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１．はじめに
・Coaching is unlocking a person’s potential to
本論文では，メディア・リテラシーの学びの支援と

maximize their own performance. It is helping them to

してのコーチングの導入について検討を行う。まず，

learn rather than teaching them.（Whitmore 1992）

2 章ではビジネスコーチングとして普及しているコー

Directly concerned with the immediate improvement

チングや教育コーチングに関する研究や実践を概観

of performance and development of skills by a form of

し，コーチングで求められる要素を明らかにする。続

tutoring or instruction.（Parsloe 1995）

いて 3 章ではメディア・リテラシーの学びの支援とし

・Coaching aims to enhance the performance and

てのコーチングの導入について検討をする。これらの

learning ability of others. It involves providing

検討によって，教員がメディア・リテラシーの学習者

feedback, but it also uses other techniques such as

に行う学びの支援の方向性を明らかにする。なお，

motivation, effective questioning and consciously

と

matching your management style to the coachee’s

言うが，本論文では一般的なコーチングの文脈では

readiness to undertake a particular task. It is based on

「コーチィ」
，教育におけるコーチングでは「学習者」

helping the coachee to help her/himself through

コーチングを受ける者を

Coachee

や

Projedi

dynamic interaction – it does not rely on a one-way

と表記する。

flow of telling and instructing.（Landsberg 1996）
・Coaching is the art of facilitating the performance,

２．コーチングとは

learning and development of another.（Downey 1999）
２．１

・A collaborative, solution-focused, result-oriented and

語の定義と整理

コーチングは，スポーツの指導をはじめ，現在ではビ

systematic process in which the coach facilitated the

ジネス，医療などの領域で幅広く研究・実践が行われ，

enhancement of work performance, life experience,

それらのコーチングの実践が教育現場にも導入されて

self-directed learning and personal growth of the

いる。しかし，コーチングの語源は，もともと1830 年代

coachee（Grant 1999）

にオックスフォード大学で チューター を示す俗語と

・ICF defines coaching as partnering with clients in a

して使用されていたところであり，コーチングという語

thought-provoking and creative process that inspires

を1 対1の支援的な関係として用いたのは教育現場が初

them to maximize their personal and professional

めてである（Campbell & Nieuwerburgh 2018）
。

potential.（ICF https://coachfederation.org/about）

コーチングの定義は，分野によって様々である。以
Law（2002）は，様々なコーチングの特徴を以下の

下に，いくつかの定義を提示する。

＊ 1 東京学芸大学大学院 連合学校教育学研究科（184‑8501 東京都小金井市貫井北町 4‑1‑1）
＊ 2 TAC 日本語学舎代表，Alexander 社認定コーチ（101‑0062 東京都千代田区神田駿河台 2‑1 OCC ビル 5F）
＊ 3 東京学芸大学 ICT センター（184‑8501 東京都小金井市貫井北町 4‑1‑1）
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3 点に整理している。すなわち，①個人の潜在能力や

以 上 の 定 義 や 語 の 整 理 に 加 え，van Nieuwerburgh

可能性を開放し，その人自身のパフォーマンスを最大

（2012）は，教育におけるコーチングについて以下の

化すること，②支援的アプローチ（教えるというより

ように定義している。

は学びを助けること），
③教示的アプローチ（パフォー
マンスの向上と能力の開発に直につながること），④

・A one-to-one conversation focused on the enhancement

確立された治療的アプローチに基づいたコーチングモ

of learning and development through increasing self-

デルによる，職場や人生におけるパフォーマンスの深

awareness and a sense of personal responsibility, where

まり，である。これに対し，Grant（2005）は，コー

the coach facilitates the self-directed learning of the

チングに共通する概念を以下の 5 点に整理している。

coachee through questioning, active listening, and

すなわち，①コーチとクライアントは，権威主義的な

appropriate challenge in a supportive and encouraging

関係ではなく，支援的，協調的，そして平等であるこ

climate.（van Nieuwerburgh 2012）

と，②問題の分析よりも解決方法を探ることを優先す
ること，③クライアントは重度の精神的な問題を抱え

この定義には，教育指導者にとって 3 つの重要な要

ていないこと，④協同的な目標設定が強調されるこ

素 が 含 ま れ て い る（Campbell & van Nieuwerburgh

と，⑤コーチは必ずしもクライアントが選んだ内容に

2018）
。一つ目は，教育指導者には，現場における学び

関する直接経験が必要ではないことを挙げている。こ

と発展の機会を提供する最終的な責任があること。二

れに近いものとして，Stober & Grant（2006）は Grant

つ目は，生徒やスタッフのより高いレベルの自己認識

（2005）の①〜④に加えて，⑤コーチは，コーチィと

（self-awareness）
，
（ 学びに 対 する）責 任 感（a sense of

同じ分野の高水準な専門的知識無しで良い結果へと促

personal responsibility）
，そして自律的学習（self-directed

すことができるという考え，をコーチングの基本的な

learning，以下 SDL）を促進すること。三つ目は，教育

特徴として挙げている。

指導者が，支援的かつ促進的な教育環境の創設の重要

上記のコーチングの特徴や共通概念において，最も

性を十分に理解することである。

異なるものは精神的な治療（カウンセリング等）を行

コーチング・セッションなどを行う場合，コーチは

うか，治療的なアプローチを行うかどうかである。現

コーチィが話す内容やテーマに関する経験や知識を必

場でコーチングを行う実践者は，カウンセリングの資

要としない（Grant 2005, Stober & Grant 2006, Alexander

格を所持していることがある。また，Kimsey-House

2010）
。これは，コーチィが抱える課題に対する最も良

ら（2011）は，コーチングとカウンセリングでは重複

い解決法はコーチィ自身が持っていることを前提とし，

する手法や用語がありその境界は明確ではないとして

コーチの役割はその解決法を対話によって引き出すこと

いる。しかし，療法士は情緒面の問題の診断や心の傷

だからである。コーチングの目的は自律的学習を支援・

を癒すこと等について訓練を受けるに対し，コーチは

促進することであり，教示やアドバイスなどといった指

診断や心の傷を癒す訓練を受けているわけではない。

示的アプローチ（Direvtive approach）によって，コー

カウンセリングとの共通部分も多いが，コーチングで

チィを解決策や結果に向けて方向付けることはない（van

は治療を行うことが主目的ではないという点で両者は

Nieuwerburgh 2012, van Nieuwerburgh 2016）
。 し か し，
教育現場でコーチング・セッションを行う場合，専門的

明確に異なる。
Spence（2006）は，コーチングの定義を概観する 2

知識を持つ教員が学習者に対して働きかけを行う場合

つの基本的な方向性を指摘している。すなわち，①特

が考えられる。これらの「専門的知識を持つコーチ」と

定の目的，②プロセスの種類である。これらに加え

「専門的知識を必要としない（持っていない）コーチ」

て，③支援（Facilitation）と自律的学習（self-directed

の 2 側面の働きかけを，van Nieuwerburghら（2019）は，

learning）の重視，も挙げている。①は，例えば組織

メンタリングと比較しつつ，対話的アプローチ（dialogic

内の文脈で価値づけられる能力の向上に重きを置く，

approach）と支 援 的アプ ローチ（facilitative approach）

職場におけるコーチングなどである。②は，Parsloe

に分けて整理している。なお，コーチングと近接領域の

（1995）等に見られる，教授（teaching）と直接教示

違いなどについては，2.2 節において詳述する。

（direct instruction）を主要素とするコーチングなどで

コーチングの特徴として，日本ではコーチングをコ

ある。③は，Whitmore（1992）や Landsberg（1996）等

ミュニケーション・スキルであると紹介している場合

に見られる，コーチィは自分自身の解決法を練ること

が多い。しかし，コーチングをそのように定義する

が出来るという考えのもとに行うコーチングである。

と，コーチとクライアントの関係性や，個人の成長目
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表１

コーチングとメンタリングの比較（van Nieuwerburgh ら 2019 筆者訳）

教育におけるメンタリング：
指示的アプローチ

特徴

教育におけるコーチング：
対話的アプローチ

教育におけるコーチング：
支援的アプローチ

関係性

師―弟子

パートナー

ファシリテーター

意思決定者

メンター

コーチィ

コーチィ

コーチの専門知識

専門的実践と専門的能力の開発
に関する知識

効果的なコーチの能力と専門的
実践に関する知識

効果的なコーチの能力に関する
知識

コーチィの知識

知識とメンターに関する専門知
識を前提とする

十分な経験はあるが，追加知識
が必要になることがある

経験と資源，人間関係がある

思考

メンター主体で考える

コーチとコーチィがともに考え
る

コーチは，コーチィが考えるこ
とのできる自由な環境をつくる

会話形式

主張（Advocacy）

質問と主張

主に質問

目的

迅速な学びと発達

教育者と学習者の成果の向上

教育者と学習者の成果の向上

標や行動，コーチングのプロセス全体への視点など，

による指示的な支援手法ではコーチとコーチィのコン

コーチングの最も重要な部分がコーチングの学習者に

トラクトがないため，コントラクトに基づいて対話を

伝わらない恐れがある。また，テクニックのみに関心

行うコーチングと決定的な相違がある。

が向くことにより，クライアント中心ではなく企業の
倫理やコーチングを行う上司や医療者の目標が優先さ

２．３．２

れ，その実現のために利用されるといった間違った使
い方をされることが懸念される（西垣 2013）
。

コーチングとメンタリング

カウンセリングとコーチングは，その目的も対話も異
なるが，メンタリングとコーチングは，一つのまとまり

以上の語の定義と整理から，教育におけるコーチン

とし て 他 領 域 と 比 較 さ れ る こ と が あ る（Bachirova

グでは，自己認識や学びに対する責任感を育みなが

2007）
。また，メンタリングとコーチングでは1 対 1の

ら，学習者の自律的学習を促進することが不可欠な要

プロセスを重視し，行われる活動や実践，能力なども

素であるといえる。

似ている特徴を持つ（Garvey 2009）という指摘もある。
さらに，Lawら（2007）は，メンターとメンティーの立

２．２

コーチングと他領域との比較

２．３．１

場がより平等となり，メンティー主導で進むメンタリン

コーチングとカウンセリング

グなどもあることから，英国ではメンターとコーチング

コーチングは，カウンセリングと同じように語られ

の違いは明確ではないとしている。しかし，メンタリン

ることがあるが，それらには共通点と相違点がある。

グでは，経験豊かな人（メンター）が未熟な人（メン

カウンセリングは，カウンセラーが診断と治療を通し

テ ィ ー） に 専 門 知 識 を 伝 達 す る こ と が 目 的（van

てクライアントの精神的な健康の維持を支援する手法

Nieuwerburgh & Barr 2017）である。また，メンターと

であり，心理的な問題や機能不全を取り除くことが動

メンティーの人間関係がメンティーの利益に焦点を当

機である。一方，コーチングは，学習者の主体性や自

てる場合もあるが，それはコーチングとは同じではな

律的学習を促すための支援手法の一つであり，コーチ

い（van Nieuwerburgh 2019）
。

とコーチィがフィードバックの方法などに関する約束

van Nieuwerburgh ら（2019） は， メ ン タ リ ン グ と

事（コントラクトやアグリーメントという）を決めた

コーチングを比較し，コーチングを対話的アプローチ

上で，主に積極的傾聴や開かれた質問，フィードバッ

（dialogic approach） と 支 援 的 ア プ ロ ー チ（facilitative

クを通した対話によって支援をする。その目的は，人

approach）に分けて整理している（表 1 ）
。メンタリ

生をより良くし，パフォーマンスを向上させることと

ングは，未熟者の支援の中でメンターがアドバイスや

している。

提案を行う指示的アプローチに近い一方で，コーチン

カウンセリングとコーチングでは，重複する手法や

グは，積極的傾聴や開かれた質問などを通じてコーチ

用 語 が あ り， そ の 境 界 は 明 確 で は な い（Kimsey -

が学習者の自律的学習を支援する非指示的アプローチ

House et al. 2011）
。しかし，カウンセラーは精神的な

に近い，としている。特に，支援的アプローチでは

問題を診断しその傷を癒す訓練を受けている一方，

コーチとコーチィは対等であり，コーチングの関りに

コーチはそのような訓練を必要としない。また，コー

おいてはコーチィが意思決定者となる。コーチは，傾

チングで精神的な問題を扱ったり心的療法を行ったり

聴や言い換え，質問などを通してコーチィとアイディ

することはない。加えて，「教示」や「アドバイス」

アを共有しながら励ます。また，
（a）コーチィ自身が
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向上のためのリソースを持っていることと，
（b）専門
的知識の共有は，コーチィの自信を無くさせ，コー
チィ自身の解決策の発見を妨げ，すなわちコーチィの
進展を妨げることがある，という考えのもとに働きか
けを行い，支援的アプローチでは教科の専門的知識を
持ち込む必要はない。対話的アプローチは，コーチと
コーチィは対等であり，コーチィが意思決定者である
ことなどの支援的アプローチに見られる特徴と共通す
る部分がある。一方，コーチィが発見した方法を改
善・向上させる可能性がある場合は，コーチィに対し
てコーチの専門性を差し控えることをしない。両アプ
ローチに共通する点として，コーチはコーチィに対し

図１

教 育 に お け る コ ー チ ン グ の た め の 世 界 的 枠 組み
（Campbell 2016）

てアドバイスをすることはない。適切な方法を選び改
善する究極の意思決定者はコーチィであり，コーチは
選んだ選択肢の実践や，選択肢の効果に関する情報の
収集などを行うからである。以上の内容から，教育現
場でコーチング・セッションを行う場合，教科内容や
教授法などの専門的知識を持つ教員は，メンタリング
とは異なるコーチングの手法を行うのに最も適した位
置にいることが分かる。
図２

２．３

GROW モデル（Alexander 2005 筆者訳）

コーチングの研究

コーチングの研究は，①教育におけるリーダーシッ

コーチングの実践や研究は，日本では大学で行われる

プ，②専門的実践，③コミュニティエンゲージメント

ものの報告が多い（例えば大石 2010，斉藤 2015，吉

（学校を超えたコミュニティにおけるコーチングの実

田 2015）が，コーチングの実践が広く行われている

践のこと。例えば両親のコーチングによる支援等），

英国などでは，大学の他にも小学校や中学校，高等学

そして④生徒の達成やウェルビーイングの 4 つに分け

校（van Nieuwerburgh 2012）などでの実践報告も豊富

られる（Campbell 2016 図 1 ）
。

にあり，日本においてもそれらの実践・研究が求めら

①には，コーチへのアクセスはリーダーシップ実践

れる。

において役立つことを明らかにした研究（James-Ward
2013）や ，コーチングを導入しようとする指導者は，

２．４

まず自身を成長させる必要があることを明らかにした

コーチングのスキルと枠組み

コーチングは，コーチング・セッションとして対話

研究（Creasy & Paterson 2005）などがある。②には，

による支援を行うことが多い。対話における基本的な

コーチングを通した教育実践の質向上に関する研究

コーチングスキルとして，傾聴，共感，詳細な探索，

（Knight 2007, Knight & van Nieuwerburgh 2012）などが

確認，要約，挑戦，理解，探検，言い換え，反映，目

ある。③には，コーチングスキルの訓練を受けた保護

標設定が挙げられる（Centre for coaching 2014）。また，

者は，彼らの子どもとよりよい関係を気づくことがで

van Nieuwerburgh（2019）は，傾聴，心の傾注（Being

き，子どもたちの学びを支援する能力を高めることが

present）， 共 感， 簡 潔 で あ る こ と， 明 確 化， 質 問，

できたことを明らかにした研究（Bamford et al. 2012）

フィードバックを与えること，をスキルとして挙げて

などがある。④には，学校のスタッフが行うコーチン

いる。これらのスキルを土台として，コーチング・

グによって生徒のレジリエンスやウェルビーイングが

セッションでは GROW モデル（Alexander et al. 2005 図

増 す こ と を 明 ら か に し た 研 究（Campbell & Gardner

2 ）などの枠組みを用いて対話によって支援を行う。

2005, Green, Grant & Rynsaardt 2007）などがある。
GROW モデルはコーチに最もよく使われている枠組
み（Whitmore 2002）で，Graham Alexanderが開発しJohn
Whitmoreの著書「Coaching for Performance」で広めら
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れたものである。

「この問題を解決する他の方法はどのようなもので

コー チング・セッション で 行 わ れ る 対 話 は 主 題

しょうか」
「どのようなアイディアがありましたか」

（Topic）を決めた後に，目標（Goal）
，現実（Reality）
，

「どのようなことを試してみましたか」のようなオー

選択肢（Option）
，まとめ（Wrap-up/ Way foward）とい

プンエンドの質問を行うことが効果的である。このよ

う 4 つの段階を経る。まず，コーチとコーチィが信頼

うな基本的な質問ののちに，「ほかの人はどのように

関係を醸成しつつ，セッションの最初にはコーチィが

行っているのでしょうか」
，「もしあなたがこの分野の

このセッションで何を取り上げて対話を重ねるか，コー

専門家だとしたらどのようにしますか」などの質問を

チが尋ねるところから始まる。質問の例として，コー

行い，コーチィが様々な方法（選択肢）を考え出す過

チは「どのようなトピックを取り上げたいですか」
，

程を支援する。この際に，コーチはコーチィに対して

「どのようなテーマに焦点を当てることが重要ですか」
，

特定の行動を行うように促すことをしない。
最後の段階では，挙げられた様々な方法の中から，

「今日は何についてお話ししましょうか」などのような
発問から始める。しかし，トピックは最終的にコーチィ

具体的な行動に移すものを決定する。質問の例とし

が決定する。コーチは，これまでのコーチィとの関わ

て，コーチは「どの方法が一番魅力的ですか」
，「どの

りで認識した問題点に固執したり，予め用意していた

方法があなたにとって際立っていますか」
，
「あなたの

トピックに誘導したりすることは行わない。

方法についてどのように思いますか」などの質問を行

次に，このセッションにおける目標をコーチィが設

う。コーチィが方法を選んだのちには，その方法を選

定する。達成可能な目標を限られたセッション時間で

んだ理由をコーチが尋ねる。質問の例として，
「その

設定する場合，SMART ゴール（Alexander et al. 2005）

方法を魅力的に見せるものはなんでしょうか」
，
「選ん

を用いるのが有効である。これは，設定する目標が，

だ方法の中には，どのようなつながりがありますか」

具体的（Specific）
，測定可能（Measurable）
，達成可能

などである。最終的な方法を決定する前には，
「ほか

（Achievable）
， 関 連 性 が あ る（Relevant）
，追跡可能

の選択肢にはどのようなメリットがありますか」「も

（Trackable） で あ る か 考 え る 枠 組 み で あ る。 な お，

しその方法を取らないとしたら，その理由は何でしょ

Neenanら（2002）は，Rを realistic としている。また，

うか」のような質問を行うことで，コーチィが他の方

Whitmore（1992）は，Tを Timeframed ，Doran（1981）

法も吟味していることを確認する。また，「それをい

は time-related ，Neenanら（2002）は time-bound とし

つ行いますか」などの言葉掛けによって，実践に移す

ている。質問の例として，コーチは「このセッション

具体的な方法を決定し，セッションを終了する。

で達成したい目標は何ですか」
，
「セッションが終わっ

GROW モデルは，その過程が直線的であるなどの

たときに，どのようになっていればこのセッションが

指摘（Cavanagh 2013）がなされている。しかし，セッ

価値あるものになりますか」といった質問を行いなが

ション内の各段階では様々なことを話し，問題が起こ

ら，目標の設定を支援する。

るとその段階を行ったり来たりする（Alexander et al.

続いて，コーチがコーチィの状況などについて質問

2005, Alexander 2010）。また，GROWTH モデルなどの

を行い整理する。この段階では，セッションの目標が

拡 張 も 試 み ら れ て お り， 方 策（Tactics） と 性 格

定まっているため，コーチは目標を達成するための具

（Habits）が加えられている（van Nieuwerburgh 2019）
。

体的行動に関する話題に行きがちである。しかし，

しかし，方策と性格で話される内容は GROW モデル

コーチには，コーチィが現実に直面する機会や，コー

のまとめの段階（Wrap-up）で取り扱われるものであ

チがコーチィを決めつけずにその課題を吟味する環境

り，どちらを使うかはコーチの判断に委ねられる。

を用意することが求められる。質問の例として，コー
チは「あなたの状況を聞かせてください」
，
「現在の状

３．メディア・リテラシーの学びの支援としてのコー
チングの導入

況をどのように理解していますか」
，
「どのようなこと
を行ってきましたか」「どのようなリソースがありま

３．１

コーチングの導入の目的

メディア・リテラシー教育では，自分のメディア史

すか」「何が起こることを期待していますか」などの

やメディア日記の作成などのメディア分析，新聞や

ような質問を行う。
コーチィの現実が詳細に説明され，セッションの目

CM の制作などのメディア制作，制作した作品の発表

標の見直しなどを行った後，コーチィがその課題に取

やオーディエンスとのやり取りなどの双方向メディア

り組み前進するための方法について共に吟味をする。

活用などの活動を行う（中橋ら 2004）。このような教

この段階では，「どのような方法が考えられますか」

育実践は，批判的思考力や表現能力，コミュニケー
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３．２．１

概要

は，生徒が将来出会うであろうメディア・テクストに

メディア・リテラシーの学びの過程で，コーチング

対して，生徒自身がクリティカルな判断を下せるよう

によってどのように支援を行うのか。2018 年にある

に自信を持たせ，クリティカルな成熟を促すことであ

高等学校で行った実践研究（高橋ら 2020）を参考に，

る。また，メディア・リテラシー教育の目的は，単な

コーチングによる働きかけについてまとめる。

るクリティカルな自覚と理解ではなく，クリティカル

埼玉県にある私立中高一貫校では，選択講座「メ

な自律性である，としている。メディア・リテラシー

ディア・リテラシー」（情報科）が開講されている。

の学習者は，新しい事態に対してクリティカルな思考

これは高校 3 年生が受講する科目であり，2018 年度

をどの程度適用できるか（Masterman 1995）
，が問わ

は 20 人が受講した。この授業では，自分のメディア

れることになる。言い換えると，教師のいない自身の

史やメディア日記の作成といったメディアの分析，

日常の文脈で起こる様々な出来事に対し，批判的思考

CM 制作といったメディア制作，制作したメディアの

や情報の表現・発信，コミュニケーションを通じて自

発信活動，相互評価を行い，学習者のメディア・リテ

律的に学ぶことができるのか，ということが主要な課

ラシーを培うことを目的としている。また，授業期間

題となる。学ぶ者が

中 に は， 希 望 す る 学 習 者（2018 年 度 1 学 期 は 5 人 ）

教師のいないところで

自らの

学習に自律的に取り組み，達成目標について計画を立

に対してコーチング・セッションによる支援を行っ

て実行したり評価したりする力は， 教師のいるとこ

た。学習者 A が作成した振り返りシートを質的に分析

ろ

で教師が自律的な学びを志向する支援をすること

した結果，コーチング・セッションには以下の 4 つの

によってその育成が可能になると考えられる（高橋ら

効果が見られた。すなわち， 1 . 目標設定， 2 . 対話に

2020）。

よる問題解決， 3 . 自己認識・気づき， 4 . 学びの転移

UNESCO（1979）は「個人もしくは集団が自ら開始
し，自らの学習プロジェクトに関して，その計画立

の意欲である。また，セッションを重ねるごとに，学
習者とコーチとの信頼関係の醸成が見られた。

案，実施，評価の第一義的な責任を引き受ける学習の
過程」のことを自律的学習（SDL）と定義している

３．２．２

コーチングの過程

（Timus 1979）
。これは，独立学習（Independent learning）

コーチング・セッションを始める際には，コーチと

とは異なり通常は教師や友人，あるいは制度の援助を

学習者との信頼関係を築くことから始まる。その後，

受けて行われるとされる。また，田中ら（1993）は学

1 回目のセッションでは，学習者のテーマや課題に

習者の自律的学習を進める第一ステップは学習目標や

沿って対話を進め，学習者に行うフィードバックの方

学習過程，学習環境といった「学習の意識化」である

法を学習者が決定する。例えば，学習者 A は「映像を

とし，これには教師のコンサルティングなどの働きか

通して伝えたいことを伝えるスキルを育て，生活に取

け が 重 要 な 役 割 を 果 た す と し て い る。 ま た， 梅 田

り入れていくこと」を目標としており， 1 回目のセッ

（2005）も，学習者が自らのニーズやレディネスにつ

ションでは学習者の映像制作に関わる予定を決定し

いて認識を深め，学習目標を意識化することが自律的

た。そして，2 回目のセッションにおいて予定と実際

学習の第一歩であるとしている。よって，メディア・

に行った事柄を話し，その際にフィードバックを返

リテラシー教育においては，コーチングで目標とされ

す，ということも学習者が決定した。フィードバック

る

の方法は，テクストやオーディエンス，生産・制作の

パフォーマンスの向上

く， 学びの意識化

を第一に目指すのではな

を第一に目指すことによって自

観点をもとに，対面で行うことを決定した。

律的学習を促すことができると考えられる。なお，学

2 回目以降のセッションでは，引き続き話し合う内

びの意識化を行うことによって自律的学習が促進さ

容を学習者が決定し，前回のセッションからの進展を

れ，結果としてパフォーマンスの向上が起こることが

確認する。また，生じた問題点を明らかにし，解決策

考えられる。しかし，コーチングによる学習支援で

を列挙しつつ現実的な策を選択し，予定を立てる。こ

は，学習者の学びの意識化を支援・促進することが強

れらの過程は，すべて学習者が最終的に決定する。例

調される。

えば，学習者 A は映像制作を行う過程で，テーマ設定
やロケハンの方法，映像編集についてコーチからの
フィードバックを求め，コーチは学習者と決定した方
法に則ってフィードバックを返した。この過程では，
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セッション内で支援的アプローチをとりつつも，ロケ

声を聞き，「自ら学び，自ら考える」個人が「主体

ハンや映像編集などのメディア・リテラシー教育の内

的・自律的」に行動できる「強い個人」であり，その

容にも言及した対話的アプローチをとっている。

ような人が「自己責任」を担いうると想定される自己

学習者が最終的な決定を行う理由として，学習者の

責任社会の建設に強い危機感を示している。興味・関

学 習 に 対 す る 意 識 や 学 び の 主 体 性（Ownership of

心に根差した内発的動機づけに導かれた高い意欲や自

Learning）を育むことが挙げられる。そのため，コー

己実現を求める欲求は，望ましく普遍的な目標の様に

チが学習者に対して教示やアドバイスなどといった指

見える。しかし，個人の確立と自己責任が求められる

示的アプローチによって，学習者を解決策や結果に向

なかで，現実では結果の不平等と，機会の平等の大前

けて方向付けることはない。学習者の希望なくアドバ

提となる意欲や努力の不平等が起こっている，という

イスを始めることは主体性を損なうことにつながるた

ことを指摘している。

め，コーチングではこのような支援は行わない。な

コーチングによる働きかけでは，学習者の抱える課

お，学習者が「アドバイスが欲しい」と希望する限り

題だけではなく，学習者の取り囲む環境やリソース，

において，コーチはアドバイスを行う。学習者からの

これまでの体験などの様々な事柄について対話を重

希望がなく，かつアドバイスが必要であるとコーチが

ね，言葉化を行う。そして，その課題に取り組み自身

判断した場合は，学習者にアドバイスをする許可を求

に変化を与えるのは学習者自身であるという意識

める必要がある（Bresser et al, 2010）
。なお，学習者に

（Ownership of Learning）を育むことがコーチングの目

よってはアドバイスを求める必要性に気づいていない

的である。コーチは，学習者の行動に対して責任を追

場合もあり，その際にはコーチが

及するのではなく，コントラクトに従って学びを支援

提案

を行うこと

は可能である。

することが大きな役割なのである。

セッションを通して，学習者は自身の学びに対して
責任を持ち，学習の意識化を通して自律的学習を行う

４．まとめと今後の課題

ことが可能となる。メディア・リテラシー教育におい
て，学習者は

教師のいないところ

で批判的思考を

本論文では，メディア・リテラシーを学ぶ学習者に

し，情報を適切に表現・発信し，建設的なコミュニ

対し，学びの支援としてのコーチングについて考察を

ケーションを取る，といったところが大きな課題とな

行った。教育におけるコーチングでは，自己認識や学

るため，自律的学習を目指すコーチングはメディア・

びに対する責任感を育みながら，学習者の自律的学習

リテラシーの学びの支援として最も適切であるといえ

を促進することが不可欠な要素である。また，コーチ

る。

はコーチィに対して傾聴，質問，フィードバック等
（支援的アプローチ）を行い，並行して専門知識を背

３．３

導入の課題

景とした支援（対話的アプローチ）も行う。これに

学習者が最終的な決定を行うことで，学習に対する

よって，学習者は，日常生活で起こるメディア接触な

意識や学びの主体性が培われる。これは，学習者に学

どに際し，批判的に物事を考え，情報を表現・発信し

びの責任を持たせ，自己決定を促す働きかけのように

ていくメディア・リテラシーの過程で学びを意識化

も見える。しかし，コーチングでは，コーチがコー

し，自律的学習へとつながると考えられる。

チィに対して自己決定の責任を問うことや，問題が解

今後の課題として，高橋らの実践（2020）は，学習

決できなかった際に「自己責任」として切り捨てるこ

者 A に対し複数のセッションを通じて学びの支援を

とはない。

行っているが，実際の教育現場にいる多くの教員に

佐貫（2012）は，自己責任について「自己責任イデ

とって，授業時間外に 30 〜 60 分ほどのセッションの

オロギーは，勉強ができない自分という自己認識にお

時間を設けることは難しい。従って，現場で働く教員

いて決定的に自分を責め，無力感を押しつけ，
「自分

でも行うことのできるコーチングの働きかけについて

自身からの排除」に陥らせる」と指摘している。そし

検討を行い，実践研究を重ねる必要がある。

て，自己責任論を克服するために，「自分のための学
習，自分をエンパワーする学習の発見，自分が主体的
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学習支援としてのコーチングの導入に関する検討
―― メディア・リテラシーの学びの意識化を目指して ――

Incorporating Coaching Approach as a Means of Enhancing Learners’
Ownership into Media Literacy Education

高橋

敦志＊ 1・高橋

秀雄＊ 2・和田

正人＊ 3

TAKAHASHI Atsushi, TAKAHASHI Hideo and WADA Masato
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Abstract
In this paper, the author examined coaching as learning facilitation in media literacy education. It is necessary for
coaching in education that coach focus on the enhancement of learning and development through increasing self-awareness
and a sense of personal responsibility, where the coach facilitates the self-directed learning of the coachee. In media literacy
education, self-directed learning through nurturing critical thinking, expression and communication is a key matter. Thus, the
skills of setting goals, taking action to solve problems, and evaluating the outcomes, which are directly linked to selfdirected learning, can be neutered by the coaching approach.
Keywords: Coaching, Self-directed learning, Media literacy
Center for Information and Communications Technology, Tokyo Gakugei University, 4-1-1 Nukuikita-machi, Koganei-shi,
Tokyo 184-8501, Japan

要旨 :

本論文では，メディア・リテラシーを学ぶ学習者に対し，コーチングによる学びの支援について考察を

行った。教育におけるコーチングでは，自己認識や学びに対する責任感を育みながら，学習者の自律的学習を促
進することが不可欠な要素である。また，メディア・リテラシー教育では，批判的思考や情報の表現・発信，コ
ミュニケーションを通じて自律的に学ぶことができるのか，ということが主要な課題となる。そのため，学ぶ者
が 教師のいないところで 自らの学習に自律的に取り組み，達成目標について計画を立て実行したり評価した
りする力は， 教師のいるところ で教師が自律的な学びを志向する支援をすることによってその育成が可能に
なると考えられ，自律的学習を促進するコーチングは学びの支援として適していると考えられる。
キーワード : コーチング，自律的学習，メディア・リテラシー
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