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クラス担任のための
特別編集
『子どもの心に届く言葉、届かない言葉』
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■ 先生自身の面談力をアップするためのワーク2

また︑面 談をする際の質 問の仕 方

の関係です︒極端な言い方をすれば︑
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❶ 二人一組になり、話し手と聴き手を決める。
❷ 話し手にテーマを与える。
テーマ例「最近あったちょっといい話」
「私の好きな○○」
「私の長所」
など
❸ 聴き手に４つの指示を与える。
（１）腕組みをすること
（２）笑わないこと
（３）うなずかないこと
（４）しゃべらないこと
❹ 話し手にテーマについて自由に話をしてもらう。
❺ １分間
（もしくは２分間）
で話を打ち切る。
話し手に起こった感情の変化を分かち合う。
❻ 話し手と聴き手の役割を入れ替わる
※ポイント・
・
・聴き手が４つの指示
（１）
〜
（４）
を徹底して守ること。
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小山英樹著 佐々木喜一監修 学習研究社発行
コーチングと教育を組み合わせた「教育コーチン
グ」
という視点から、教育現場での多くの事例とと
もに、具体的にどのような言葉や態度が子どもの
心に届くのかを説く。
●著者紹介：小山英樹（こやま・ひでき）社団法
人日本青少年育成協会理事・主席研究員・指導
者育成委員長。私立高校教諭を経て、
（株）
成基
入社。
「教育コーチング」
「パパ・ママコーチング」
を
開発。実践・普及のためセミナー・講演活動などを
行う。

コラム クラス担任の先生に聞いた面談の「成功」
と
「失敗」
高校生のた
め
進学サポー の
トサイト

キャリアガイダンスでは、
４月に編集協力委員の先生方に面談についてのアンケートを実施しました。
そこで寄せられた先生方の成功と失敗の体験談です。

【成功】

【失敗】

●
「自分がしゃべるのではなく、相手がしゃべれる雰

囲気ができたとき」
●
「生徒が自分自身に自信をもてていなかったことを、
認め、
違う視点で見られることを伝えたら、すごく自信を
もってくれ、
面接でも活き活きと話せて合格したと言っ
てくれた。後から手紙で、
『先生との面談は何か深かっ
た。自分のことを見つめられたから合格できた』
と書い
てくれたが、
実際の面談では、
こっちは視点を変えるこ
とを少し伝えただけで、ほとんど生徒が語っていた。語
ることで、
自分自身をよく見つめた結果だと思う」
●
「面談シートで事前に情報収集し、
生徒のニーズに
こたえる面談を心がけている。面談の中で生徒の新
たなニーズを見いだしたときは、翌日には資料などを
用意して手渡しし、
クイックレスポンスに努めている」
●
「面談シートなどを事前に提出させ、
書いたことを説
明させるだけでも、生徒が話すことになる。テスト答
案用紙も持ってこさせると、点数だけでは見えないこ
とを、生徒が話すことになる」
●
「面談そのものの時間はかかりますが、
コーチング
の手法を生かして行うと良かった気がします。教員が
生徒の進路に関する疑問に答えることが簡単な場
合も少なくないかもしれませんが、そのときにぐっと我
慢して、
うまく振ってあげることが、生徒を一回りも二
回りも成長させることにつながると思います」

●
「傾聴とは言いますが、ついこちらの理想に近づけ
ようとしてしまい失敗することがあります。説教くさくな
ってしまったり、
あまりに強引にある方向にもっていこう
として生徒が萎縮してしまったり」
●
「ついこちらが助言しすぎて、生徒に語らせることが
できず、質問攻めになったりして難しい」
●
「十分に時間がとれず、
じっくり話し合うべきとはわか
っていても、急がせてしまいがち。本人に調べさせたほ
うがよいということはわかっていても、ついつい資料を
用意して効率よく面談をしがちなこと」
●
「こちらの思っていることを先に伝えてしまったこと
で、生徒が気を遣ってしまい、
自分の思っていることで
はなく、こちらの伝えたような回答をしてしまい、本音を
聞けなかったことがある」
●
「自分から話すことが苦手な生徒に対して、話を引
き出すのを待ちきれず、
結局面談ではなく、
説教のよう
になってしまった」
●
「生徒の相談や悩みに対して、
あまりに明快に情報
を与えたり、回答したりしたときには、生徒はすっきり気
持ちよく解決した気分になり感謝してくれましたが、そ
れらは失敗だったと反省しています。人が大きく成長
できるときというのは、
困難・苦労・悩み・悲しみなどの
壁にぶつかったときではなく、それを乗り越えたときな
のだということを確信しています」

※先生方から寄せられた面談シートの例がダウンロードできます。参考にしてください。http://souken.shingakunet.com/career̲g/worksheet/

学問・仕事調べ、学校・学部学科探し、
オープンキャンパス情報の収集ができる
78学問、474の仕事、493の資格に関する情報を網
羅。
自分の将来探しに使えるほか、
興味分野や所在地
から学校情報を調べることも可能。夏に向けた、各学
校のオープンキャンパス最新情報も掲載しています。

Take action!
東日本大震災時に世界
中からのメッセージを集め
たサイト『 prayforjapan.
jp 』
を立ち上げた大学生
の鶴田浩之さんや、やりた
いことをみつけた高校生の
「未来の自分を見つける」
方法を紹介

学費シミュレーター
家計と学費のシミュレーショ
ンや、
ファイナンシャルプラン
ナーからのアドバイスにより、
家計改善方法がわかる無
料サービス。学校の種類、
希望する学部/分野、
進学エ
リアから学費の相場を調べ
てシミュレーションが可能

取材・文／清水由佳
（ライター・キャリアカウンセラー）

