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人材育成学会第８回研究会 

アカデミック領域における 
    米国コーチング教育訓練プログラムの現状と将来展望 

 

１９８０年代不況に苦しんでいたアメリカで，人材育成およびマネジメント・スキルとして組織の体質改善
を成功へと導いたものの１つに「コーチング」が挙げられています。コーチングは１９９７年日本に紹介され，
特にビジネスの分野で関心をもたれつつあります。 

コーチング先進国である米国や英国などでは，コーチングのモデルやその有効性，企業における導入例，
コーチング理論，今後の研究と実践の方向性などについてリサーチがなされていますが，日本においてはコ
ーチングの認知度は低く，その社会的意義はあいまいで，コーチの地位も確立されておりません。また，コ
ーチングの効果に対する学術的な裏付けや定性的定量的データもないのが現状です。 

そこで，コーチングの科学的有効性を検証・実証する場の必要性を痛感し，今回の研究会を企画いたしま
した。David Matthew Prior(New York University)を講師に招き，コーチングの成果を科学的に研究してい
くことは，本の人材育成に大きく寄与する，ということを討議する場としたいと考えています。 
 必ずや今回の研究会から具体的な役に立つヒントが数多く得られることを信じてやみません。 

研究会企画担当：三木佳光 （文教大学） 
企画アドバイザー：伊藤 守（国際コーチ連盟マスター認定コーチ） 

日 時：２００６年 ６月２５日（日） １３：００～１７：４５ 

会 場：（学）産業能率大学 代官山キャンパス 

プログラム  座 長：高橋 潔 氏（神戸大学大学院経営学研究科） 

通 訳：稲場泰子 氏（ｃｏａｃｈ Ａシニアビジネスコーチ） 

１３：００―１５：００【基調講義】Speaker: Mr. David Matthew Prior(New York University)    
In this presentation, David Matthew Prior, MCC* will provide an overview of the essential elements 
for consideration in designing an effective curriculum in coaching.  Areas of consideration will 
include: 
• A coaching definition and philosophy 
• Curriculum design, emphasis and resources 
• A coaching course of study including beginning, intermediate and advanced levels 
• Balancing theory and practice 
• Targeting the appropriate student audience 
• Instructor requirements 
• Administrative considerations and challenges 
• Cross-pollination from other academic departments (philosophy, psychology, business 
administration and management) 
• Designing effective student support 
• Measuring program success 

１５：００―１５：１５  休 憩 

１５：１５―１６：３０  【コメントと日本における現状報告】  

１５：１５－１５：４０ 光永 仁 氏（ＰＤＩ Japan シニア・コンサルタント）  

１５：４０－１６：０５ 村田雅子 氏（学校法人産業能率大学ソリューションシステム開発部）  

１６：０５－１６：３０ 鈴木義幸 氏（ｃｏａｃｈ Ａ取締役副社長，国際コーチ連盟マスター認定コーチ）  

１６：３０―１７：３０ 【全体討論と質疑応答】 

●Speakerのプロフィール 

David Matthew Prior, MCC is an executive coach, speaker and trainer.  He works in New York City 
specializing in one-on-one executive coaching and in the design and delivery of coach management 
training programs for Fortune 500’s.  His international coaching work extends to Europe, South 
America and Japan.  David serves on the coaching faculty at NYU (New York University) where he 
teaches the Foundations of Coaching and the Coaches Walk the Talk Program, and at the University 
of Texas-Dallas where he teaches web based courses on the Ethics and Standards of Coaching for the 
Executive and Professional Coach Training Program. 

Ａs a leader in the coaching world, David is a Vice President of the International Coach Federation 
(ICF) and recently completed a 3-year term as Co-Chair of the ICF Ethics & Standards Committee 
(2003-2006).  Formerly a Trust and Financial Planning Officer with Chase Bank, he has an MBA from 
Thunderbird in international business.  David is a graduate of the American Academy of Dramatic 
Arts, NY, and previously taught improvisation skills for 8 years to professional actors at the 
Michael Howard Studios in New York City.   

*MCC(Master Certified Coach)＝国際コーチ連盟マスター認定コーチ 


