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1. 緒言 

チームでは、指導者によるコーチングが行われ

ている。コーチングは、本人の自発性がなければ

成立しないといわれている１）。本人の自発性を高

める方法として、セルフコーチングが挙げられる。

セルフコーチングとは、「自らの自発性によって、

問題を解決し、目標を達成していくための心内対

話」と定義される１）。自分自身がコーチになり、

自分の手で、自分を励ましながら自分の潜在能力

を開発し、自分の手で自分の人生を獲得すること

が目的である２）。セルフコーチングによって、一

人ひとりの力が伸び、結果としてチームの成績が

伸びるといわれている。しかし、一人ひとりの力

が伸びるだけではなく、コミュニケーションや協

調性といった、チームやチームメイトへの意識を

持つことが大切である。 
今回の研究では、セルフコーチングが、自己の

力を引き出すだけではなく、チームへの意識を変

える効果はあるのかを調べる。また、チームへの

意識に良い変化をもたらすことができれば、学級

経営でも同じことがいえるのではないかと思い、

高校生のクラスも対象とした。 
 

2. 研究方法 
2-1 調査対象  

茨城県立 M 高等学校女子生徒 65 名（１年生 31
名、2 年生 34 名）とＩ大学、男子バスケットボー
ル部（13 名）、女子バスケットボール部（12 名）、
陸上部（12名）、硬式野球部（13名）、女子テニス
部（4名）部員を対象とした。 
2-2 調査方法 

 無記名選択式（4件法 １：あてはまらない、２：

あまりあてはまらない、３：ややあてはまる、４：

あてはまる）の質問紙、「自己評価シート」と「チ

ーム（クラス）への意識に関するアンケート」を、

セルフコーチングの前後で実施し比較した。ワー

クシートは本間・松瀬らが作成したWISDOMモデル１）

に基づいたものを使用した。しかし、対象者に合

わせて、量を若干減らし、記述しやすいよう工夫

をした。 
2-3 調査期間 
 茨城県立M高等学校…平成 18年 12月 18日～平
成 18年 12月 22日 
 茨城大学運動部員…平成 18年 12月 19日～平成
18年 12月 26日 
2-4 分析方法  
セルフコーチング前後に実施したアンケートを、

統計分析ソフトSTATISTICAを使用して従属変数の

ｔ検定、クロス集計、各問いとの相関をみた。ま

た、質問紙の選択肢２：あまりあてはまらないか

ら、３：ややあてはまるへ移った人、またその逆

に移ったひとの変化は大きいので、２を１に置換

し、３を４に置換したデータでも分析を行った。 

 

3. 結果と考察 
3-1 高校生の学年別にみる比較 
（１）高校１年生の結果 

・セルフコーチングによって、自分がどんなとき

に疲れやすいかを把握するようになる。 
・セルフコーチングによって、クラスの中で自分

のよいところを活かしていないことに気がつく。

自分の強みを書き出すワークシートで、自分の

強みを知ったことによると思われる。 
・セルフコーチングの後で、クラスのみんなが目

標に向かって努力していることに気がつくよう

になる。 
表１ 高校１年生の結果 

           *p<0.05  **p<0.01 

問い 平均差 ｐ値 

J15「自分がどんな時に疲れやす
いかを把握している」 

-0.50 0.023*

C4「クラスの中で、じぶんのよ
いところを活かしている。」 

0.38 0.043*

C7「クラスには共通の目標があ
り、みんなが努力している」 

-0.67 0.006**

（表中のＪは自己評価シートの問い、Ｃはクラス

への意識に関するアンケートの問い、Ｔはチーム

への意識に関するアンケートの問いを示す。） 
 
（２）高校２年生の結果 

・セルフコーチングを実施することによって、１

日の終わりに自分を振り返るようになった。 
・セルフコーチング後で、自分のやっていること

に自信をなくすことがなく 
なった。自分の目標が明確になり、どう進んで

いくべきかがわかったことによると思われる。 
・セルフコーチングの後で、自分だけではなく、

クラスのみんなが目標に向かって努力している

ことに気がつくようになる。 
・僅かではあるが、セルフコーチングの後で、ク

ラスがまとまっていないときに、自分からまと

めようとする生徒が現れる。 
表２ 高校２年生の結果 

問い 平均差 ｐ値 

J14「１日の終わりに自分を振り
返る時間を持っている。」 

-0.35 0.044*

J20「時々、自分のやっているこ
とに自信をなくすことがある。」 

0.35 0.044*

C7「クラスには共通の目標があ
り、みんなが努力している」 

-0.61 0.017*

C20「クラスがまとまっていない
と感じたら、自分から声をかけて

まとめる。」 
-0.61 0.006**

             *p<0.05  **p<0.01 
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3-2 高校生目標別にみる比較 

（１）「志望校合格」が目標の高校生の結果 

・「志望校合格」を目標とした生徒は、他の生徒も

目標に向かって努力していることに気がつくよ

うになる。 
・それらの生徒には、自分やクラスの目標達成の

ために、クラスをまとめていこうという気持ち

が起こる。 
・また、自分の行動が、クラスにとって意味のあ

ることかを考えるようになる。 
表３ 「志望校合格」が目標の高校生の結果 

問い 平均差 ｐ値

C7「クラスメイトには共通の目標が
あり、みんなが努力している」 

-0.57 0.015*

C20「クラスがまとまっていないと感
じたら、自分から声をかけてまとめ

る」 
-0.53 0.022*

C21「自分の行動が、クラスにとって
意味のあることかを考えることがあ

る」 
-0.46 0.030*

              *p<0.05  **p<0.01 
 
（２）「部活動」が目標である高校生の結果 

 「部活動」関係の目標を掲げた生徒の結果は、

C7（表３を参照）のみに有意差が見られた。（平均
差-0.88、ｐ値 0.02）「部活動」に関する目標を掲げ
た生徒もまた、自分だけではなく、他の生徒も、

目標に向かって努力していることに気がつくよう

になるといえる。 
（３）目標が未記入であった高校生の結果 

 目標が未記入であった生徒は、J7「待っているの
が苦手だ」に有意差がみられた（平均差 1.87、ｐ
値 0.011）。この問いは辛抱強さや忍耐強さを聞く
問いである。セルフコーチングによって、これら

の生徒は待つことが苦手でなくなったということ

ができる。またこれらの生徒は 4 件法で、J12「1
日のやらなければいけないことにゴールをおいて

いる」に有意差が見られた。高校での目標は見つ

からなくとも、１日の中で目標を見つけるように

なったことがわかる。 
3-3 大学生運動部員全体の前後比較 

 ・大学生は、セルフコーチングによって、大事

なことを後回しにし、すぐにやらなければい

けないことに取りかかっていないことに気が

つくようになる。 
 ・この気づきが、１日のやらなければいけない

ことにゴールを置くようになったと思われる。 
 ・ゴールを置くようになったことが、１日の終

わりに自分を振り返る時間をとることにつな

がっていると考えられる。 
 ・大学生は、セルフコーチング後で、チームメ

イトから影響を受けやすくなる。 
 ・また、自分から声をかけて、チームをまとめ

ようとする学生が増える。 
表４ 大学生運動部の結果 

問い 平均差 ｐ値 

J1「大事なことを後回しにする傾向
がある」 

-0.60 0.006**

J12「1 日のやらなければいけないこ
とにゴールをおいている」 

-0.48 0.019*

J13「すぐにやらなければいけないこ
とにとりかかることができない」 

-0.60 0.006**

J14「1 日の終わりに自分を振り返る
時間をもっている」 

-0.42 0.033*

J18「自分の人生を完全に変えたいと
思っている」 

-0.42 0.033*

T9「チームメイトが練習を頑張って
いる雰囲気を感じ、影響されること

がある」 
-0.49 0.038*

T20「チームがまとまっていないと感
じたら、自分から声をかけてまとめ

る」 
-0.49 0.006**

              *p<0.05 **p<0.01 
 
4.まとめ 

 今回の研究では以下のことがわかった。 

1) 高校生の場合、受験への意識が高まっている 2

年生と、そうでない 1 年生では、セルフコー

チングの効果が異なる。 

2) 高校 1 年生は、セルフコーチングによって、

直接ワークシートで啓発していない内容の、

「自分の体調」に関する意識が高まった。 

3) 高校生は、目標があるかないかや、目標の内

容で、セルフコーチングの効果が変わってく

る。 

4) 高校生も大学生も、セルフコーチングの後で

少人数だが、クラスやチームをまとめようと

する学生や生徒が出現する。 

5) 大学生は、セルフコーチングによって現状を

見つめ、習慣を変えていくようになる。また

自己変革意識を持つ学生も現れる。 

このように、セルフコーチングは、高校生や大

学生の、チームやクラスへの意識に変化をもたら

すことがわかった。ニートやフリーターと呼ばれ

る若者が増える中で、高校や大学の教育現場にセ

ルフコーチングを取り入れることにより、少しで

も自分の目指すべきものを見出す契機になるだろ

う。さらに、自分の目標が明確になれば、他の人

にも目が行くようになり、チームやクラスのみん

なも目標にむかって努力している雰囲気を感じる

ことができるようになる。このことが、みんなで

目標を達成しようという気持ちを生み、少人数で

はあるが、チームやクラスをまとめる生徒や学生

も出現させる。学級担任や、チームのコーチは、

このようなリーダーとして可能性のある生徒や学

生を、コーチングによって引き出し、さらにチー

ムやクラス経営に役立たせることができるだろう。 

また、実施した高校の先生方から、ワークシー

トの内容が高校生には難しい、量が多いという指

摘があった。そこで、最後に高校生用のワークシ

ートの改良版を作成した。今後、この改良版ワー

クシートの効果を確かめたい。 
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