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大学生のキャリア・ディベロップメントと

コーチングの有用性に関する実証的研究

APositiveStudyfortheRelationbetweenCareerDevelopment

ofaCollegeStudentandCo-activeCoaching

牛窪潔

問題の背景

「学校基本調査」によれば、2003年に大学を卒業した学生の進路の内訳は、

就職者（全国：５５０％、沖縄県：38.8％)、進学（全国：１１４％、沖縄県：９．１

％)、フリーター（全国：４６％、沖縄県：５５％)、無業者（全国：２２５％、

沖縄県：42.7％）となっている｡('）

特筆すべきことは、就職率の低さと同時に無業者の増大が著しいことであ

る。2000年の統計と比較すると、現在の無業者の割合は３倍から４倍に増加

しており、特に沖縄県については進学も就職もしていない若者が４割以上を

占めている。また就職者のうち、３年以内に離職する若者の割合が６割を越

しているのが実｣盾である。さらに、このような憂慮すべき状況が続く中、企

業側からは「現在は就職難であると同時に採用難である」という、現実を評

価する厳しい本音の声が攝かれている。これはまさに企業側が求める人材の

レベルに到達していない学生が多すぎるという指摘であるが、大学教育に携

わる教職員としては、学生のキャリア・ディベロップメント・プログラム

(以下、ＣＤＰと表現する）の見直しと更なる充実に向けた取り組みをして

いくべき必要性を再認識させる声でもある。

研究目的

本研究の目的は、上述した問題に対して、大学の現場レベルでいかなる対

策的施策を講じていくべきかを、マネジメントの理論的根拠に依拠しながら、
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仮説・検証型分析手法を用いて究明することにある。本研究の具体的な仮説

として、「コーチングをベースとする個別指導の導入と、学生のキャリア・

ディベロップメントに対する意識変化及び自己啓発意欲の向上との正の因果

,性」を提起し、５年間にわたり大学現場にて実施してきたコーチングに基づ

く個別指導の結果を、下記研究課題の側面からアンケート調査と追跡聞き取

り調査によって実証的に検証し、その成果と課題を報告・提言してみること

にする。

さらに、コーチングによる個別指導の有用性を明らかにすることによって、

上述した問題解決の第一歩になりうるこも、本研究が目指す目的の一つであ

る。

なお、本研究の課題と基本構成は、以下の通りである。まず学生の立場か

ら見た大学のＣＤＰに関する実J盾を把握する。次に学生一人一人の自己認識

の度合いを確認した上で、コーチングよる個別指導が学生たちの自己認識に

どのような変化をもたらしたかを明らかにする。さらに、求められるコーチ

の資質及びコーチング導入に際して留意すべき問題や課題を提起する。最後

に、コーチングによる個別指導の評価と今後の対策的方向,性に関する提言を

してみることにする。

調査対象者と調査の実施

本調査の対象者は、過去５年間において学生時代にコーチングを体験した

卒業生が38名、今年コーチングを体験した現役学生（４年生）が26名、コー

チングを体験したことのない現役学生（４年生）が29名、以上93名を対象に、

アンケート調査と追跡聞き取り調査を行った。

なお、調査の実施にあたっては、2004年８月に調査対象者の自宅宛に直接

アンケート用紙を郵送し、同封の返信用封筒にて回収した。なお、現役学生

に対してはアンケート調査用紙の提示と回収は直接手渡しで行った。アンケー

ト用紙の配付数120票に対して93票の回答が寄せられ、有効回答率は77.5％
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であった。追跡聞き取り調査については、現役学生には直接会うことによっ

て、卒業生には電話や電子メールにて、質疑応答を行った。

第１章大学のキャリア・ディベロップメント・プログラムに

関する実情

本章では、大学が提供している学生へのＣＤＰ諸施策に対する学生側の評

価に基づき、その実'情と問題点を明らかにし、さらに効果的なＣＤＰ施策の

あり方について論じてみることにする。

大学のＣＤＰ諸施策に対する学生の満足度と重要度との比較分析

満足度一一

}導項目平均値平均値干均値の差Ｆ準偏差ｔ値自由度有意

①進路相キ導３５０

②模擬面接}導３６６

③自己か析+導３４４

④職業観のキ導３２１

⑤資格等のキ噂２４８

６エト

⑦卒業生のキ導３１０

８ヒォスマ噂

⑨就職情報収集法２９７２９

大学が提供している学生へのＣＤＰ諸施策（９項目）が学生のニーズをど

れだけ満たしているか、さらにそれぞれのＣＤＰ諸施策が学生にとってどの

程度重要なものなのかを５点反応尺度（５：満足・重要、４：やや満足.や

や重要、３：どちらともいえない、２：やや不満足．あまり重要ではない、

１：不満足・重要ではない）で尋ねてみた。

結果は上図表に整理したごとく、大学が提供しているＣＤＰ諸施策に対す

る学生の「満足度」は、2.5から3.5の範囲であり、満足の領域（４以上）を

示している施策は一つもなかった。

これに対して、それぞれのＣＤＰ諸施策が学生にとって「どの程度重要な

－１６３－

満足度

平均値

重要』性

平均値

｢満足度」 ｢重要性」

平均値の差 標準偏差 t値 自由度 有意確率

①進路相談指導 3.50 4.58 -１０８ 1.18 -7.225 6１ ､000
＊

②模擬面接指導 3６６ 4.44 -0.79 1.36 -4.534 6０ ､000
＊

③自己分析指導 3４４ 4.48 -ＬＯ５ 1.34 -6.180 6１ ､000
＊

④職業観の指導 3２１ 4.24 -1.03 1.46 -5.569 6１ ､000
＊

⑤資格等の指導 ２４８ 3.52 -ＬＯ３ 1.28 -6.350 6１ ､000
＊

⑥エントリーｼｰﾄ記入法 2.56 3.54 -0.98 1.43 -5.366 6０ ､000
＊

⑦卒業生の指導 3.10 4.13 -１０３ 1.37 -5.366 6１ ､000
＊

⑧ビジネスマナー指導 2.63 3.84 -1.21 1.56 -6.109 6１ ､000
＊

⑨就職情報収集法 ２９７ 2.93 -0.97 137 -5.531 6０ ､000
＊
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ものか：重要'性」については、3.5から４５の範囲にあり、高い重要度を示し

ている。

さらに、「満足度」－「重要'性」の値は、その殆どが1以上を示しており、

それぞれの平均値の差の検定では、全てのＣＤＰ諸施策間に有意差があるこ

とが明らかになった。

学生にとって、大学が提供するＣＤＰ諸施策へのニーズと期待は高いもの

の、実際に提供されているサービスに関する満足度や充足度は低くなってお

り、大学側の学生に対するキャリア開発の方針と具体的な施策を見直す必要

性があることが伺える。

とりわけ、進路相談･進路指導、模擬面接指導、自己分析指導、職業観の

指導、卒業生による実践指導に関しては、全て「４以上の重要‘性」を指摘し

ており、その指導内容の性格から判断して、「学生一人一人との対話に基づ

くサポートシステム導入とその充実」が求められているのではないかと考え

られる。

コーチング（個別指導）が望まれるＣＤＰ諸施策

岸
一二一

〕ｆＨｅｓＤｃ ｣ａｃｔ０

①進礎

②模擬面

③Ｅ

④職業観０

⑤資 j％

5.9％

⑦尊 ７

⑧

⑨就職情斬 5.9％

９３validcaes

そこで上記仮説を検証すべく、現在、大学が提供しているＣＤＰ諸施策の

中で、どの施策が、－対一の対話に基づくサポートシステム（コーチングに

基づく個別指導）として適切であるか、もしくは望ましいかを学生に尋ねて

みた。

－１６４－

｢指導項目」 ｢Count」 ｢PactofResponses」 ｢PactofCases」

①進路相談指導 7８ 23.4％ 83.9％

②模擬面接指導 6１ 18.3％ 65.6％

③自己分析指導 5２ 15.6％ 55.9％

④職業観の指導 3４ 10.2％ 36.6％

⑤資格等の指導 1０ ３０％ 10.8％

⑥エントリーシート記入法 2３ 6.9％ ２４７％

⑦卒業生の指導 2９ 8.7％ 31.2％

⑧ビジネスマナー指導 2１ 6.3％ 22.6％

⑨就職'情報収集法 2３ 6.9％ 24.7％
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前頁図表が、大学が提供している学生へのＣＤＰ諸施策のうち、コーチン

グをベースとする個別指導によって行った方が望ましいと思う項目を調べた

調査結果である。なお、学生の有効回答数は93人であり、複数回答可とした。

調査の結果としては、「①進路相談・進路指導｣、「②模擬面接練習｣、「③

自己分析指導」の３項目に関してコーチングをベースとする個別指導を学生

が強く望んでいることが伺える。さらに「④職業観に関する指導」と「⑦卒

業生による個別指導」も比較的高いニーズを示している。

このような結果から判断すると、学生のキャリア開発に対する支援体制と

して、集合教育的なサポートシステムに加え、上記ＣＤＰ諸施策に関しては、

学生一人一人との対話に基づくマン・ツー・マン体制のサポートシステムの

強化と充実が学生の側から要求されていることが分かる。

その理由を解明するために、同調査対象の学生に対して追跡聞き取り調査

を行った。調査結果の概要としては、まず、学生一人一人の本音として、自

分の将来に対して「何とかしなければ」という自律的な姿勢が芽生えてきて

いることがあげられる。自分自身にとって相応しい職業とは何か。将来に向

けて生き甲斐を抱けるような進路とは何か。社会人として自分はどのような

貢献をすることができるのか。このような問いに対する答えを見出す必要性

と重要性を認識するようになってきている。このことはまさに、学生が自分

にとって相応しいキャリアを見つけ出したいというニーズが生成．強化して

いる証であり、非常に好ましいことである。しかしながら現実の学生の多く

は、そのニーズを充足させるために、具体的に何をすればよいのかが分から

ない。誰に相談してよいのかが分からない。どんな情報を収集したらよいの

かが分からない。このような疑問や不安を抱く学生が多く存在している。

このような傾向の本質的理由の一つに、「自己認識の欠如」という問題が

あげられる。２１世紀は個性を尊重する時代と調われてはいるが、一人一人の

学生がどの程度、自分自身を認識・理解し、その個性を見出しているかにつ

いては、相当の懸念と不安が感じられる。いわゆる自己分析や自己診断の必
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要｣性に気付き、段階的かつ継続的に自己発見の取り組みを行っている学生は

多いとはいえない。このような自己認識のレベルで、いきなり「キャリア・

ビジョンの構築」の必要性に迫られても、その具体的な取り組みに対して、

不安と祷踏を抱くことは至極、当然のことであろう。確かに、このような学

生の傾向が、本人の甘え、他律心、消極,性といったネガティブな理由に起因

していることも否めない現実であるが、本研究の主旨として、このような課

題を抱えている学生の存在が、マイノリティーではないとしたならば、大学

教育の一環として取り上げるべき重要な課題となりうるし、さらに具体的に

どのような方法・手段によって、この問題を解決すればよいかという答えを

見出す必要`性に迫られることになりえよう。

本研究の対策的方向性（仮説）として提起したごとく、学生のＣＤＰ施策

に関する集合教育の見直しを図り、よりきめ細かい、学生志向にたった個別

教育の必要』性と重要性を認識し、コーチングの導入と浸透によって学生のＣ

ＤＰに対する意識変革と自己啓発意欲の向上を図っていくことが求められて

いるのではないかと考える。

第２章学生の自己認識に関する実情

本章では、以下に示す項目に関する実情を調査分析し、前章で問題提起し

た「現在の学生の自己認識に関する現状」を把握してみることにする。

「自分の強みと、自分の弱みのどちらを気にかけるか」

｢ＷＡＮＴ」：今したい事と、将来してみたい事とは何か

｢ＮＥＥＤ」：今求められている事と、将来求められるであろ

う事とは何か

｢ＣＡＮ」：今の目標とその達成に向けた具体的戦略と将来

の目標とその達成に向けた具体的戦略とは何か

、
、

イ
ー
ユ
、
／
」

３，
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第１節学生の自己認識に関する実情：強みと弱み

学生は自分の強みと弱みのどちらを気にかけているか

己認識の対象強みヨー「強み－］

検定 屋函沼■医団居ﾛ国王『忍ﾖﾛ鳫困房澆ＵＰｍ■、Ｔヨビ霊詔窒團

検定統計量000

上図表は、学生の自己認識に関する実情を把握するために、「自身の強み・

長所・魅力に対する認識度合い」と「自身の弱み・短所・欠点に対する認識

度合い」を５点反応尺度（５：よく認識している、４：やや認識している、

３：どちらともいえない、２：あまり認識していない、１：全く認識してい

ない）で調査した比較分析の結果である。なお、調査はコーチングを経験す

る前の学生（卒業生を含む：以下同様）６４人と、経験していない学生29人、

双方を含む93人の学生を対象とした。

調査結果によれば、自分の強みや長所に対する認識度合い「3.35」に対し

て、弱みや欠点に対する認識度合いは「3.71」と高く、平均値の差は「0.35」

の値を示している。

帰無仮説：「自己認識の度合い：自分の強み＝自分の弱み」に対して、平

均値の差の検定を行った。ｔ検定の解析結果は、自由度92,ｔ値2.668にて、

有意確率が0009となっている。有意水準をα＝0.05とすると、有意確率

０００９＜α＝0.05より仮説は棄却される。

したがって、学生の自己認識の度合いは、強みや長所よりも弱みや短所を

気にする傾向が強いことが伺える。ＰＦドラッカーによれば、「成果を上げ

る人材は人間の強みを生かす。彼らは弱みを中心に据えてはならないことを

知っている｡」(2)「弱みを基盤にすることは組織本来の目的に背く。組織と

は弱みを中和し、無害化し、同時に人間の強みを成果に結びつけるための特

殊な道具である｡」(3)と述べており、強みこそがその個人に機会を与え、具

体的な貢献意欲を喚起させ、成果を導く源泉であるとしている。このように

－１６７－

自己認識の対象 強み 弱み ｢強み」 ｢弱み」

検定項目 平均値 平均値 平均値の差 標準偏差 t値 自由度 有意確率

検定統計量 3.35 3.71 -0.35 1.28 -2.668 9２ ､009
＊
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自身の強みや魅力を伸ばしていくことが、ＣＤＰの基本的な方向性であるが、

現在の大学生は、強みや魅力よりもむしろ弱みやコンプレックスを気にかけ、

それを如何に克服していくか、あるいは如何に隠そうとするかという傾向が

あり、自己分析としては内向的かつ消極的な傾向が伺える。このマイナス思

考をプラス思考に意識変革するための具体的施策の必要`性が求められよう。

第２節学生の自己認識に関する実情：今したい事と将来してみたい事

｢ＷＡＮＴ」：今したい事と、将来してみたい事

検定項平均値平均値

検定統計

上図表は、学生の自己認識に関する実』情を把握するために、「ＷＡＮＴ

now：今したい事」と、「ＷＡＮＴｉｎｔｈｅｆｕｔｕｒｅ：将来してみたい事｣、そ

れぞれに対する認識度合いを５点反応尺度（５：よく認識している、４：や

や認識している、３：どちらともいえない、２：あまり認識していない、１：

全く認識していない）で調査した比較分析の結果である。なお、調査はコー

チングを経験する前の学生64人と、経験していない学生29人、双方を含む９３

人の学生を対象とした。

調査結果によれば、今したい事の認識度合いは「3.34｣<将来してみたい

事の認識度合いは「3.32」となっており、双方の認識度合いは、「４：やや

認識している」を下回っている。また双方の平均値の差は「0.02」にすぎな

い。

帰無仮説：「自己認識の度合いは、今してみたい事＝将来してみたい事」

に対して、平均値の差の検定を行った。ｔ検定の解析結果は、自由度92,

ｔ値0.231にて、有意確率が0.818となっている。有意水準をα＝0.05とする

－１６８－

自已認識の

対象

今自分が

してみたい事

将来自分が

してみたい事
｢今の自分のwant」 ｢将来の自分のwant」

検定項目 平均値 平均値 平均値の差 標準偏差 t値 自由度 有意確率

検定統計量 3.34 3.32 0.02 0.90 0.231 9２ ､818
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と、有意確率0.818＞α＝005より仮説は採択される。したがって、学生の

今したい事と将来してみたい事の自己認識の度合いには、差はみられない。

いわゆるウオンツ・ニーズとは、人間行動におけるモチベーションの源泉

である。将来の経済社会を担う学生が、「４未満」のウォンツやニーズしか

認識していない事実を真剣に受け止める必要があると考える。大切なことは

学生自身も、明確な目的意識や具体的なビジョンをもたない、あるいはもて

ないという課題に直面し、｜悩み、苦しみ、その方策を模索しているという事

実である。

第３節学生の自己認識に関する実情：今の自分に求められている事と、

将来の自分に求められるであろう事

｢ＮＥＥＤ」：今の自分に求められている事と、将来の自分に求められるであろう事

自己認識の

対

検定項目二Ｆ均値平均値白．’ｔ値二Ｂ：＝‐‘・

検定統計量．００。.。０００

上図表は、学生の自己認識に関する実情を把握するために、「ＮＥＥＤｎｏｗ：

今の自分に求められている事」と、「ＮＥＥＤｉｎｔｈｅｆｕｔｕｒｅ：将来の自分に

求められるであろう事｣、それぞれに対する認識度合いを５点反応尺度（５：

よく認識している、４：やや認識している、３：どちらともいえない、２：

あまり認識していない、１：全く認識していない）で調査した比較分析の結

果である。なお、調査はコーチングを経験する前の学生64人と、経験してい

ない学生29人、双方を含む93人の学生を対象とした。

調査結果によれば、今の自分に求められている事の認識度合いは「294｣、

将来の自分に求められるであろう事の認識度合いは「2.58」となっており、

双方の認識度合いは、「３：どちらともいえない」の水準さえも下回ってい

－１６９－

自己認識の

対象

今の自分に

求められる事

将来の自分に

求められる事
｢今の自分へのNEED」 ｢将来の自分へのNEED」

検定項目 平均値 平均値 平均値の差 標準偏差 t値 自由度 有意確率

検定統計量 ２９４ 2.58 0.35 0.93 3.686 9２ ０００
＊
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る。また双方の平均値の差は「0.35」という値を示している。

帰無仮説：「自己認識の度合いは、今の自分に求められている事＝将来の

自分に求められるであろう事」に対して、平均値の差の検定を行った。ｔ検

定の解析結果は、自由度92,ｔ値3.686にて、有意確率が0.000となっている。

有意水準をα＝0.05とすると、有意確率0.000＜α＝0.05より仮説は棄却され

る。したがって、今の自分に求められている事と、将来の自分に求められる

であろう事の自己認識の度合いには差が生じており、その認識傾向は現在よ

りも将来の方が低くなっている。

さらに、先に分析した「ウォンツ：したい事」の認識度合い「４未満」に

対し、「ニーズ：求められている事」の認識度合いは「３未満」とさらに低

い水準を示している。これは、社会人として周り（自身が用役を提供すべき

主役：例えば企業にとっての顧客、教師にとって生徒、医者にとっての患者、

等に相当する被貢献者)からの期待や要望に応えるために自身が如何なる役

割と機能を有し、それを如何に実現していくかという「プロフェッショナル

としての貢献行為の必要性と重要性」に対する認識と意識の低さに、その原

因があると考えられる。

インターンシップやアルバイト等の体験を通じて、上述した仕事の本質を

認識している学生は別として、これまでに、教育というサービスを受動的に

受け続けてきた学生にとっては、被貢献者としての体験しかなく、学校とい

う組織が貢献者としての重要性と必要`性を認識するための適切な教育の場に

なっているとは言い難い。自身が社会の－機関(社会にとって必要不可欠な

存在)としての存在であり、貢献者として周りから何を期待されているかに

ついて、気づきと発見を促す機会と情報を提供していくことが、これからの

大学教育の重要なテーマの一つになりうると考える。

－１７０－
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第４節学生の自己認識に関する実情：現在と将来の自分の目標と

その達成に向けた具体的戦略

｢CAN」：現在と将来の自分の目標とその達成に向けた具体的戦略

■五歳ｈ践呵－
■耐■－－
■”■￣■￣

分散分析：記述統計量

平方和自「臼「方Ｆ値有

クループ間０８；。００

クループ内４４３１ｏ。． ｌ■■■■■
ニト

上図表は、学生の自己認識に関する実情を把握するために、「ＣＡＮｎｏｗ：

今の自分の目標とその達成に向けた具体的戦略」と、「ＣＡＮｉｎｔｈｅｆｕｔｕｒｅ：

将来（1年後、５年後、１０年後及びそれ以降）の自分の目標とその達成に向

けた具体的戦略｣、それぞれに対する認識度合いを５点反応尺度（５：よく

認識している、４：やや認識している、３：どちらともいえない、２：あま

り認識していない、１：全く認識していない）で調査した比較分析の結果で

ある。なお、調査はコーチングを経験する前の学生64人と、経験していない

学生29人、双方を含む93人の学生を対象とした。

調査結果によれば、今の自分の目標とその達成に向けた具体的戦略に関す

る認識度合いは「271｣、１年後の自分の目標とその達成に向けた具体的戦

略に関する認識度合いは「2.67｣、５年後の自分の目標とその達成に向けた

具体的戦略に関する認識度合いは「2.28｣、１０年後及びそれ以降の自分の目

標とその達成に向けた具体的戦略に関する認識度合いは「2.16｣、という値

を示しており、その認識度合いは全て「３：どちらともいえない」を下回っ

－１７１－

平均値 標準偏差 Ｎ

現在の目標とその達成に向けた具体的戦略 2.71 1.15 9３

1年後の目標とその達成に向けた具体的戦略 2.67 1.17 9３

５年後の目標とその達成に向けた具体的戦略 2.28 1.08 9３

10年後の目標とその達成に向けた具体的戦略 2１６ 0.98 9３

平方和 自由度 平均平方 Ｆ値 有意確率

自分の目標とその達成に グループ間 21083 ３ 7.028 5.836 ､001
＊

向けた戦略（現在･１年後 グループ内 443.146 368 1.204

● 5年後・10年後）：比較 合計 464223 371
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ており、現在から将来に向けて時系列的に低くなる傾向を示している。

Bonferroniの方法による多重比較

｢*」は平均の差は005で有意

またそれぞれの平均値の差に関する分析を一元配置の分散分析によって行っ

た。帰無仮説：「現在、1年後、５年後、１０年後及びそれ以降、それぞれの

自身の目標とその達成に向けた具体的戦略に関する認識度合いは等しい」に

対して、平均値の差の検定を行った。解析結果は、検定統計量Ｆ値が

｢5836｣、そのときの有意確率が0.001となっている。有意水準をα＝005と

すると、有意確率0.001＜α＝005より仮説は棄却される。したがって、現

在、1年後、５年後、１０年後及びそれ以降、それぞれの自身の目標とその達

成に向けた具体的戦略に関する認識度合いは等しいとはいえない。

さらに、それぞれ４つのグループ間の差を解析するために、Bonferroni

の方法による多重比較を行った。全ての組合せの中で「現在と５年後」「現

在と10年後」「１年後と10年後｣、以上３つの組合せ間に差があり、「現在と

１年後」「1年後と５年後」「５年後と１０年後」の組合せ間には差がないこと

が明らかになった。

－１７２－

(1)ｸﾞﾙｰﾌﾟ（J)ｸﾞﾙｰﾌﾟ
平均値の差

｢１－Ｊ」
標準誤差 有意確率
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上記解析の結果から、長期的スパンを見据えた学生のキャリア計画に対す

る意識の薄さと取り組みに対する遅延が伺える。５年後、１０年後の長期的な

目標をたて、それに到達するために、如何なる知識、経験、資格、技能、等

のスキルをどのように習得していけばよいのかという具体的な目標設定と戦

略策定を行っているとは言い難いのが実情である。

第５節学生の自己認識に関する実情：その他の項目

自分が直面している現在の問題とその解決策に対する認識度合い

上述した「自身の目標とその効果的な達成に向けた戦略に関する認識度合

い：2.16.2.28.267.2.71」に比べて、「現在直面している問題」に対する

認識度合いは「3.41」を示しており、相対的に高い値を示している。すなわ

ち、将来の進路に対する不安、就職活動の進め方に関する驍踏、最終学年と

しての取り組み方に対する焦り、等が直面する問題に相当している。「行動

しなければならないのは分かっているが、どのように行動してよいかが分か

らない」というのが、多くの学生の本音と言えよう。その根拠は「直面する

問題の具体的な解決策」を認識・理解している度合いが「275」にすぎない

ことからも伺える。

学生の将来に向けた「目標と自己統制による自主管理」の徹底と充実に対

する啓発的指導は、今後の大学教育の一環として、とりわけＣＤＰ施策の重

要なテーマの一つの中に組み込む必要性があるのではないかと考える。

－１７３－

平均値 標準偏差 Ｎ

自分が直面している今の問題に対する認識度合い 3.41 1.03 9３

直面する問題の具体的解決策に対する認識度合い ２７５ 0.99 9３
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その他の項目に対する学生の自己認識の度合い

－
m■■、■￣
■■Ｐロー
■祠■■旧一
一西

さらに、上図表に整理したごとく、学生の自己認識に関する実情を把握す

るための補足調査によれば、それぞれの平均値は、「大学での勉強と職業と

の関係：2.88｣、「大学生活で得た成果：３１４｣、「自分にとって相応しい職業

とは：2.98｣、「自身の人生観や職業観：2.95」となっており、どの項目も望

ましい数値とは言い難い。

本稿の冒頭で提起した「就職難というよりも採用難」という企業側の考え

方は、これまでの調査解析結果から判断して、残念ながら相応の意見として

解釈できよう。

とりわけ下図「学生の自己認識モデル」に記したごとく、自分のしたい事、

自分が求められている事、そして自分のできる事、それぞれの認識度合いは、

期待する水準を下回っているし、それぞれの相互依存的な関係を認識してい

る学生は少ないのが実'情である。

｢学生の自己認識モデル」

~ｗａｎｔ・ｃａｎ・needの両立領域

「学生のＣＤＰが目指す領域」

大学教育の本質は、上図に示した３つの円の重複領域、すなわち「want」

－１７４－

平均値 標準偏差 Ｎ

大学での勉強と職業との関連,性や結びつき 2.88 1.12 9３

大学生活で得ることが出来た自身の成果 3.14 ＬＯ４ 9３

自分にとって相応しい職業とは何か 2.98 ＬＯ１ 9３

しっかりとした自身の人生観や職業観 2.95 1.22 9３
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と「can」と「need」との両立であり、学生のＣＤＰが目指すゴールでもある。

しかしながら、現実の大学教育の実J情は、専門教育を中心とする教育サー

ビスに偏る傾向を示しており、本研究が目指す領域には到達していない。

ドラッカーも、著書『現代の経営」の中で、同じような指摘と懸念を示し

ている。「意味ある教養とは、方法論と基準を喪失した今日のいわゆる“進

歩的教育”とは対照的に、とくに自己管理と道徳規範において、厳格な方法

論と真の基準を伴うものでなければならない｣。ドラッカーはまさに現代の

｢進歩的教育の偏重」を指摘しており、それは専門的知識やスキルの修得に

傾いた「方法論：Skill・Can志向」への偏りと、究極目的の策定や正邪善悪

の判断に必要な「価値基準：Will・Want志向」の喪失を意味している。い

わゆる「目的と手段」バランスが崩れた現代教育の実情、すなわち「手段先

行型の教育」に対する懸念が読み取れる。厳格な方法論と真の価値基準との

相互律が、意味ある教養をもたらし、それによって道徳規範を基盤とする自

己管理が可能になりうるというのが、ドラッカーの主旨であると解釈できよ

う。(4)

前述した自己認識の３要素（ｗａｎｔ・ｃａｎ・need）の三位一体化を、学生

のＣＤＰ教育の基軸として、大学はこの問題解決の方向に向けて、前向きに

動き出さなければならない窮地に差し掛かっているといえよう。とりわけ、

学生一人一人との対話に基づくマン・ツー・マン体制のサポートシステムの

強化と充実が求められているのではないかと考える。

第３章コーチング導入と学生の変化

本章では、学生一人一人との対話に基づくサポートシステムとして、「コー

チング」がどのような影響を及ぼし、どのような成果をあげ、さらにどのよ

うな課題があるのかについて、下記に示す実証的な取り組みに対する結果を

紹介してみることにする。

－１７５－
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第１節コーチングを受ける前と受けた後の自己認識の度合い

コーチングを受ける前と受けた後の自己認識の度合い

上図表は、学生が「コーチングを受ける前」と「コーチングを受けた後」

の自己分析結果を整理したものである。自己分析項目として18の質問を用意

し、それぞれに対する認識度合いを５点反応尺度（５：よく認識している、

４：やや認識している、３：どちらともいえない、２：あまり認識していな

い、１：全く認識していない）で尋ね、「コーチングを受ける前」と「コー

チングを受けた後」との違いを分析してみた。なお、調査はコーチングを経

験した学生（卒業生を含む：以下同様）６４人を対象とした。

調査結果によれば、コーチングを受ける前の自己認識の度合いは、１８項目

の平均値として「約2.7」であったが、コーチングを受けた後の認識度合い

－１７６－

ｺｰﾁﾝｸﾞｉｉ
認識度

ｺｰﾁﾝｸﾞ機
認識度

｢コーチング前の認識度」 ｢コーチング後の認識度」

平均値の差 標準偏差 t値 自由度 有意確率

自身の強み・魅力 3.23 4.27 -1.03 1.18 -6.983 6３ ､000
＊

強みを活かす方法 2.39 3.84 -1.45 0.85 -13625 6３ ､000
＊

自身の弱み・欠点 3.55 ４１７ -0.63 0９７ -5.167 6３ ､000
＊

弱みを克服する方法 2.48 3.84 -1.36 1．０１ -10.728 6３ ､000
＊

今してみたいこと 3.14 4.27 -1.13 1.21 -7.407 6３ .000
＊

将来してみたいこと 3.13 4.33 -1.20 1.14 -8.418 6３ ､000
＊

今求められている事 2.61 3.67 -1.06 0.97 -8.728 6３ ０００
＊

将来求められる事 2.36 3.48 -1.13 1.08 -8.361 6３ ０００
＊

今の目標と戦略 2.44 4.02 -1.58 1.07 -11.842 6３ ０００
＊

1年後の目標と戦略 2.33 3.84 -1.52 1.13 -10.761 6３ ､000
＊

5年後の目標と戦略 2.09 3.61 -１５２ 1.11 -10.898 6３ ､000
＊

10年後の目標と戦略 2.05 3.34 -Ｌ3０ 1．１１ -9.363 6３ ､000
＊

今直面している問題 3.16 4.09 -0.94 1.01 -7.456 6３ ､000
＊

その問題解決の方法 2.47 3.67 -1.20 ＬＯ７ -8.981 6３ ０００
＊

学問と職業との関係 2.67 3.91 -1.23 1．１１ -8.904 6３ ､000
＊

大学生活の成果 3.08 4.05 -０９７ 0.91 -8.536 6３ ､000
＊

自身に相応しい職業 ２７８ 3.95 -1.17 1.02 -9.222 6３ ､000
＊

自身の人生観･職業観 ２７０ 3.92 -122 1.02 -9.603 6３ ､000
＊
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の平均値は「約3.9」を示しており、「約１２」の増加を示している。さらに１８

項目それぞれの平均値の差の検定を行った。

帰無仮説：学生の自己認識の度合い：「コーチングを受ける前」＝「コー

チングを受けた後」に対して、ｔ検定の解析結果は、自由度63,ｔ値（上図

表の自由度欄に記載されてある通り）にて、有意確率が全て0.000となって

いる。有意水準をα＝005とすると、有意確率0.000＜α＝００５より、１８項目

全ての仮説は棄却された。この結果、コーチングによる個別指導によって、

学生のＣＤＰに関する自己認識のレベルはかなり改善されたことが伺える。

特にコーチングを受けた後の自己認識度合いで高い数値「４以上」を示し

ている項目は、以下の通りである。

｢自身の強みや魅力：4.27」「自身の弱みや欠点：417」

｢今してみたいこと：４２７」「将来してみたいこと：433」

｢今の目標とその達成に向けた具体的戦略：402」

｢今直面している問題：409」「大学生活における成果：405」

それぞれの因子に関する特徴としては、「強みと弱み」に関する認識がさ

らに明確になったことと、「ＷＡＮＴ：自分がしたい事」と「ＣＡＮ：自分が

できる事｣、双方とも現在のみならず将来に向けた認識度合いが高まってい

ることがあげられる。

ただし「ＮＥＥＤ：自分に求められている事」については、「現在：3.67、

将来：3.48」と「４以下」の数値になっているが、コーチングを受ける前の

数値「現在：2.61、将来：2.36」に比べて、双方とも「１以上：現在：LO6、

将来：1.13」かなりの増加を示している。

したがって、学生のＣＤＰの基軸となる「ＷＡＮＴ」と「ＮＥＥＤ」と

｢ＣＡＮ」に関する認識度合いの向上と、それぞれのバランスに対する改善が

見受けられる。このことは、学生の職業観を構築していく上で、自身のビジョ

－１７７－
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ンやミッションの生成と強化に繋がるものであり、かつ自己理解に基づく自

信と責任と意欲の啓発が促されることにもなりえよう。

続いて、「コーチングを受ける前」と「コーチングを受けた後」とを比較

して、その差が特に大きい項目は、以下の通りである。

｢今の目標と具体的な戦略：1.58」「１年後の目標と具体的戦略：1.52」

｢５年後の目標と具体的戦略：1.52」「強みを活かす方法：145」

｢弱みを克服する方法：136」「10年後及びそれ以降の目標と具体的戦略：１８０」

特徴としては、現在のみならず将来的な自身の目標設定とその効果的な達

成に向けた具体的戦略の策定に関する認識が高まっていることである。すな

わち、５年後、１０年後、さらには20年後の自分をイメージして、自分がどの

ような人間になっていたいのか、どのような仕事上の成果をあげたいのか、

どのような社会貢献をしたいのか、といった将来志向的なビジョンとミッショ

ンを捜し求め、その目標を設定し、そこに到達するために如何なる知識、経

験、技能、資格が必要なのかを段階的かつ計画的に構築する必要性と具体的

な自己啓発プランを策定する学生が増えてきたことである。

さらに、強みと弱みの認識はもちろんのこと、それらを如何に活かしまた

克服していくかという、手だてや方策といった行動様式への理解と認識が強

まっていることも、大きな特徴の一つとしてあげることができる。

逆に「コーチングを受ける前」と「コーチングを受けた後」とを比較して、

特にその差が小さい項目は、「自身の弱みや欠点：0.63」である。コーチン

グの成果の一つとして、マイナス志向ではなく、プラス志向に基づく自己認

識をすることにより、強みや魅力を如何に伸ばしていくべきかという思考基

盤が形成されてきたことが伺える。それによって、それまでの弱みに関する

劣等感や孤独感といったネガティブな要因が解消され、弱みに関する特別な

－１７８－
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意識を弱めることに繋がったのではないかと推察される。

第２節コーチングを受ける前と受けた後の行動様式の違い

コーチングを受ける前と受けた後の自己認識の度合い

標準偏差ｔ値自由度

①自崖or他律タイプ３１４３８４０７００００

②先手or後手タイプ２３９５０００

３樗管実度合２２０３８０１５９００００

④就職活動への緊迫府５００８

⑤県内or県外宇内３２０６３０８８

⑥使命rX構築への取祖２０００

⑦重要度強みor弱み０００

上図表は、学生が「コーチングを受ける前」と「コーチングを受けた後」

で、行動様式にどのような変化が表れたかを示したものである。今回の調査

では以下に記した７つの行動様式に対して、「コーチングを受ける前」と

｢コーチングを受けた後」との違いを分析してみた。調査方法は、学生の自

己評価という形で質問を行い、それぞれに対する認識度合いを５点反応尺度

(５：よく認識している、４：やや認識している、３：どちらともいえない、

２：あまり認識していない、１：全く認識していない）で尋ねてみた。なお、

調査はコーチングを経験した学生64人を対象とした。

①「自律的に行動するタイプか？他律的な行動タイプか？」

②「先手で物事に取り組むタイプか？後手になって後'海するタイプ

か？」

③「目標管理を確実に実践するタイプか？それとも実践しないタイ

プか？」

④「就職活動をする中で緊迫感を感じるタイプか？感じないタイプ

－１７９－

ｺｰﾁﾝｸﾞiii

認識度

ｺｰﾁﾝｸﾞ後

認識度

｢コーチング前の認識度」 ｢コーチング後の認識度」

平均値の差 標準偏差 t値 自由度 有意確率

①自律or他律タイプ 3.14 3.84 -0.70 1.26 -4.479 6３ .000
＊

②先手or後手タイプ 2.39 3.56 -1.17 0.98 -9.519 6３ ､000
＊

③目標管理実践度合い 2.20 3.80 -1.59 0.87 -14.693 6３ ､000
＊

④就職活動への緊迫感 3.53 3.52 0.01 1.59 0.079 6３ ､938

⑤県内or県外志向 3.20 2.95 0.25 1.15 1.732 6３ ､088

⑥使命感構築への取組 2.42 4.41 -172 0.98 -13.981 6３ ､000
＊

⑦重要度：強みor弱み 3.09 4.00 -0.91 Ｌ5８ -4.586 6３ ､000
＊
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力。？」

⑤「就職先として県内志向にこだわるタイプか？こだわらないタイ

プか？」

⑥「自身の将来的ミッションを掴むための取り組みをしてきたか？

それともしてこなかったか？」

⑦「自分の強みを活かすことに心掛けてきたか？それとも弱みの克

服に取り組んできたか？」

解析結果によれば、④「就職活動をする中で緊迫感を感じるか否か」と、

⑤「就職先として県内志向にこだわるか否か」の二つの項目については、

｢コーチングを受ける前」と「コーチングを受けた後」との間に、認識度合

いに関する差は見られなかった。

特に、④「就職活動をする中で緊迫感を感じるか否か」についての項目は、

本人独自の感受性や価値観に依拠する項目であり、一概に緊迫感を強く感じ

ることが望ましいとは言い難い。加えて、平均値はコーチングを受ける前も

後も「3.5以上」を示しており、緊迫感が薄いとは言えない結果であり、問

題はないと判断する。

もう一つの、⑤「就職先として県内志向にこだわるか否か」については、

就職や進路の機会を沖縄のみならず県外や海外にその選択肢の幅を広げてい

くことが一般に望まれる背景から、県内志向のこだわりがもう少し減少する

のではないかと仮説としては考えていたが、その有意差はみられなかった。

ただしコーチング後の認識度合いは「2.95」という「３以下」の値を示し

ており、調査対象者の９割以上が沖縄県出身という事実から判断しても、県

内志向にこだわる学生が多いとは言えず、就職や進路の機会を沖縄だけに限

定しているとは言い難い。

その他５項目の行動様式については、「コーチングを受ける前」と「コー

チングを受けた後」との間に、認識度合いに関する差が見られている。最も

－１８０－
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大きな差が見られた項目は、①「自身の将来的ミッションを掴むための取り

組みをしてきたか？してこなかったか？」についてであり、コーチングを受

ける前は「242」だったのに対し、コーチングを受けた後は「441」という

最も高い数値を示しており、その差は「1.72」となっている。

コーチングの基本的考え方として、ミッションを明確にすることがあげら

れる。いわゆる仕事に対する使命感、自身の究極的な目的、将来に向けた具

体的ビジョン、等が、ミッションに相当するが、人間行動の基本的かつ究極

的な基盤であるミッションを探索し、追い求める意識と行動が高まった事実

は、自己認識をサポートするコーチングの在り方が学生たちに理解されてき

た証と判断できよう。

さらに「コーチングを受ける前」と「コーチングを受けた後」との間に、

認識度合いの有意差が見られた項目として、③「目標管理を確実に実践する

タイプか否か：1.59」と「先手先手で物事に取り組むタイプか否か：117」

があげられる。

前章にて、学生の将来に向けた「目標と自己統制による自主管理」の徹底

と充実がＣＤＰ施策の重要なテーマの一つではないかという課題提起をした

が、目標管理に対して取り組む積極的姿勢が表れていることは望ましい成果

として評価できよう。とりわけ主観的ニーズの充足を目標設定の中に取り入

れていくことは当然であるが、自身に求められる客観的ニーズの充足をも目

標設定の中に組み込む必要性を学生たちが認識し始めている。

すなわち「自分がしたい事」と「自分が求められている事」とのバランス

感覚の認識と、その実践を試みていることに、成長の証が伺える。さらにマ

ネジメント･サイクルの効果的な回転を前提に、物事を後手にまわさず先手

先手で対処していく積極的かつ迅速な行動は、生活のリズムとペースを円滑

にさせ、先に述べた目標管理の質的な向上を促していると判断する。

最後に①「自律的に行動するタイプか？それとも他律的な行動タイプか？」

と⑦「自分の強みを活かすことに心掛けてきたか？それとも弱みの克服に取

－１８１－
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り組んできたか？」に対する自己認識度合いについても、コーチングを受け

る前と後では有意差が出ている。

人間は他律と自律の交互作用のもとに成長を遂げていく有機体であるが、

コーチングによって、学生たちの多くは「他律：他人にして貰いたいという

ニーズ」から「自律：自分で答えを見つけて何とかしたいニーズ」へと変貌

を遂げるようになってきている。いわゆる自律的人間観に立脚した意思決定

者・問題解決者への成長を遂げる存在に変化してきている。このことは、強

みと弱みに関しても、ネガティブなマイナス志向の弱みへの執着から、ポジ

ティブなプラス志向の強みの活用に認識がシフトし、成長への変化と挑戦に

対する意欲が向上してきたとも解釈できる。

いずれにせよ、個々人の潜在的な資質と可能性が自身の意識変革と継続的

な行動により開花され、このことによって、様々な気づきと発見が促され、

達成感、責任、自信を抱くようになり、自律的人間観の生成と強化につながっ

てきたのではないかと考える。

第３節目標管理の本質とコーチの役割

最後に本章の結びとして、下記課題に対する考察を試みてみる。

「自律心と他律心とが共有する成長途上の学生が、目標管理を実践していく

上で、コーチは、如何なるマネジメントを実践していくべきなのか｡」

この課題に対して、ＰＲドラッカーの「目標管理論」を参考に、その対策

的方向性を分析し、その概要を整理してみたい。

目標管理制度のもとでは、目標の遂行は本人（目標管理を実施する部下）

の自主性・自律性に基づくというのが原則とされる。ただし目標管理は放任

管理ではない。上司は部下の目標達成に向けての協力者であり、支援者であ

り、サポーターである。

ドラッカーは目標管理を実践するマネジャーの上司の役割と機能について

－１８２－
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次のように言及している。「上司は部下たる経営管理者に対して責任をもつ。

まず初めに、部下が自分に何が求められているのかを知り、理解できるよう

に部下を支援しなければならない。さらに部下自身が客観的ニーズ（顧客・

社会のニーズ）を反映した目標を設定できるように情報を提供しなければな

らない。また部下が目標を効果的に達成するために補佐し、支援し、教導し

なければならない｣。(5)

このように上司（コーチ）は、目標管理を実践する部下ないし学生に対し、

補佐・支援・教導・情報提供というサポートをしていく必要があり、目標管

理の本質はその本人（部下・学生）と上司（教師）とのコラボレーションに

よって成立することを指摘している。

さらに下記一覧表に整理したごとく、コーチは「目標設定時」「目標遂行

時」「結果評価時」それぞれの過程において、サポーター・フォロワー・ヘ

ルパーとしての役割を演じていくことが望まれる。とりわけ目標遂行時にお

けるコーチの役割と機能の重要性は言うまでもないことであり、目標管理の

成果の鍵は、状況的な判断に基づくコーチの効果的なサポートにあるといっ

てよかろう。

目標管理の成果の鍵はコーチ（上司・教師）のサポートにある

「目標達成評価時」

①公正・公平な評価

②成功に対する承認と賞賛

③失敗に対する原因究明

④補佐・支援・教導の実施

⑤必要,情報の提供

⑥次期目標の検討と動機づけ

「目標設定時」

①能力の把握

②ニーズの把握

③変化の予測

④目標の設定

⑤戦略の策定

⑥戦術の策定

「目標遂行時」

①目標遂行の進捗管理

②補佐･支援･教導の実施

③必要情報の提供

④適切でタイムリーな評価

⑤報・連・相の励行

⑥目標の修正・変更・調整

さらにドラッカーは、目標管理をマネジメントの哲学として位置づけ、次

－１８３－
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のような言葉で説明している。「今日企業が必要としているものは、一人ひ

とりの人間の強みと責任を最大限に広げるとともに、彼らの視野と努力に共

通の方向`性を与え、チームワークを発揮させるようなマネジメントの原理で

ある。そして、彼ら一人ひとりの目標と共同の利益とを調和させるようなマ

ネジメントの原理である。この原理だけが、指示や命令ではなく、仕事のニー

ズによる行動への意欲を起こさせる。誰かの意思に従ってではなく、自ら行

動しなければならないという自らの決定によって行動させるようになる。目

標と自己管理によるマネジメントとは、換言するならば､‘自由な人間：責

任ある選択と行動,,として行動しうることを意味している｡｣(6)

上記マネジメントの哲学から、コーチングの実践的本質を以下に整理して

みることにする。

まずコーチは部下ないし学生を、自律的人間観に立脚した意思決定者・問

題解決者として認識することが求められる。そして部下ないし学生の主体的

かつ自律的な目標による管理の実践とその成果に期待と信頼を寄せることが

求められる。ただし、彼らが成長途上にあるという現実的視点から判断する

と、部下ないし学生は自律と他律の交互作用の中で成長する存在であること

を認め、彼ら自身の目標を効果的に達成できるよう、可能なかぎり補佐、支

援、教導していくことが求められる。このようなコーチの責任ある意思決定

と行動こそがコーチングに求められるマネジメントの本質と言えよう。

第４章コーチに求められる資質

本章では、コーチに求められる資質として、コーアクティブ・コーチング

が提起している５つの代表的な資質を踏まえ、学生が望むコーチの資質とコー

チ像を実証的に明らかにしてみることにする。特に第２節では、自律的人間

観に立脚した意思決定者・問題解決者に成長しつつある学生が、どのような

コーチングを求めるかを調査・分析し、学生が望むコーチ像を明らかにして

－１８４－
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みることにする。

第１節学生が望むコーチ像とコーチに求められる資質

コーチに求められる資質に関しては、『コーアクティブ・コーチング』に

て５つの代表的な項目が提起されている。それらは「①好奇心．②傾聴.③

自主管理．④直感．⑤行動と学習｣(7)であるが、今回の調査では、次の12項

目の資質を提起し、それぞれの重要性に関する質問を試みた。なお、12項目

の資質は以下の通りである。

①公平性、②真蟄さ、③安心感、④真剣な態度、⑤コミュニケーショ

ン・スキル、⑥多様で正確な情報、⑦指導力、⑧思いやり・優しさ、

⑨信頼感、⑩親近感、⑪学生の主体性の尊重、⑫ユーモアや笑顔。

コーチに求められる資質

調査方法は各質問項目に対して、５点反応尺度（５：重要である、４：や

や重要である、３：どちらともいえない、２：あまり重要ではない、１：重

－１８５－

ｺｰﾁﾝｸﾞ

の経験有0

ｺｰﾁﾝｸﾞ

の経験無し

｢コーチングの経験有り」 ｢コーチングの経験無し」

平均値の差 標準偏差 t値 自由度 有意確率

①公平性 ４０２ 4.31 -0.29 0.21 -1.382 9０ ､171

②真蟄さ ４９４ 4.66 0.28 7.59Ｅ-02 3.706 9０ ､000
＊

③安 』Ｄ感 4.38 4.03 0.35 0.18 Ｌ926 9０ ､057

④真剣な態度 4.73 ４７２ 6.02Ｅ-03 0.11 0.054 9０ ､957

⑤ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ`スキル 4.40 4.41 -1.70Ｅ-02 0.19 -0.088 53.694 ､930

⑥多様で正確な情報 4.16 ４５２ -0.36 0.18 -1.962 9０ ､053

⑦指導力 4.14 4.10 3.94Ｅ-02 0.21 0.186 9０ ､853

⑧思いやり・優しさ 4.14 4.14 493Ｅ-03 0.21 0.023 9０ ､981

⑨信頼感 4.69 4.55 0.14 0.12 1.159 9０ ､249

⑩親近感 4.10 4.03 6.08Ｅ-02 0.20 0.306 9０ ､760

⑪学生の主体性尊重 4.51 4.59 -7.83Ｅ-02 0.13 -0.617 9０ ､539

⑫ユーモア・笑顔 4.03 ３８３ 0.20 0.21 0.977 9０ ､331
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要ではない）で尋ねた。なお、調査はコーチングを経験した学生（卒業生を

含む：以下同様）６４人と、経験していない学生29人、双方を含む93人の学生

を対象とした。

調査結果として特筆すべきことは、１２の質問項目の中で「４未満」の値を

示した項目は、コーチングを経験したことがない学生の重要度「３８３：⑫ユー

モア・笑顔」のみであり、それ以外は、全て「４以上」の値を示しており、

学生がコーチの資質に望む高い要求が伺える。

特に高い数値を示している資質は、「②真蟄さ」「④真剣な態度」「⑨信頼

感」「⑪学生の主体』性の尊重」「⑤コミュニケーション・スキル」の５項目で

あり、「コーチングを受けた学生の判断」と「コーチングを受けたことがな

い学生の判断」との間に有意差が見られるのは「真蟄さ：コーチング経験者：

4.94、コーチング未経験者：４６６，ｔ値：3.706にて有意確率：0.000」だけ

であった。ただし、有意差は見られるとはいえ、低い方の平均値さえ、４．６６

という高い数値を示しており、コーチング経験者がとりわけコーチの真蟄な

態度を望んでいることこそが重要な結果といえよう。

総合的な解釈として、コミュニケーション・スキル、指導力、’情報量、ユー

モアといった技能的要素よりも、学生に対する真筆で真剣な姿勢、学生志向

に立脚した信頼感や期待感や公平・公正な態度、さらには安心感や思いやり

や優しさを示す感'情にコーチとしての資質を望む傾向が伺える。もちろん総

合的な資質を兼ね備えるコーチ像が望ましいことは言うまでもないことだが、

上述したコーチの態度、姿勢、感'盾といった人間的側面こそが、学生という

クライアントにとって、とりわけ重要な資質ではないかと判断する。

第２節学生が望むコーチ像

コーチングには、「クライアント（学生）は自ら答えを見つける能力を持っ

ている」という基本理念がある。この理念に準じた場合、コーチはあくまで

－１８６－
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適切な質問や問いを投げかけクライアントがその答えを自ら見出すことをサ

ポートすることが本質であるとしている。すなわち、具体的なアドバイスや

技術的提案といったコーチ自らの考え方や｣情報を伝えることは、原則として

好ましくないとされている。

このコーチングの基本理念に関して、以下の二つのタイプのコーチのうち、

学生はどちらのコーチを望むかを二者択一方式で尋ねてみた。なお、調査は

コーチングを経験した学生64人と、経験していない学生29人、双方を含む９３

人の学生を対象とした。

①コーチングの基本理念に準じ、あくまでサポートやフォローに徹

し、適切な質問の投げかけによって、学生自らの気付きと発見を

促すコーチ

②上記①のタイプに加えて、状況によっては、コーチ自身の考え方

や価値観、さらには具体的なアイデアをも提供してくれるコーチ

学生が望むコーチ像

‐・数＝ハーセント

調査結果は、上図表に示した通りである。①のタイプを望む学生は、９３名

中25名、全体の「269％」であり、②のタイプを望む学生は93名中68名、全

体の「73.1％」であった。したがって概ね、１/4は①のタイプを、３/4は②の

タイプを望んでいることが明らかになった。

この結果を解釈する説明変数として、まず、学生の「キャリア・パーソナ

リティ」(9)（管理者タイプ、職人タイプ、安定志向タイプ、自律的サポート

タイプ、企業家タイプ)、を取り上げ、上記結果とのクロス検定を行った。

仮説としては、安定志向タイプや管理者タイプの学生には、②のタイプの

－１８７－

コーチ像 度数 有効パーセント

①コーチングの基本理念に準じたコーチを望む

②状況によってはアドバイスをしてくれるコーチを望む

25人

68人

26.9％

73.1％
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コーチを望む傾向が強く、職人タイプ、企業家タイプの学生は①のタイプの

コーチを望む傾向があると考えた。

さらに、学生の行動様式別タイプ「(a)自律タイプｏｒ他律タイプ｣、「(b）

先手タイプｏｒ後手タイプ｣、「(c)目標管理実践タイプｏｒ目標管理を実践

しないタイプ｣、「(｡)使命感探求タイプｏｒ使命感を探求しないタイプ｣、

｢(e)強み活用タイプｏｒ弱み克服タイプ｣、それぞれと上記結果とのクロス

検定を行った。

仮説としては、「自律、先手、目標管理実践、使命感探求、強み活用」タ

イプの学生は①のコーチを望む傾向があり、「他律、後手、目標管理未実践、

使命感を探求しない、弱み克服」タイプの学生は②のコーチを望む傾向があ

ると考えた。

この上記二つの仮説に対して、カイニ乗分析をもとにクロス検定を試みた

が、解析結果は、どのクロス検定に関しても有意差は見られなかった。

仮説が採択されなかった要因であるが、学生を自律的人間観に立脚した意

思決定者・問題解決者として捉えてはいるものの、現実としては他律から自

律に向かう成長途上にあり、学生の個々の心情的本質は変動的かつ断続的な

ものであることが－要因としてまず考えられる。

次に「①コーチングの基本理念に準じたコーチ」を望む学生に追跡聞き取

り調査をおこなったところ、その多くがコーチングに関する学習の度合いが

高く、コーチングの基本理念を的確に理解しており、教えてもらうというよ

りはむしろコーチとの会話を重要視しており、そのコミュニケーション・キャッ

チボールの中から自身の答えを見つけ出すという意識をもつ学生が多かった。

さらに、自身に相応しい職業や進路といった個人の価値判断に依拠する意

思決定事項は、最終的には自分自身が決断することであり、コーチの質問や

提案はその意思決定過程における決定前提として捉える意識を持っているこ

とが明らかになった。

反対にアドバイスや提案を欲する学生の意見としては、就職活動の真っ只

－１８８－
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中で時間的切迫という状況が影響し、適切な解決策を自律的に追求しながら

も、コーチの経験や考え方さらには職業観から生ずるアドバイスや提案を欲

していたというのが、「②状況によってはアドバイスをしてくれるコーチ」

を望む主な理由であった。

また、コーチ本人も、コーチングの基本理念の重要性は認識してはいるも

のの、状況に応じてアドバイスや適切な提案を試みる必要性を感じており、

プロのクライアントとキャリア・ビジョンの構築途上である学生との根本的

相違が、その理由としてあげられる。

下記に示した「コーチの責任ある選択と行動に基づくコミュニケーション」

は、上記理由の理論的根拠として、ＯＬバーナードが『経営者の役割』の中

で主張するコミュニケーション機能を要約したものである｡(IC）

コーチの責任ある選択と行動に基づくコミュニケーション

コミュニケーションの類型

命令指示説得説明相談教導補佐示唆提案支持支援

（コーチの学生に対するさまざまなコミュニケーションの機能）

「他律性（学生)」→→→成長のベクトル→→→「自律性（学生)」

「学生が他律性を望む状況」

失敗して落ち込んだとき、勉強が行き詰まり身動きがとれなくなったとき、

他人と些細なことで喧嘩をしガックリしているとき、自分の将来に自信をも

てなくなったとき、そんなとき学生はコーチに対して適切な説明・説得・補

佐といった他律的な指導を求めるであろうし、さらには的確なる指示や命令

といったコミュニケーションを望むものである。

「学生が自律性を望む状況」

計画通りに物事が進み成果を上げたとき、自分のアイデアが認められ回り

－１８９－



琉球大学・經濟研究（第69号）2005年３月

からの期待をかけられたとき、地道な調査・研究によって研究仮説が煮詰まっ

てきたとき、このようなときは、他からの命令や指示といったコミュニケー

ションは本人にとっては負担となり、自らの意思に基づいて意思決定し、行

動を展開したくなるものである。そんな学生に対するコーチのコミュニケー

ションは、示唆・提案・支援といった機能が適切になるであろう。

コーチは､学生の全休ｲﾚf況を考慮し､かつ）固人の意向を尊重しうる適切な

コミュニケーション機能を選択し実施すべレノ

このように状況に応じた適切なコミュニケーション機能を選択し実施して

いくというコーチの責任ある選択と行動が効果的なコーチング（学生に対す

る）を進めていく上で、もっとも重要な要素ではないかと考える。いずれに

しても、コーチングの４つの礎とコーチングの基本理念を尊重しつつ、今お

かれている学生の全体状況を考慮し、どのようなサポートをしていくべきか

を常に考え実行していくことが、最も重要なコーチの機能であり、役割では

ないかと考える。

第５章コーチングの課題

本章では、コーチングの課題として、学生のコーチングに対して抱く不安

や不満についての調査を行い、効果的なコーチングを推進していくための対

策的方向性を考察してみることにする。

第１節コーチングに対する不安と不満

コーチングを受ける学生が抱くであろう不安や不満について、今回の調査

では、以下に示す９項目の問題を提起し、それぞれの不安・不満項目に対し

－１９０－
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ての学生の感じ方を尋ねてみた。

①自分の正直な気持ちを吐露する不安や不満

②口に出したくないプライベートなことまで聞かれることへの不安

や不満

③コーチングに求めたことと、実際に受けたコーチングの内容との

ギャップに対する不安や不満

④コーチに誠意と真剣さが感じられないことに対する不安や不満

⑤コーチングで見出した答えと、実現性が乏しい現実とのギャップ

に対する不安や不満

⑥'忙しいコーチへの遠慮や気遣いをしなければならない不安や不満

⑦コーチとの相性が合わないことへの不安や不満

⑧コーチの質問や話の内容が形式的・表面的になる不安や不満

⑨コーチの前で口に出してしまうと、それを実行しなければならな

い義務感に苛まれる不安や不満

調査方法は各質問項目に対して、５点反応尺度（５：感じた（感じるであ

ろう)、４：やや感じた（やや感じるであろう)、３：どちらともいえない、

２：あまり感じなかった（あまり感じないであろう)、１：感じなかった

(感じないであろう)、で尋ねた。なお、調査はコーチングを経験した学生

(卒業生を含む：以下同様）６４人と、経験していない学生29人（５点反応尺

度は括弧内に記載されている方で答えて貰った)、双方を含む93人の学生を

対象とした。

調査結果によれば、「コーチングを経験した学生」と「コーチングを経験

していない学生」との間に有意差が見られた不安・不満項目は、以下の５項

目だった。

－１９１－
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コーチングに対する不満や不安

１

２６１３１０え0４９０２７１８１９９１０７２

２８３０４１０２６１５６７９１１２１

２１７０２１１０５７４９１０００

４８３０４２５４１０００

０２８０７１４４６１３６４７９

②口に出したくないプライベートなことまで聞かれることへの不安

や不満

③コーチングに求めたことと、実際に受けたコーチングの内容との

ギャップに対する不安や不満

④コーチに誠意と真剣さが感じられないことに対する不安や不満

⑦コーチとの相性が合わないことへの不安や不満

⑧コーチの質問や話の内容が形式的・表面的になる不安や不満

特に大きな差が見られるのは、「④コーチに誠意と真剣さが感じられない

ことに対する不安や不満」と「⑦コーチとの相性が合わないことへの不安や

不満」の二つであり、その差はそれぞれ「④：2.62」と「⑦：2.17」という

高い数値を示している。

この２項目に対するコーチングを経験していない学生の評価はそれぞれ

｢④：3.79」と「⑦：3.83」であり「４」にかなり近い値を示しており、コー

チングに対してかなりの不安が読みとれる。

これに対して、コーチングを経験した学生の評価は、それぞれ「④：1.17」

と「⑦：166」という低い数値であり、不満や不安をほとんど抱いていない

－１９２－

コーチング

経験有

ｺｰﾁﾝｸﾞ

経験無

｢コーチングの経験有り」 ｢コーチングの経験無し」

平均値の差 標準偏差 t値 自由度 有意確率

①正直な気持ちの吐露 3.33 2.76 0.57 0.30 Ｌ910 9１ ０５９

②プライベートな質問 2.11 3.34 -１２４ 0.31 -3.958 -3.958 ､000
＊

③コーチングの内容 2.19 3.55 -１３６ 0.22 -6.165 9１ ､000
＊

④誠意と真剣さの欠如 1.17 3.79 -2.62 0.26 -10.260 -10.26 .000
＊

⑤実現性の低い答え 2．６１ 3.10 -0.49 0.27 -1.819 9１ ､072

⑥コーチへの気遣い 2.42 2.83 -0.41 0.26 -1.567 9１ ､121

⑦コーチとの相性 1６６ 3.83 -２１７ 0.21 -10.574 9１ ､000
＊

⑧形式的表面的な質問 1.89 3.14 -１２５ 0.26 -4.830 42.541 ､000
＊

⑨決定事項の実行負担 2.89 2.69 0２０ 0.28 0.714 46136 ､479
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ことが分かる。

有意差が出たその他の不安・不満項目すべてに関しても、コーチングを経

験していない学生の方が、コーチングを経験した学生よりも高い不安や不満

を予想している。

この有意差の原因であるが、コーチングは基本的にコーチと学生とのマン・

ツー・マンによる対話を行う性格上、コーチングを経験していない学生にとっ

て、コーチの個人的資質・姿勢・態度・相性といった要素に対して、不安を

抱く気持ちは容易に理解できる。また、コーチングのスキルや進め方につい

て事前知識と経験がなければ、コーチングそのものに対して不安を抱くこと

は、ごく自然な感じ方であり評価だと判断できる。

本節の対策的な指針の一つとして、ＰＦドラッカーは経営教育哲学に関す

る考え方を次のように論じている。ドラッカーは、著書「現代の経営：「明

日の経営管理者の育成｣』のなかで、経営教育に関する上司の資質として

｢真蟄さ：integrity」の重要性をことさら強調している。真蟄さ、すなわち

高潔な品性、誠実さ、倫理・道徳観、正義といった人間的な資質をもつこと、

或いはその修得に向けた努力を続けていくことは、経営教育を施す人材とし

てのミッションであり、自己成長に向けた課題といえよう。そしてこのこと

は、コーチングに対する不安や不満の克服・解消に向けた、コーチの重要か

つ永遠のテーマではないかと考える｡(u）

第２節コーチング導入の妨げになると考えられる要因

このようなコーチングに対する不安や不満は、コーチングによる個別指導

を妨げる他の要因から抱かれることも考えられる。次頁図表は、大学教育の

中にコーチングを導入するにあたり、妨げになると考えられる要素に対して、

その影響力を学生に尋ねた調査結果である。

コーチング導入の妨げになると考えられる諸要素は以下の通りである。

－１９３－
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①教員の教育に対する信念やビジョンの不足

②教員が研究を優先する今までの大学の評価制度

③教員の顧客志向（学生志向）のマネジメント観の欠如

④業務の煩雑さ（教員が忙しすぎる）

⑤教員の個別指導に関する知識と経験の欠如

⑥学生に対する信頼感や期待感の不足

⑦教員の個別指導に関する情報不足

⑧教員相互のコミュニケーション不足

⑨個別指導の重要`性に関する大学側のアピール不足

なお、調査方法は各質問項目に対して、５点反応尺度（５：影響している、

４：やや影響している、３：どちらともいえない、２：あまり影響していな

い、１：影響していない､）で尋ねた。なお、調査はコーチングを経験した

学生64人と、経験していない学生29人、双方を含む93人の学生を対象とした。

調査結果によれば、「コーチングを経験した学生」と「コーチングを経験

していない学生」との間に有意差は見られなかった。殆どの要因に対して

｢４前後」の数値となっており、上記９要因の全てに対し、「やや影響してい

る」という学生の回答が得られた。

コーチング導入の妨げになると考えられる要因

差鈩隼偏差ｔ値自由度有＝確率

１ ０３１７９１７５２

２ ９１

３の不足４１３４００１

④業務の煩雑さ３７８０８３１９１４０８

５０８２８９１４１０

６へ １

９１７０７１９４

８

９の－

－１９４－

ｺｰﾁﾝｸﾞ

経験有

コーチング

経験無

｢コーチングの経験有り」 ｢コーチングの経験無し」

平均値の差 標準偏差 t値 自由度 有意確率

①教育ビジョンの不足 3.92 4.00 -7.81Ｅ-02 0.25 -0.317 9１ ､752

②研究優先の評価制度 4.08 4.07 9.16Ｅ-03 0.19 0.048 9１ ９６２

③顧客志向観の不足 4.13 4.00 0.13 0.21 0.585 9１ ､560

④業務の煩雑さ 3.78 3.59 0.20 0.23 0.831 9１ ､408

⑤個別指導の経験不足 3.73 3.93 -０２０ 0.24 -0.828 9１ ､410

⑥学生への信頼感不足 3.53 3.45 8.30Ｅ-02 0.23 0.359 9１ .721

⑦個別指導の情報不足 3６９ 4.00 -0.31 0.24 -1.307 9１ ､194

⑧教員相互の伝達不足 3.94 4.10 -0.17 0２６ -0.752 9１ ､454

⑨大学側のアピール不足 3.95 4.10 -0.15 0.21 -0.717 53.871 477
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重要なことは、特に大学側のＦＤ（ファカルティ・ディベロップメント）

に関する組織的な議論を前向きに煮詰め、その方針を明確にすることが肝要

と考える。そしてこのことに加えて、前章にて明らかにされた、コーチ自身

の人間的側面に対する学生からのニーズを充分に踏まえ、コーチとしての個

別教育をまずは行動に移してみることが最も重要な課題であると考える。

新しい取り組みに対する抵抗と不安は、どのような領域にも存在しうるが、

コーチングとは言い換えればコミュニケーションである。コーチングの基本

理念に準じたコミュニケーションを図り、お互いに助け合いながら、学生を

ゴールに導くサポートである。コーチたる教員のちょっとした発想の転換と、

ちょっとした努力によって、実現できるコミュニケーション技能である。コー

チングに基づく個別指導の充実は、求められる大学教育の在り方に対する重

要なテーマの一つであり、教員自らが、その被貢献者たる学生に対して、顧

客志向に準じた新しい教育サービスへの取り組みを、まずはスタートさせる

ことが最も大切なマネジメントの一歩ではないかと考える。

第６章コーチングの総合評価

本研究の最後の分析として、コーチングに対する総合評価を試みてみる。

総合的な評価項目としては、第１節にて「コーチングに対する満足度と期待

度」による評価、第２節にて「コーチと学生との信頼関係」に関する評価、

第３節にて「コーチングの有益性に関する総合評価｣、以上３つの側面から、

学生の総合評価の結果を整理してみることにする。

第１節コーチングに対する満足度と期待度

コーチングに対する満足度（コーチングを経験した学生のコーチングに対

する満足度）と、期待度（コーチングを経験していない学生のコーチング対

－１９５－
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する期待度）に関する解析結果を以下に示してみる。コーチングに対する満

足度及び期待度を示す項目は、以下の11項目とし、それぞれの項目に対して

の学生の感じ方を尋ねてみた。

①今まで気付かなかった自身の意外な資質や可能性の発見

②固定観念の殻を破った新たな考え方・発想・アイデアの発見

③職業観の多様`性と奥の深さの認識

④安心感、安堵感、ゆとり等の会得

⑤緊迫感や緊張感の感知

⑥自分の考え方を人に伝える重要`性の認識

⑦自分のコミュニケーション能力の認識とさらなる課題の発見

⑧自分探しが出来たことに対する喜びと達成感

⑨本音で話し合うことの重要性と必要`性

⑩自身の職業観や人生観を後押ししてくれる喜びと安心感

⑪自律（自主的な努力）と他律（コーチのサポート）との交互作用

の必要性

なお、調査方法は各質問項目に対して、５点反応尺度（５：満足感を抱い

た（期待する)、４：やや満足感を抱いた（やや期待する)、３：どちらとも

いえない、２：やや不満足感を抱いた（あまり期待していない)、１：不満

足感を抱いた（期待していない)、で尋ねた。なお、調査はコーチングを経

験した学生（卒業生を含む：以下同様）６４人と、経験していない学生29人

(５点反応尺度は括弧内に記載されている方で答えて貰った)、双方を含む９３

人の学生を対象とした。

調査結果によれば、「コーチングを経験した学生」と「コーチングを経験

していない学生」との間に有意差が見られた項目は、以下の４項目だった。

－１９６－
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コーチングに対する満足度と期待度

②固定観念の殻を破った新たな考え方・発想・アイデアの発見

⑥自分の考え方を人に伝える重要性の認識

⑨本音で話し合うことの重要性と必要性

⑪自律（自主的な努力）と他律（コーチのサポート）との交互作用

の必要性

平均値の差の検定での特徴としては、「②固定観念の殻を破った新たな考

え方・発想・アイデアの発見」については、コーチングを経験していない学

生の期待度「431」の方がコーチングを経験している学生の満足度「384」

よりも高い数値を示しており、コーチング対する意外,性や特異性に富んだ変

化や発見に対する期待が非常に高いことが伺える。このことは有意差こそ見

られないが、「①今まで気付かなかった自身の意外な資質や可能性の発見」

に対する期待度は「4.28」となっており、同じような期待をコーチングに寄

せていることが伺える。

これに対して、「⑥自分の考え方を人に伝える重要性の認識」と「⑨本音

で話し合うことの重要』性と必要』性」と「⑪自律（自主的な努力）と他律（コー

－１９７－

コーチング

経験有

コーチング

経験無

｢コーチングの経験有り」－「コーチングの経験無し」

平均値の差 標準偏差 t値 自由度 有意確率

①意外な資質･可能性の発見 ４０８ 4２８ -０２０ 0.20 -0.973 40.047 ､337

②新たな考え方･発想の認知 3.84 4.31 -0.47 0.18 -2.547 9０ ､013
＊

③職業観の多様性の認識 4.13 4.07 5.60Ｅ-02 0.20 0.276 9１ ､783

④安心感やゆとりの享受 ａ7５ 3.48 0.27 0.24 1.112 43.131 ､272

⑤緊迫感･緊張感の体得 3.94 3.86 7.54Ｅ-02 0.19 0.398 9１ ､691

⑥ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの重難 4.48 3.93 0.55 0.19 2.865 37.914 ､007
＊

⑦ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ協力O識 ４１３ 4.17 -4.74Ｅ-02 ０１９ -0.250 9１ ､803

⑧自分探し力咄来た達成感 4.14 3.97 0.18 0.25 0.713 39.340 ､480

⑨本音の対話の重要性 4.34 3.86 0.48 0.22 2.171 39.338 ､036
＊

⑩自身の考え方の承認 4.39 4０７ 0.32 0.17 1.918 9１ ､058

⑪｢自律と他律｣均衡･璽性 4.44 3.86 0.58 0.23 2.523 39.128 ､016
＊
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チのサポート）との交互作用の必要性」の３項目に関しては、コーチングを

経験した学生の満足度「⑥：4.48、⑨：443、⑪：444」の方が、コーチン

グを経験していない学生の期待度「⑥：3.93、⑨：3.86、⑪：3.86」よりも

高い数値を示しており、コミュニケーションの実践的な機能や成果に対する

満足度が高いことが伺える。このことは、有意差こそ見られないが、「⑩自

身の職業観や人生観を後押ししてくれる喜びと安心感」に対する満足度は

｢4.39」となっており、同じようにコーチングの実践的な機能と成果に対し

て高い満足感を示していることが伺える。

結論的には、コーチングの経験が有る無しに関わらず、コーチングに対す

る期待度と満足度は高い数値を示しており、学生のコーチングを基軸とする

個別指導に対する継続的な実施とその成果に対するニーズは高いと判断して

よさそうである。

第２節コーチと学生との信頼関係

さらに、コーチングによってコーチと学生との信頼関係は向上するか否か

を尋ねてみた。

この質問項目に対しも、５点反応尺度（５：強まった（強まると思う)、

４：やや強まった（やや強まると思う)、３：どちらともいえない、２：あ

まり強まらなかった（あまり強まらないと思う)、１：強まらなかった（強

まらないと思う)、で尋ねた。なお、調査はコーチングを経験した学生64人

と、経験していない学生29人（５点反応尺度は括弧内に記載されている方で

答えて貰った)、双方を含む93人の学生を対象とした。

コーチと学生との信頼関係

－１９８－

自己認識の

対象

ｺｰﾁﾝｸﾞの経験

有り（n=64）

ｺｰﾁﾝｸﾞの経験

有り（n＝29）
｢経験有りの平均値」 ｢経験無しの平均値」

検定項目 評価：平均値 期待：平均値 平均値の差 標準偏差 t値 自由度 有意確率

検定統計量 4.48 4.52 3.29Ｅ-02 013 0.251 9１ ､803
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調査結果によれば、「コーチングを経験した学生」と「コーチングを経験

していない学生」との間に有意差は全く見られなかった。特筆すべきは、コー

チング経験が有る無しに関わらず、それぞれ「4.48と4.52」という非常に高

い数値を示しており、コーチと学生との信頼関係はコーチングによって強ま

る（強まると思う）と考える学生が非常に多いことが伺える。この結果は、

コーチに対する誘因として捉えることもできよう。すなわち、コーチングを

基軸とする個別指導の実践によって、学生との信頼関係が強化され、さまざ

まな成果が学生と教員とのコラボレーションによって生成されることが予想

される。このことは教育者としてのコーチにとって、大きな動機づけになり

うると考えられる。

第３節コーチングの有益性に関する総合評価

最後にコーチングそのものの総合評価として、学生のＣＤＰを効果的に推

進していく上で、コーチングによる個別指導は、学生にとって、どの程度有

益だと思われるかを尋ねてみた。

この質問項目に対しも、５点反応尺度（５：有益である（有益だと思う)、

４：やや有益である（やや有益だと思う)、３：どちらともいえない、２：

あまり有益ではない（あまり有益だとは思わない)、１：有益ではない（有

益とは思わない)、で尋ねた。なお、調査はコーチングを経験した学生64人

と、経験していない学生29人（５点反応尺度は括弧内に記載されている方で

答えて貰った)、双方を含む93人の学生を対象とした。

コーチングの有益性に関する総合評価

－１９９－

自己認識の

対象

ｺｰﾁﾝｸﾞの経駄

有り（n=64）

ｺｰﾁﾝｸﾞの経験

有り（n=29）
｢経験有りの平均値」 ｢経験無しの平均値」

検定項目 評価：平均値 期待：平均値 平均値の差 標準偏差 t値 自由度 有意確率

検定統計量 ４８６ 4６９ 0.17 9.78Ｅ-02 1.736 42.623 ､090
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調査結果によれば、「コーチングを経験した学生」と「コーチングを経験

していない学生」との間に有意差は見られなかった。特筆すべきは、コーチ

ング経験が有る無しに関わらず、それぞれ「486と469」という今回の調査

の中で最も高い数値を示しており、コーチングの有益性に対する学生の高い

評価と期待が伺える。

さらにコーチングに関する総合評価として「コーチングに対する要望・提

案・意見」を自由記入という形で尋ねたところ、調査対象者93名中、６２名よ

り回答を得ることができた。その中で特に多かった要望・提案・意見は以下

の通りである。

①個別指導・個別教育の一環としてコーチングの導入と浸透を強く

希望する。

②１．２年次の時からコーチングを受けられる環境を整えていただ

きたい。

③学生と－対一で向き合う必要性と重要性を教師が認識・実践して

いただきたい。

上記意見の詳細として、これまでの分析によって明らかになった以外の事

柄について、下記に整理してみることにする。

まず第一に、「大学の個別指導・個別教育の一環としてコーチングの導入

と浸透を希望する声」についてだが、多くの学生が、コーチングの必要性と

重要｣性を大学側が認識し、学科・学部レベル、さらには全学レベルでの導入

と浸透に対する取り組みを要望している。特にコーチングを経験したことの

ない学生からは、コーチングによる学生サービスの公平性を訴える意見が多

く、さらにコーチングを推進する主体として、ゼミの教員以外にもコーチン

グを専門とするスタッフによって構成される特別な機関を設け、全学的な導

入と浸透を促して欲しいという提案が多かった。また、コーチングを経験し

－２００－
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た学生からは、個別指導の形態として、－対一のコラボレーションのみなら

ず、グループ・コーチングを推進し、コーチ以外の参加メンバーからの質問

及び情報・提案を希望する声が見受けられた。学生自身がコーチとしての役

割をも演ずる必要性を訴えた積極的な意見として評価できよう。

第二に、「１．２年次の時からコーチングを受けられる環境を整えていた

だきたい」という要望であるが▽コーチングを受けたことのある学生の殆ど

は、３年次からの経験であり、より早い段階でのコーチングによる個別指導

を望んでいる。自身のキャリア・ビジョンを構築するには、それ相応の努力

と時間を費やす必要がある。もちろん個人差はあるが、キャリア・ビジョン

構築という目的を達成するためには、長期的なスパンを見据えた、継続的な

努力が要求される。拙者もゼミの教え子たちに「ドリームタイムを作ること」

を提唱している。ドリームタイムとは、自分にとって相応しい進路や職業を

見つけるための作戦タイムを意味している。1週間に一度、一回30分、自身

の究極目的の探索と目的達成に向けた効果的戦略の策定にドリームタイムを

活用して欲しいという切なる願いである。このような学生の主体的取り組み

は、そのスタートが早ければ早いほど実りの多い結果に繋がりうる。したがっ

て、ドリームタイムの提案と紹介も含め、コーチングによる個別指導の開始

時期は、なるべく早めにした方が懸命であると判断する。

最後に「学生と－対一で向き合う必要性と重要性の認識・実践」を強く教

員に要望している。学生と大学教員との視線の高さには、かなりの開きがあ

るようである。特に学生の方がそのギャップを強く感じており、考慮、祷曙、

遠慮、という感｣盾が渦巻き、研究室のドアを叩けない学生も多く存在してい

る。コーチングの専門スタッフによる特別機関の設置という要望も、このよ

うな大学教員に対する気遣いに起因しているとも解釈できるが、多くの学生

が教員との対話を欲していることは歴然とした事実である。以下に聞き取り

追跡調査によって学生から得られた声を紹介してみることにする。「コーチ

ングとはけっして高度な技術を必要とするものではないと思います。学生と
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先生との信頼関係を前提とした本音のコミュニケーションだと思います。真

剣に先生が質問してくれたら、学生も真剣に答えるでしょうし、そんな対話

のキャッチボールを進めることによって、気付きや発見ができるのだと思い

ます。ぜひ、私たちのコーチになって下さい｡」

本稿では、「学生の意識の変化」をネライに研究を進めてきたが、コーチ

ングによる個別指導の導入と浸透は「教師側の意識の変化」にも依存してお

り、大学及び教師の、ちょっとした努力と発想の転換をするかどうかに、成

否がかかっているといえよう。

以上、さまざまな課題や障壁はあるにせよ、将来志向的なビジョンとミッ

ションのもとに、学生一人一人に対してきめ細かい教育サービスを提供し、

相互啓発的なサポートシステムによって学生の潜在的な資質と可能性を見出

し、成果を導いていく。このような真の意味での「StudentSatisfaction：

学生満足」を実現していくことは、これからの大学に求められる真の役割で

あり使命ではないかと考える。

結びにかえて

平成16年に開催された経営哲学学会全国大会の統一論題の一つとして「日

本の大学は組織といえるか？」という問題提起がなされた。バーナードの組

織成立の３要素に照らし合わせてみれば、大学の教職員に共有された理念や

目的は存在するのであろうか。指令や報告のコミュニケーション・チャネル

は正常に機能しているのであろうか。貢献意欲を掻き立てるような人事シス

テムが存在し正常に作動しているのであろうか。問題提起者の答えは「ノー」

であった。組織成立の３要素さえ存在しない大学が、なにゆえ維持・存続で

きるのであろうか。

その主たる理由は、大学が、戦後から現在に至るまで、経済成長の流れと

－２０２－
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あいまって学歴主義の大波に乗りながら、何とか航海を続けることができた

からであろう。しかしながら、少子化という別の大きな波が大学に押し寄せ

ようとしている。現在、約1200の大学のうち、約400の大学が定員割れの問

題に直面しており、大学といえども倒産の恐怖と危機に瀕する時代になって

きている。まさに大学改革の必要性が叫ばれる中、社会の－機関として大学

が存続・成長していくためには、大学本来の使命と役割を果たしていかなけ

ればならない。この大学本来の使命と役割を現場レベルの教員に落とし込ん

だ場合、４つの主要業務が取り上げられることになる。「研究」と「教育」

と「社会貢献」と「学内業務」の４つである。上記問題提起者は、「大学の

教職員が４足の草畦を履き、それらを立派にこなせと言っても無理であろう。

せめて１足の草鮭でよいから、それを履いて他には真似の出来ない歩み（貢

献）を示してもらいたい」と論じられた｡('2）

まさに独自の事業領域を設定し、その中に自身のもつ資質と能力と情熱を

投入し競争優位を確立せよという示唆であろう。この示唆をマネジメント論

として捉えれば「顧客のニーズを的確に捉え、標的市場を設定し、独自の強

みを市場に投入することによって、顧客の満足を実現させ、健全なる経済社

会の構築に寄与する」という解釈ができよう。大学という組織も厳しい環境

の変化に直面して、ようやく顧客志向のマネジメントを推進しなければなら

･ない時代となりえた。すなわち、「学生という主役に焦点をあて、その主役

たる学生の顕在的かつ潜在的ニーズを的確に捉え、個人もしくはグループと

いう標的市場を設定し、教職員が有する独自の強みを市場に投入することに

よって、主役たる学生の満足を実現させ、健全なる経済社会の構築に必要な

人材育成に寄与する｣。このようなマネジメントの基本理念に立ち、主役た

る学生の潜在的ニーズの顕在化に向けた、コーチングによる個別指導の導入

と浸透は、現場レベルでの大学改革の一つとして、取り組んでいくべき重要

なテーマであり、ミッションではないかと考える。
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