと思うアドバイスを
しがち︒そこで︑みつはしさんはそれまで
の経験から﹁人生はドライブのようなもの﹂
という話をしているという︒
みつはし初めて‑自転車に乗る練習をし
ているときに︑誰しも転んだりする経験
はあると思いますが︑それを﹁失敗﹂と
は思っていません︒私はライフコIチと

いう職業を位歳の時に選びましたが︑そ
れまでに経験したことはすべて意味があ
ると思っています︒人生はドライブのよ
うなものですから︑時にはすごく遠回り
をしたからこそ︑たくさんの景色や人に
出逢えたと捉えています︒ドライブの仕
方は人それぞれです︒早く目的地につい
て遊んでもいいですし︑ゆっくりと途中
を楽しんでもいいのです︒でも︑どのよ
うな選択をしても︑そのような選択をし
た自分を好きか︑という回線で考えてほ
しいという思いがあります︒
学校や教育機関向けには︑決められた時
間・授業の中でテ!?を絞って実施する
﹁単発講座・授業﹂︑児童・生徒向けには対
話型ワークショップ形式で﹁毎日をもっと
楽しくするコーチング講座﹂や講演形式で
﹁働くって︑なに?﹂などをテ 1 7にした
プログラムを提案している︒このほか年聞
を通じて︑子ども・保護者・教師向げの授
業や講座︑個別サポートなどを実施する
﹁スクールコ lチ﹂も可能だ︒
みつはし埼玉県の小学校で﹁リーダー
シップ﹂というテl マでさまざまなゲス
卜ティ lチャーが話をする授業があり︑
わたしは﹁ライフコ lチ﹂という職業に
ついて説明しました︒事前に私のホIム

ベIジを子どもたちに読んでもらって︑
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当日は質疑応答という形になりましたが︑
小学生には﹁コ Iチ﹂というとスポーツ
などで技術的な指導をしてくれる人とい
うイメージが強いようでした︒﹁ライフ
コIチ﹂は︑何かを教える人ではなくて︑
それぞれの人が生きていく上でのサポー
トをする人であること︑私自身が親の離
婚で祖父母に育てられたことで︑周りの
大人の表情に敏感な子どもだったこと︑
そのことが大人になって接客業にとても
役立ったことなど︑自分の弱みと思って
いたことが︑﹁強み﹂にもなったことな
どを話しました︒

ZOOMなどを活用したオンライン講座や

ライフコ lチとしての仕事では︑学校関
係以外でも︑保護者向けの子育て講座︑社
会人の女性向けのキャリア支援講座なども
実施してきた︒例えば︑保護者向けの子育
て講座では︑﹁親子の自己肯定感を高める
コーチング講座﹂﹁ 7 7の自己肯定感を高
めるワークショップ﹂﹁子育てパパママへ
伝える︑自分とのコミュニケーション術﹂
などを実施してきた︒女性向けキャリア支
援講座では︑﹁モチベ 1ションを上げるセ
ルフコーチング﹂﹁ネガティブ感情に振り
回されず自分との信頼関係をつくるコーチ
ング講座﹂など︒また︑コロナ禍のもとで︑

一オンライン講座なども実施
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個別コーチングなども実施しているという︒
みつはし保護者や社会人向けのライフ
コIチの仕事だけでなく︑昨年からは学
校関係での講演や講座にも力を入れ始め
たのは︑高校での講演で生徒たちが真剣
に私の話を聞いてくれたこと︑講演が終
わってからも熱心に質問などをしてくれ
たり︑泣きながら悩みを話してくれたり︑
感想などを寄せてもらって︑高校生もし
っかり自分の問題と向き合って︑真剣に
考えているのだな晶︑と改めて感じたこ
とがきっかけでした︒彼ら︑彼女らの真
華な思いや悲痛な叫びを︑保護者や先生
方だけでなく︑広く社会の一般の方にも
知ってほしいと思いました︒同時に︑高
校生たちのことを真剣に考えている大人
たちが周りにいることを高校生にも知っ
てほしいと感じました︒
学校にはスクールカウンセラーが配置さ
れたり︑養護教諭などもいるが︑カウンセ
リングとコーチングは︑それぞれに良さが
ある︒カウンセリングは︑相手の話をその
まま受け止めてくれる点に良さがあり︑コ
ーチングは受け止めたうえで﹁本当はどう
したい?﹂などと問いかけることで︑自分
の枠から一歩出て︑前向きな気持ちゃ意欲
を引き出す効果がある︒
みつはし本物の自己肯定感を育てるた
めには︑肯定する前に否定をやめること

が大切です︒そのためにも︑私たち大人が
彼らを否定することをやめ︑ただただ存
在を承認していく︒本来︑彼らは自分で
肯定感を伸ばしていく力を持っています︒
命の重さはみんな同じ︒すべての人が﹁自
分は生まれてきてよかった﹂と自分を肯
定できるように︑﹁どうせ自分なんて﹂
と自分の存在を否定してしまわないよう
に︑私たちにはでさることがあります︒
子どもたちは︑言ってみれば﹁未来﹂
がいっぱいつまった希望の塊のような存
在です︒ですから︑子どもたち1人1人
の可能性や意欲を引き出すことは︑その
﹁未来﹂の一つにつながると思います︒
コーチングについてもスキルを学ぶだけ
でなく︑その考え方や在り方︑子どもの
可能性を引き出す﹁問いかけ﹂について︑
保護者や先生方も理解が深まることで︑
子どもにとっても相乗的な効果が期待で
きます︒私自身も3人の子どもの子育て
をしていますが︑時に失敗をしたり︑つ
まずくことがあっても︑最終的には﹁生
まれてきて良かった﹂と自分を肯定でき
る人になってほしいと思っています︒昨
今のコロナ禍で将来への不安を感じなが
ら暮らしている子どもたちも多いからこ
そ︑﹁未来への希望﹂を育むことの大切
さを痛感しています︒
みつはしあきこHSUE‑HSFEES‑g目
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