
コーチングにおける教師と生徒の関係 
 
 

1 
	 「コーチング」はよく聞く言葉だけれど、それでもしかしたら自分の「授業」を良く

することができるかもしれない、生徒を良くすることができるかもしれない。この文章

を読んでいるあなたはそう思っているかもしれません。実際、コーチングにはその力が

あります。今まではどうしても「うまく」いかなかった授業も生徒との関係も、コーチ

ングを使えば驚くほどうまくいく。そして生徒ばかりかあなた自身にとっても、「仕事」

であるはずの授業が「楽しみ」になる。コーチングはそのために作られたものなのです。 
	 でも「生徒を良くする」ってどういうことなのでしょう? 生徒を「うまく」指導する
ってどういうことなのでしょうか? 授業を静かにきちんと受けられるような生徒にす

ることでしょうか? あるいは生徒が校則を守れるようにすることでしょうか?  
	 もしあなたが、コーチングを、そうした、あなたの考える「良い」方向に生徒を引っ

張っていくための「技術」と考えているのだとしたら、あるいは「コーチング」とは、

生徒を「褒め」て導いていくための技術だとあなたが考えているのだとしたら、残念な

ことにそれは全くの誤解です。コーチングは、あなたが、あなたの考える
、、、、、、、

「良い」方向

に生徒を導いていく技術ではない。まして「褒める」という手段を使って生徒をコント

ロールする技術などではありません。 

 
	 そもそも「コーチング」で言う「コーチ(coach)」とは「馬車」のこと。馬車って、

乗り手の行きたい所に乗り手を連れて行くものです。それなのに、もし馬車が勝手に自

分の行きたいところに乗り手を引っ張っていったら? それって良い馬車だと言えるで
しょうか?  

	 コーチングも同じです。コーチとは、クライアントを、その人の行きたいところ
、、、、、、、、、、、

に連

れて行くもの。コーチが
、、、、

勝手に、あるいは「うまく操作して」クライアントを誘導する

ものではないのです。 

	 そうである限り、「コーチング」という考え方がまず一番最初にあなたに伝えなけれ

ばならないことは、もしあなたが生徒を「良く」したいと思うのなら、そして教育にせ

よ授業にせよ社員教育にせよあなたが本当にその生徒を「良く」したいと願うのなら、

あなたが「生徒を良くする」と思っている、その「良い」というあなたの
、、、、

価値基準を一

度、捨てなければならない、ということなのです。 

 



2 
	 では、どうしてあなたの持っている「良さ」を捨てなければならないのか? 
	 それはあなたが持っている「良さ」の基準が、生徒の「中」にある「まだ声になって

いない声」をかき消してしまうからです。 
	 「授業をきちんと受けられない生徒はダメだ」「校則を守れないと生徒は社会に出て

もやって行けない」「もっと勉強しないと受験に勝ち残っていけない」「教室の秩序をき

ちんと確保しなければならない」etc.・・・。あなたの中にはさまざまな基準が存在す
ることでしょう。もちろん、こうしたあなたの基準が「正当」であることはわかります。

いや、もはやあなたはこれを「あなたの
、、、、

基準」と呼ばれることにさえ違和感を持つかも

しれません。なぜならあなたからすれば、これらの価値は「大人なら誰でも」正しいと

わかっていることだからです。おそらくそれはその通りなのでしょう。 
	 でも、だからこそ、その正しいあなたの「良さ」は「強い」のです。それは生徒の「中」

にある、まだ声にもなっていない声をかき消してしまうに十分なほど強い。少なくとも

生徒は、そのあなたの「強さ」の前で、たよりない、かすかな自分の声を探そうとする

努力を完全にやめてしまうのです。 

	 コーチングが恐れるのはまさにこの事態です。 
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	 そもそも「教育」は、ドイツ語では Erziehung(Er外へ-ziehen引き出すこと)、ラテ
ン語では educere(e外へ-ducere導くこと)と言います。つまり、「教育」とは「<外から
>教え込むこと」ではない。「<外から>与えること」ではなく「<中から>引き出すこと」

を「教育」というのです。だとすれば「教師」とは本来、「外から与える」人ではなく

「中から引き出す」専門職のはずです。 
	 上から何かを(教科内容を、あるいはあるべき人格を)入れ込む=教え込むだけなら誰

にだってできる。大学生のアルバイトにだってできます。でも「引き出す」ことは難し

い。というのも、引き出すものは「まだ見えていない
、、、、、、、、

」からです。「引き出す」ことが

必要なもの、それはまだ「引き出され」ていない
、、、

もの、したがってまだ外に出ていない

もの、まだ「見えないもの」です。それは生徒の「中」で引き出されるのを「待ってい

る」。生徒の「中」で埋もれて眠っています。「外」からはそれは見えない。つまりあな
、、、、、

たにはそれが見えていない
、、、、、、、、、、、、

。でも、おそらく生徒自身にも
、、、、、、

それが何であるかは見えてい

ない。彼はそれが自分の中に「ある」とさえ思っていないかもしれない。それは今まで

見られることも聞かれることもなく放っておかれたものだからです。 

 



	 ここで教師は、まるでどこに行きたいのかがわかっていない乗り手を乗せてしまった

馬車と同じように・・・あるいは、まるで「何なのかよくわからない茶色の種
タネ

」を見て

いる植木屋と同じように、途方に暮れてしまうことになります。 

	 生徒の「中」に、引き出されるのを待っている「なにか」はあるのだろう。「種」は

きっと芽を出すことを待っているのだろう。でも、それが何の「種」なのか分からない

以上、どう育てればいいのかは教師にもコーチにも分かりません。 

	 だとすれば、とにかく待ってみるしかない。その種の様子を見ながら、その種の様子

を細心に注意しながら、いわば、その種に従っていく
、、、、、

こと。種が元気になるように、こ

れまでの植木屋としての経験と直感を総動員しながら、種の声を聴いていくこと。それ

が何かは分からないけれど、きっと「なにか」が育ってくるはずだと信じてその生徒と

つきあうこと。そうするしか、「引き出し屋」としての教師にできることはないのです。 
	 哲学者のハイデガーはこれを「聴従」と言っています。聴き従うこと、あるいはその

ものの「下に」自分の身を置いて、そのものに従ってそのものの声を聴く
、、、、、、、、、、、、、、、、、

ことです。上

にいる教師が下にいる生徒を教え導くのではない。教師と生徒が対等に向き合うのでも

ない。教師は生徒の下に
、、
身を置くのです。上に立って教え込むのではありません。「社

会で有益な植物を想定してその植物になる
、、
ように種を育成する」のではありません。教

師は生徒の下にいて、それまでの自分の経験や価値観をいちど棚上げにして、そして生

徒の中の「伸びようとする声」に聴き従うのです。「種の中からどんな植物が芽を出し、

成長していくかを、引き出す専門職として細心に、種に聴き従い
、、、、

、待つ
、、
」のです。 
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	 「聴く」こと。あるいは「待つ」こと。コーチングの本質はここに尽きます。 
	 ですがこれはもちろん、「生徒に」従うこと、あるいは放置しておくことではありま

せん。生徒に従うことと生徒の「中」の声に従うことは同じではない。先生が「生徒の

言うこと」に従うことは、むしろ生徒を放置することに他なりません。それは「聴き」

従っていることではなく、聴いていないこと、聴き逃していること、「待たない」こと、

むしろ耳を閉じていることなのです。 

	 例えば生徒は「タバコ吸いたい」と言うでしょう。あるいは「有名大学に行きたい」

と言うかもしれません。この二つは違っているように見えて実は同じことです。生徒は

「自分の声」で話しているのではないのです。やみくもに大人の声に耳を塞いで反抗し

ているのかもしれない。逆に常識や「大人=世間の価値観」という他律を内面化して、
それで自分で考えているつもりになっている場合だってあります。世間や周囲から承認

されるために、たいていの場合、生徒は自分の声を聴く前に、友達や、あるいは大人の



声に自分の声を同一化してしまっている。みんなが「良い」というものに自分もなりた

い、みんなが欲しいというものを自分も欲しい、そうして承認してもらいたい。「タバ

コ吸いたい」わけでも「有名大学に行きたい」わけでもないのです。「本当は
、、、

どうした

いか」は自分でもわかっていないのです。わかっていないのに、「タバコ吸いたい」と、

あるいは「有名大学に行きたい」と言ってしまう
、、、、、、

のです。それを自分の
、、、

声だと思い込ん

でしまうのです。 

	 その生徒に「任せる」、あるいは「勝手にさせる」のはまさに「勝手にしろ」という

こと。自分の声を探すことも知らないまま周囲や世間に同調し、その声を自分の声だと

思い込んでそこに自分を投げ込んでしまっている生徒をそのまま見捨てることに他な

りません。 
	 それではいったい、どうすればいいのでしょうか? 
	 声を探すヒマがあるのならいっそのこと開き直って「良い声」を生徒に与えればいい。

そう考える教師もいます。いずれにしても私たちは世間から離れて生きていける訳では

ない。だとすれば、世間で通用している「良い価値」に声を同一化させれば良いではな

いか。そうすれば少なくとも世間で生きていくのに困ることはない。大人になってから
、、、、、、、、

ゆっくり自分の声を探せばいい、と、そうあなたも考えるかもしれません。実際、これ

まで行われてきた「教育」というものはたいていその立場をとってきたのです。 
	 でも、それで本当に今まで「うまく」いってきたのでしょうか? 生徒はそういうあな

たの期待に応えて、ぐんぐんとあなたの考えるような「良い」子になってきたのでしょ

うか? もし本当にこうした価値の「教え込み(ティーチング)」で生徒が「良く」なるの
なら、「コーチング」など全く必要ないでしょう。ですが、むしろ「もちろん私は、生

徒を私の思う通りの良い人間に育てています」と胸を張る先生や、「私は先生の言う通

りの人間になりました」と言う「素直」な生徒を見て違和感を持つ人も(私を含め)多い
のです。もちろん教師の成長期待はある。生徒に良くなってほしいと願わない教師はい

ません。ですが、その「あなたが考える良さ」を、本当の「良さ」だと言えるのか? あ
なたの考える価値の方向に生徒を導いて良いと本当に言えるのか? 実際、そうやって教
え込まれて大人になって、それからゆっくり自分の声を探せるのか? 

	 それでは間に合わない
、、、、、、

のです。 
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	 たしかに社会が必要とする価値はある。その価値を身につけるべく整えられた教室環

境で決められたルールに従い効率的な時間割と合理的なカリキュラムに従って勉強す

れば、短期的には生徒は「成長」したように見える。成績の向上も期待されるでしょう。



世間的に見ればそれは「良い」ことです。そうした環境に置かれた生徒は「恵まれてい

る」とも言えるでしょう。自分で苦労しなくても、その生徒達は与えられた秩序に従い、

与えられた課題をこなしていけば「良い」。空間の秩序に従えば「誉められる」し、承

認される。従わないと「叱られる」というムチが待っています。それはわかりやすいモ

チベーションにもなるかもしれません。 
	 しかしそれでは早晩、生徒は疲弊してしまいます。アメとムチで縛る教育は、アメと

ムチがなければ続いていきません。しかも、こうした「指示・命令」で構成された「統

制型」の環境に置かれた生徒には「自分で苦労する自由」がない。彼らには、自分の、

また誰かの「問題」に悩んだり、誰かと相談したり、それを解決したり、自分たちの環

境を良くしたいと願ったり、衝突したり、どのルールを守りどのルールを変えたいか/
どんなルールを新しく作ればいいか、それらをみんなで相談したりする自由がありませ

ん。そんな必要もありません。なぜならそんなことをするのは「効率が悪い」からです。

エラーもトライも効率が悪い。だからこそそんな「問題」は最初から注意深く取り除か

れているのです。生徒たちに期待されているのは与えられた秩序に「従う」こと、与え

られた課題を「こなす」こと、教えられた正解を覚えることであって、自分で課題を「作

る」こと、オープンな問いに迷い続けていくことではない。 
	 こうして「統制型」の環境の中で生徒は学んでしまうのです。与えられた「指示・命

令」の声に従えばいいのだということ、自分の(あるいは誰かの)内的な声なんて誰も聴

いてくれないしそんなものを探すのはそもそも無意味なのだ、ということを。 

 
	 ですが、もし、生徒たちが自分の声を聴くことを尊重されたらどうでしょう? あるい

は自分の声、他者の声を聴くことをむしろ要求される
、、、、、

教育空間で生徒たちが学んだらど

うなるでしょう? 与えられた課題をこなすことではなくて自分の/自分たちの問題を
「探す」ことを、与えられた秩序に従うのではなくて自分が/自分たちが本当に納得で

きる秩序を「作る」ことを、もし生徒たちが要求され、期待され、承認されたらどうな

るでしょう? 
	 自分や他者の声を探し、それを聴き、それらが暗示する問題を共有し、それを他者と

相談し、解決していく彼らのプロセスは、そのまま彼らが「自分が/自分たちで生きて
いく」ことを学ぶ学習プロセスでもあります。だとすれば、そうした彼らの学習空間は、

テーマとして取り上げられる授業のコンテンツだけでなく、同時に
、、、

「自分が/自分たち

で生きていく」ことを学ぶ空間にもなるのです。 

 
	 でも、どうすれば生徒は自分の声を探せるようになるのでしょうか? 



	 それはなかなか難しいことです。ずっと「自分の声をスルーすること」を学んできた
、、、、、、

生徒は、自分の中の声を聴くことも、また他者の声を聴くこともできません。「与えら

れた課題やルール」と「個々の生徒」が効率的に結ばれている「統制型」空間の中では、

生徒と教師も、また生徒同士もお互いの声を聴く必要がない。だとしたらそれを学ぶチ

ャンスはそこにはなかったのですから。 
	 生徒が自分の声を聴いてみようと思うようになるのは、一心に聴いてくれる聞き手が

いて初めてのことなのです。 
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	 その聞き手に、もしあなたがなりたいと思うなら、どう始めればいいのか? ここでは
ほんの少しだけ、そのことについて話してみたいと思います。 
	 普通、コーチングは、傾聴・承認・質問で構成されています。「傾聴」とは、コーチ

自身の答を押し付けるのではなく、相手が相手自身の答を探せるように、相手と共に相

手の心に聴き入っていくことを言います。ところが、ここでコーチである教師はけっこ

う頑強な抵抗にぶつかります。先述のようにたいていの人は自分の声を聴くことをして

いない。自分の心を世間の声でいっぱいにしているのが普通です。だからコーチが一生

懸命に聴こうとしても、まずその相手自身が「自分の声なんて無い」と思い込んでいる

のです。「無いものをあると言われても・・・」と生徒は迷惑そうに言うかもしれませ

ん。「自分の声なんてどうでもいいよ、世間に合わせればそれでいいでしょ」と言うか

もしれません。せっかくあなたが聴いてあげようとしているのに
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

、生徒は自分の声を聴

こうとせず、のらりくらりと、また聴かれるなんて面倒臭いという冷めた態度であなた

の傾聴を拒絶します。「そんなもの」どうでもいい、と生徒は言います。自分の声なん

て尊重してはいないのです。でもそれはその声をまだ誰からも尊重されたことがないか
、、、、、、、、、、、、、、、、、

ら
、
なのです。だとすればそれは私たち大人の責任なのではないでしょうか? 

	 ようやく生徒があなたと話し始めたとしても、あなたの目から見て「パッとした答」

はなかなか出てこない。だって生徒は自分の声を聴くことに慣れていないのですから。

それでもコーチは生徒の中に「答」がきっとある、生徒は「答」を持っていると信じな

ければならない。でなければ傾聴ができない
、、、、

からです。どんな生徒でもその生徒自身の

声を聴き自分の人生を生きていく権利があるのだ、それを誰かが操作することは許され

ることではないのだ、と強く信じ、生徒を「承認」し、生徒が生徒の道を進んでいくと

信じることがなければ、傾聴を続けることはできません。もしコーチの中に湧いてくる

答をそのまま伝えたら、それは生徒自身の解決を横取りすることになります。したがっ

て、聴いていく
、、
というのはただぼんやり聞いていることではなく、さまざまな「質問」



を投げかけながら、そしてコーチ自身の中にあるさまざまな「操作」への誘惑を退けな

がら、あくまでも相手と一緒に
、、、、、、

、相手に従って
、、、

、相手と共に
、、
考えていく

、、
、という能動的

な聴き方ということになります。それはむしろ、コーチが生徒のために、生徒と一緒に

戦う闘いであるとさえ言えるでしょう。それは自分との、そして
、、、

生徒との闘いでもあり

ます。ですが同時に、もしこの強い承認と、どんな人にも自分で生きていく権利がある

のだという強い信念があれば、傾聴は続いていく
、、、、、

=闘いは続けられていくのです。だと

すれば、コーチングとは一回で終わる魔法の自己啓発などではありません。ただ続けら

れていくことの中にだけ、真の傾聴はあるのです。 
	 そして、どこまでも相手と共に、相手の中に埋もれている声を聴いていく

、、
という、こ

の生徒と教師の関係の中に、はじめて、生徒自身の、自分の声を聴く勇気が生まれてく

るのではないでしょうか。 

 

7 
	 さて、傾聴の関係が生まれると教室はどう変わるでしょう? 
	 先程も述べたようにコーチングは「関係」を生むものです。それは生徒と教師の関係

を、そしてそのことを通して生徒の自分自身との関係を、さらに生徒同士の関係をも生

んでいくのです。教師が生徒の中にある(はずの)主体性を聴き続けていくこと、たとえ
今はまだ稚拙な答であったとしても、その答が生徒自身のものであることを心から教師

が喜んで生徒の声を聴いていくことは、その生徒を変える。そして確実に教室という学

習空間を変えるのです。 
	 例えば「地理」の「氷河・乾燥・カルスト台地」の単元授業を取り上げてみましょう。

「氷河? 乾燥? カルスト台地? なんだ、全然違うものがなんで一つの単元なんだ?」と
思われるかもしれません。でもこれは現行の教科書で実際「一つ」の単元なのです。生

徒の中にもブツブツつぶやく小さい声がしています。「なぜこんなに違うものが一つの

単元に詰め込まれているのか?」「そもそも地理なんてなぜ自分が学ばなければならない
のか?」「氷河なんてどうでもいい」「教室ってなぜか眠くなる」「板書を写すと手が疲れ
る」・・・これらの「雑多な」声は、声にならない声のまま生徒の中に埋もれています。

「統制型」ならそれらの声は無視され聴かれないまま、学習内容が伝達されていくでし

ょう。こんな問いにいちいち応えていたら、「授業は進まない」、「教室は崩壊してしま

う」のですから。 

	 ですが傾聴の関係が生きていれば話は違います。疲れた生徒の顔を見て教師はすぐに

問いを始めます。「疲れるのが悪い」(教師の声の押しつけ)のではなく「なんか疲れて
ない?(笑)」(傾聴)となるはずです。「なんか授業疲れちゃうんだよね」(生徒)でいいので



す。それから「どうすればいいか」が始まります。「疲れず、しかももっと学習効率の

良いやり方はないのか?」。もちろんこの問いは教師とその生徒だけのものではありませ
ん。生徒の中にも、もしかすると教師の中にもその声に共感する声は必ず隠れているの

ですから。それならみんなで聴いてみんなで考えればいいのです。すぐに答が出なくて

もいい。少なくともその生徒だけでなくそこにいる全員が
、、、、、、、、

、自分の声を尊重してもらえ

ることを学ぶのです。そしてもしすぐに答が出ないとしても、問いは生徒と教師全員の

中に共有されたまま、いつか共同で
、、、、、、

答が出せる日を待つのです。「地理をなぜ自分が学

ばなければならないのか?」にしても同じです。なんとなくモヤモヤしている不満は、
外に出され、互いに傾聴されて、全員の、共同の問題になるはずです。それは「地理」

の終わる 3 月まで持ち越されるかもしれません。でも、「なぜ地理を学ぶか」という問
いこそ、実は地理学の本質であり、地理学が生徒に与えたい視点なのです。 

 
	 さて。「氷河・乾燥・カルスト台地というこんなに違う三つの地形が一つの単元に詰

め込まれているのか?」という「疑問」。 
	 これは実際に、ある高校でのコーチングを用いた実験授業で出された問いでした。こ

の「問い」は、もしかすると「疑問」というより「意味が分からない」という「不満」

だったのかもしれません。「教科書」というものに対する、あるいは自分たちに勉強を

押し付けようとする大人への「反抗」だったかもしれません。ですがその授業ではこの

「疑問」はそのまま取り上げられ、全員で問われました。いったいなぜ「この三つの地

形がなぜ一つの単元に詰め込まれているのか?」「それは正当なのか?」。ただちにそのま
、、、

ま
、
「三つの地形に共通するもの」が探されました。教科書と、そして生徒たちが持って

いるすべてのツール(地図帳、スマホでの検索。どこまでを「ツールの範囲」とするか
も生徒同士で決定)を使って、誰かの「不満」が、全員の共同の問題として取り上げら
れたのです。そしてこの「不満=問い」の上に、教科書には明示されていなかった、実

はこの単元が真に伝えたかったこと=「「水」こそ地球の表面を削り、地球の姿を作って
いるものであること、地球は真に「水の惑星」であること」があらわになってきたので

す。その共同の探求がいかにスリリングで、しかも全員の紐帯の感じられるものであっ

たか! たまたま授業終了 5分前に大きな地震が起きて緊急放送が流れる中、立ち上がる
生徒は一人もいませんでした。その間ずっと、全員が資料を調べ、真剣な議論を続けて

いたのです。 

 
	 毎回の授業はこのように進められていきます。それは教師の説明ではなく、生徒の「不

満」や「疑問」から始まる授業です。それは教師が与える授業ではなく、その都度生ま
、、



れる
、、
授業なのです。初めは声にならない声を、教師が傾聴すること。そして生徒自身が

やがては自分の声を傾聴する=発信していくことができるようになること。生徒同士が
お互いの「問い」を傾聴し、共同の問いとして全員で解決していこうとすること。それ

を、あるものは毎回の授業のテーマとして、そして別のあるものは一年間持ち越される

全員の問題として、全員で担い続けていく
、、、、、

こと。 
	 こうして生徒は自分の声を聴くことを学び始めます。同時に彼は他者の声を聴くこと

も学ぶでしょう。生徒は自分たちの問題を、それが学習課題であれ、関係や空間の問題

であれ、またそれが「誰」の問題であれ、自分たちの共通の問題として、一緒に考え、

一緒に解決しようとするようになるでしょう。 

	 生徒が、生徒たち自身の問いを生徒たち自身の共同の力で明らかにしていくこのプロ

セスこそ、生徒が学習内容を、そして「自分が/自分たちで生きていく」ということを
学ぶプロセスに他なりません。コーチングから始まるこの傾聴の空間の中で、生徒は「学

ぶ」ということを真に学ぶことができるようになるのです。問いを立て、問いを問い続

ける力を、学び続ける力を、生徒は得ることができるようになるのです。同時に生徒は、

自己と他者を聴き続けようとする力、そのために共同の闘いを続けていこうとする力を、

自分の中に感じることができるようになる。そして必ずこの傾聴の関係はシナジーとし

て全体にプラスのスパイラルを作っていくでしょう。 
	 その空間こそ、すべての私たちをつなぎ=同時に解放する、真の民主主義の空間なの

です。 
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