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コーチングフロー（ＧＲＯＷモデル）と質問 

コーチングのフローに、「ＧＲＯＷモデル」と呼ばれるものがあります。 

①ゴール（目標）の明確化、②現状の明確化、③目標と現状のギャップを埋める方法の発見、

④行動の具体化の４つになります。 

フロー ＧＲＯＷモデルのコーチング質問 

 

 

 

 

・望ましい状態をつくる 

・未来を明るくする 

・目的・目標の明確化 

□今、一番重要な目標は何？ 

□いつまでにどんな状態が理想なの？ 

□その目標は何のために達成したいの？ 

□目標（モデル）にしている人は誰？ 

□３カ月後にどんな状態になればいいの？ 

□その先は？ 

 

 

 

 

 

・現状の問題や過去の経緯を明確 

にする 

・目標達成に使えるもの 

□現状をもっと詳しく教えて？ 

□その課題はどれくらい重要なの？ 

□その課題を解決するために、今までどんなことをしてきたの？ 

□今、その目標を達成する確率は何％ある？ 

□成功のために不足しているものはなに？ 

□外的要因は何が考えられる？ 

□本当に重要？ 

□そもそもその本質はなに？ 

 

 

 

 

 

・理由や背景の発見 

・現状とギャップを埋める 

・アイデアの発見 

・創意と工夫を引き出す 

□過去に同じような例でうまくいったことはない？ 

□相手の立場だったら何が考えられる？ 

□あなたがモデルにしている○○さんならどうすると思う？ 

□３カ月後のために今からやっておいた方がいいことはなに？ 

□誰にサポートしてもらったらもっと上手くいくと思う？ 

□あなたが私だったらどうする？ 

□何が成功の邪魔をしているの？ 

□あなたが預言者ならどんな手を打つことを勧める？ 

□すぐにあるものは何？そして無いものは何？ 

 

 

 

 

・行動を決定する 

・行動を促進する 

□どのアイデアが一番効果的かな？ 

□今すぐにできることは何？ 

□いつやる？(いつまでにやる？) 

□何があればもっと確実になる？ 

□ゴールに進んでいるのを何で測る？ 

□必ずやり遂げると約束してくれる？ 

ステップ 1 

ゴールの明確化 

G:Goal 

ステップ 2 

現状の明確化・資源の発見 
R:Reality Check、

 

ステップ 3 

方法の発見、選択肢の創造 
O：Option 

ステップ 4 

行動の具体化・ 

目標達成の意思 W:Will 
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ゴールを明確にする質問 
 
□〇〇さんは、５年後どんなことをしていたいですか？ 
□ところで、今一番重要なゴールは何ですか？ 
□そのゴールは、いつまでにどんな形になればいいと思っていますか？ 
□そのゴールまでのプロセスで、どんな体験ができると思いますか？ 
□ゴールを達成していくことで、１０年後はどうなっていると思いますか？ 
□そのゴールを達成することで、どんな力が備わると思いますか？ 
□そのゴールを達成することで、どんな知識が備わると思いますか？ 
□ゴールを達成することで、周りの評価はどうなると思いますか？ 
□ゴールを達成することで、周りとの関係性はどうなると思いますか？ 
□ゴールを達成することで、どんな人だと言われるようになりますか？ 
□ゴールに向かって行動していくと、ゴールを達成する以外にどんなメリット 
がありますか？ 

□次には、どんなゴールを目指したいですか？ 
□５年後のあなたの収入はどうなっていますか？ 
□そのゴールの延長にどんな未来が見えますか？ 
□そのゴールは、あなたの５年後に対してどれくらい重要ですか？ 
□５年後、さらにどんなゴールを目指していますか？ 
□今、仕事面において、もっとも重要な目標は何ですか？ 
□今、プライベートにおいて、一番楽しみな目標は何ですか？ 
□今、経済的なことで大切な目標は何ですか？ 
□将来、どんな生活をしたいと望んでいますか？ 
□５年後のあなたは、今のあなたと何が変わっていますか？ 
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現状を明確にする質問 
 
□今の状況を詳しく教えてくれませんか？ 
□これまでやってきて、思ったよりもうまくいかなかったことは？ 
□これまでやってきて、うまくいったことは？ 
□ゴール達成を１００％とすると、いま何％ぐらいまで来ていますか？ 
□ここまで進んできて、正直どんな感じですか？ 
□３カ月前と比べて、今はどれくらい成長したと思いますか？ 
□このゴールについて、いつもどれくらい考えていますか？ 
□このゴールに対して、どれくらい努力していますか？ 
□このゴールに対して、どれくらい集中していますか？ 
□今のエネルギーはどれくらいですか？ 
□今のモチベーションはどれくらいですか？ 
□今の自分にどれくらい満足していますか？ 
□ここまでやってきて、学んだことは何ですか？ 
□ここまでやってきて、気づいたことは何ですか？ 
□現状を作りだしているあなたの要因は何だと思いますか？ 
□あなたが恵まれていると思うことは何ですか？ 
□このゴールはあなたにとってどんな意味があると思いますか？ 
□そのゴールを目指そうと思った動機は何ですか？ 
□ここまでやってみて、ゴール達成に不足しているものは何ですか？ 
□ゴールに向かってスタートするのに、心配なことは何ですか？ 
□それは事実ですか？推測ですか？ 
□それは知っているレベルですか？できるレベルですか？ 
□出来ないの？やらないの？どちらですか？ 
□あなたが過去に一番生産性を上げていたのはどんな時ですか？ 
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ギャップと行動プランの質問 
 
□ゴールに向かうために、すでに明確になっていることは何ですか？ 
□ゴールのために、今の考え方や物の見方で変えた方がいいことは何ですか？ 
□今まで持っていた考えで手放した方がいいことは何ですか？ 
□ゴール達成のために、新たにどんな知識が必要ですか？ 
□ゴール達成のために、新たに備える必要があるスキルは何ですか？ 
□ゴール達成のために、補いたいツールは何ですか？ 
□自分の行動を阻害している要因が、自分の内側にあるとしたら何でしょう？ 
□あなたの何が成功の邪魔をしていると思いますか？ 
□あなたがそうあるべきだと思っていることは、いつも真実ですか？ 
□来年今の目標が達成しているとしたら、その一番の要因は何だと思います 
か？ 

□これまでのやり方が、逆の効果を発揮しているとしたら何だと思いますか？ 
□この一週間で、実際に行動に移してみたいものはどれですか？ 
□試してみたいものは何ですか？ 
□今のあなたは、成功しているあなたから見てどう見えますか？ 
□恐怖を感じるが、実行した方がゴールに近づくことは何ですか？ 
□どんなステップを踏んだら、もう少し楽に行動できますか？ 
□どんな優先順位で進んでいけばいいでしょう？ 
□あえて挑戦したいことは何ですか？ 
□新たに自分のものにした方がいい考え方はどんな考えでしょう？ 
□今、いくつか話した中で、来週のセッションまでに結果を報告したいことは 
どれですか？ 

□このままにしますか？それとも変化作り出しますか？ 
□時間とお金の制約がないとすると何をしますか？ 
□やらない理由をいうのを止めにしませんか？ 
□今日、完了させたいことは何でしょう？ 
□約束してくれますか？ 
□本気でゴールに向かう覚悟はありますか？ 
□ゴールが２倍になるとしたらどんな手を打ちますか？ 
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セルフイメージを明確にする質問 
 
□なぜプロコーチになろうとしたの？ 
□なぜプロコーチなの？ 
□どうしてコーチじゃなくちゃいけないの？ 
□どんな時が（なにが）楽しい？ 
□どんな時が（なにが）嬉しい？ 
□なにが起きて欲しいと思ってる？ 
□なにがどうなることを望んでる？ 
□幸せを感じる時はどんな時？ 
□命をかけてしたいことは？ 
□情熱をもって成し遂げたいことは？ 
□１年後に到達している場所は？ 
□５年後に到達している場所は？ 
□命を終える時に思うことは？ 
□あなたの命の使い道は？ 
□どんな自分に感動したい？ 
□理想的な未来のために、今自分と約束することは？ 
□目標を手にした時、あなたはどんな人だと言われたい？ 
□夢は？ 
□そのゴールに向かう目的は？ 
□なぜそれをしているの？ 
□預言者だとしたら、１０年後をどう預言する？ 
□神様からなんて言われてると思う？ 
□１０年後に手にしていることは？ 
□あなたの幸せの定義は？ 
□あなたにとって豊かさとは？ 
□決断することは？ 
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気づきを促す質問  
 

□何が起こってほしいと思っていますか？ 

□いつまでに、どんな形になればいいと思っていますか？ 

□現状だと、何％の確率で達成できますか？ 

□それについて、いつもどれくらい考えていますか？ 

□あなたにとってその問題は、どれくらい重要ですか？ 

□本当？ 

□どんなことを既に試してみましたか？ 

□期待したほど上手くいかなかった理由は何でしょうか？ 

□問題をつくっているあなたの原因は何？ 

□精神的な要因は何？ 

□このことについてどんな感じがしますか？ 

□他の選択肢はなんでしょうか？ 

□他には？ 

□過去にどんなことが役に立ちましたか？ 

□ここでもっとも重要なことは何ですか？ 

□何が起きますか？ 

□どうして、そのことがあなたにとって大切なんでしょうか？ 

□どこから始めますか？ 

□何に焦点を当てたいですか？ 

□それを実行することで、あなたは何を得ますか？ 

□どうします？ 

□今のあなたは成功しているあなたから見てどう思いますか？ 

□もし、思うように進んでいないとしたら、あなたの何が成功の邪魔をしている 

 と思いますか？ 

□不安や怖れを感じるが、実行した方が目的に近づくことは何ですか？ 

□どんなステップを踏んだら、もう少し楽に行動できますか？ 
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発見する質問 
 
□なぜこのテーマなんですか？ 
□何が起こってほしいと思っていますか？ 
□いつまでに、どんな形になればいいと思っていますか？ 
□現状だと、何パーセントの確率で達成できますか？ 
□あなたにとってその問題は、どれくらい重要ですか？ 
□どんなことをすでに試してみましたか？ 
□期待したほど上手くいかなかった理由は何でしょうか？ 
□問題をつくっているあなたの原因は何でしょうか？ 
□精神的な要因があるとしたら何だと思いますか？ 
□現状についてどんな感じがしますか？ 
□あなたが預言者だとすると今のあなたに何と言いますか？ 
□恐れや不安を感じるが、試した方がいい事は何でしょうか？ 
□第三者から今のあなたを見るとどんな感じですか？ 
□既に成功しているメンターがあなたにアドバイスするとしたら何と言うで 
しょう？ 

□他にはどんなことが役に立ちましたか？ 
□ここで最も重要なことは何ですか？ 
□どんな行動をとりますか？ 
□実際、何が起きますか？ 
□どうして、そのことがあなたにとって大切なんでしょうか？ 
□どこから始めますか？ 
□何なら試せそうですか？ 
□実際に行動に移す確率は現在何パーセントですか？ 
□何に集中することで、未来のあなたは何を得ることができますか？ 
□あなたのどんな考え方が現状を引き起こしていますか？ 
□どんな見方をするようになれば、望む未来を手にできますか？ 
□本当ですか？ 
□どんな決断をしますか？ 
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決断を促す質問 
 
□もし、今日が自分の最後の日だとしたら、今日やることは、あなたが本当に 
やりたいことですか？ 

□あなたが、今何かを変える必要があるとしたらそれは何ですか？ 
□人生を生きていくうえで、どんなことに価値を感じるのですか？ 
□あなたの人生が終わるとき、もしそれをしなかったら後悔することは 
なんでしょう？ 

□あなたは、自分の人生に満足していますか？ 
□あなたが残された時間は、何に使うことがあなたを幸せにするのでしょう 
か？ 

□思い通りの人生を生きていくために、あなたがあなた自身に約束することは 
何ですか？ 

□あなたがあなたに決断をさせなければならないことは何ですか？ 
□１年後に命が終わるとすると、後悔することは何ですか？ 
□必ず成功が保障されているとしたら、どんなチャレンジをしたいですか？ 
□お金以外であなたが価値を感じることは何ですか？ 
□収入を得る必要がないとしたら、何をして生きていると実感しますか？ 
□あなたが情熱をかけてやり遂げたいことは何ですか？ 
□あなたの心が震えるくらい感動するのはどういう時ですか？ 
□今、どれくらい自分の心に正直に生きていますか？ 
□恐れや不安を感じるが、やると決めたほうがいいことは何でしょう？ 
□すでに成功しているメンターがあなたにアドバイスをするとしたら？ 
□大切なことを大切でないことの犠牲にしていないですか？ 
□自分の意思が自由だということを、忘れていないですか？ 
□自分の意志で、人生の選択をしていますか？ 
□自分との対話をないがしろにしていないですか？ 
□正解を探すことで、無駄に立ち止まっていないですか？ 
□できない理由を言って、自分の怠惰を正当化していないですか？ 
□時間がないという言葉で、言い逃れをすることに慣れていないですか？ 
□ただ、悩んでいることのために命を無駄に使っていないですか？ 
□決断を恐れて、未来の自分に負の遺産を残していないですか？ 
□必要以上に物分かりのいい人を演じて、人生を人の手にゆだねてないです

か？ 
□あなたが、今、決断しなければならないことは何ですか？ 
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フォローで使える質問 
 
□今日の調子はどうですか？ 
□前回から今日までの間で、気づいたことや発見したことは何でしょう？ 
□行動してみて分かったことは何ですか？ 
□この一週間で手にした成果は何ですか？ 
□行動してみて、学んだことは何ですか？ 
□未来に活かせることは何でしょう？ 
□目標に向けての進捗はどんな状況ですか？ 
□気がかりは何ですか？ 
□最近の目標に対するモチベーションはどんな感じですか？ 
□何がその結果を作り出したのでしょうね？ 
□結果を作り出した原因の中で、変えた方がいい事は何でしょうか？ 
□どんな考え方がこの結果を作ったと思いますか？ 
□どんな原因を新たに作るか、増やしたら、結果はより良くなると思いますか？ 
□ゴ―ルに近づくために、今日はどんなテーマでコーチしましょうか？ 
□あなたの何が成功の邪魔をしていると思いますか？ 
□この一週間で、実際に行動に移したみたいものはどれですか？ 
□試してみたいものは何ですか？ 
□今のあなたは、成功しているあなたから見てどう見えますか？ 
□恐怖を感じるが、実行した方がゴールに近づくことは何ですか？ 
□どんなステップを踏んだら、もう少し楽に行動できますか？ 
□どんな優先順位で進んでいけばいいでしょう？ 
□あえて挑戦したいことは何ですか？ 
□今、いくつか話した中で、次回のセッションまでに結果を報告したいことは 
どれですか？ 

□このままにしますか？それとも変化を作り出しますか？ 
□今日、完了させたいことは何でしょう？ 
□約束してくれますか？ 
□終わったら報告してください。 
□本気でゴールに向かう覚悟はありますか？ 
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子育てに役立つ質問 
 
□やっていて一番楽しいのはどんな時？ 
□大きくなったらどんな人になりたい？ 
□どんなところに住んでいたい？ 
□〇〇ちゃんの夢って何？ 
□あんな人になりたいなーと思う人って誰？ 
□それが上手くいったときはどんな気持ちになる？ 
 
□どんな方法がある？ 
□もっと教えて？ 
□どうしたらもっと上手になる？ 
□それ以外には？ 
□他には？ 
□何が上手くいったの？ 
□〇〇ちゃんはどう思う？ 
□もし、〇〇ちゃんがママならどうする？ 
 
□誰か知っている人いない？ 
□何を調べたらわかる？ 
□どんな気持ち？ 
□他には何ができる？ 
□あなたが私だったらどうすると思う？ 
□他に必要なものはなに？ 
□どれからやることがいいかな？ 
□いつから始める？ 
□自分でちょっと自慢できることってなに？ 
□よく人からほめられることってなに？ 
□私があなたをサポートするとしたら何がある？ 
□できそう？ 
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子供の未来を描く質問 
 
□やっていて一番楽しいのはどんな時？ 
□自分がちょっと自慢できることって何？ 
□どうしたらもっと上手になる？ 
□他には何ができる？ 
□他には？ 
□もっと教えて？ 
□もっと上手になったら、どんな気持ち？ 
□どれからやるのがいいかな？ 
□私が〇〇ちゃんをサポートできるとしたら何がある？ 
□〇〇ちやんと夢って何？ 
□大きくなったらどんな人になりたい？ 
□どんなところに住んでいたい？ 
□あんな人になりたいなーと思う人ってだれ？ 
□どんな方法がある？ 
□それ以外には？ 
□何が上手くいったの？ 
□〇〇ちゃんはどう思う？ 
□もし、〇〇ちゃんがママならどうする？ 
□もし、〇〇ちゃんが〇〇だとしたらどう思うだろう？ 
□もし、〇〇ちゃんが私だったらどうすると思う？ 
□何を調べたらわかる？ 
□他に必要なものは何？ 
□いつから始める？ 
□〇〇ちゃんがよく人から褒められることって何？ 
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ビジョンを明確にする質問 

 

□あなたの会社の商品・サービスは何ですか？ 

 

□その商品・サービスを通して、本当に売っているものは何ですか？ 

 

□あなたの商品・サービスを買うと、どんないいことがありますか？ 

 

□あなたのお客様がたくさん増えると、どんな世の中になりますか？ 

 

□世の中には、どんな問題があると思いますか？ 

 

□どうなると、世の中はもっと幸せになると思いますか？ 

 

□あなたは、どんな世の中にしていきたいですか？ 

 

□ビジョンを形にするために、あなたの会社にできることは何ですか？ 
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売れる商品・サービスを創る質問 

 

□世の中には、どんな「困った」がありますか？ 

 

□あなたが役に立つことができそうな「困った」は何ですか？ 

 

□なぜ、困っているのですか？ 

 

□その人は、どうなったに最高だと感じると思いますか？ 

 

□どんな商品やサービスがあると喜ばれますか？ 

 

□お客様は、既存の商品やサービスにどんな不満を感じていますか？ 

 

□どうすれば、もっと喜ばれますか？ 

 

□どうすれば、実現できますか？ 
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営業力を高める質問 

 

□相手との距離を縮める 

  「最近、寒いですね。風邪などひかれていませんか？」 

  「その服、お似合いですね。どこで買われたんですか？」 

 

□相手の困りごとを聞き出す 

  「それだけうまくいっていたら、困りごとなんてないでしょう？」 

  「いま、私の周りで〇〇について困っている人が多いみたいなんですが、 

   どうですか？」 

  「なんでも叶うとしたら、どんなことをお願いしたいですか？」 

 

□お客様の理想を引き出す 

  「どうなったら、最高にうれしいですか？」 

  「どんな気持ちになりたいですか？」 

 

□興味を高める 

  「その困りごとが、簡単に解決できるとしたら、興味ありますか？」 

  「（興味があるなら）少しお話しさせてもらっていいですか？」 

 

□買わない言い訳をなくす 

  「もし買わないとしたら、どんな理由が挙げられますか？」 

  「もし、買うとしたら、予算はどのくらいですか？」 

  「この問題が解決できたら、いくらぐらいの価値があると思われますか？」 

  「私の商品を買うと、どんな効果が生まれると思いますか？」 

 

□欲しい気持ちを高める 

  「いまなら特典があるのですが、説明させてもらってもいいですか？」 

  「〇〇個限定なのですが、その理由を説明させてもらってもいいですか？」 

 

□次の予定を決める 

  「次の約束はいつがいいですか？」 

  「ＡとＢとＣだと、どれがいいですか？」 
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顧客満足度を高める質問 

 

□相手のニーズを深く聴く 

   「なぜ、〇〇しようと思ったのですか？」 

   「普段、どんなことで困っていますか？」 

   「終わった時、どのようになっていたら最高にうれしいですか？」 

 

□大切な価値観を聴く 

   「大切にしたいことは何ですか？」 

   「これまでにいいなと思ったものは、どんなものですか？」 

   「これまでに嫌だなと思ったのは、どんなシーンですか？」 

 

□相手の期待を確認する 

   「どうして私たちを選んでいただけたのですか？」 

   「今日、来られた最も大きな理由は何ですか？」 

   「誰に、どんなふうにおすすめしたいですか？」 
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自分の課題を見える化する質問 

 

□いま、叶えたいことは何ですか？ 

 

□叶っていない原因は何ですか？ 

 

□その原因を生み出している問題は何ですか？ 

 

□いま、困っていることは何ですか？ 

 

□なぜ、問題なのですか？ 

 

□その問題を生み出している本当の問題は何ですか？ 

 

□いま、あなたが取り組むべきことは何ですか？ 

 

□解決したら、どんないいことがあると思いますか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
2018©coaching-labo. 

問題を解決する質問 

 

□いま、解決したいことは何ですか？ 

 

□どうなったら最高ですか？ 

 

□いま、取り組んでいることで、うまくいっていることは何ですか？ 

 

□どうすれば、もっとうまくいきますか？ 

 

□うまくいっていないことは何ですか？ 

 

□うまくいかない原因は何ですか？ 

 

□もし、何でもできるとしたら、どうすれば解決しますか？ 

 

□すぐに楽しくできることは何ですか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
2018©coaching-labo. 

やる気とパフォーマンスを高める質問 

 

□もし、お金に困らないとしたら、どんな毎日を過ごしたいですか？ 

 

□どんな時に幸せを感じますか？ 

 

□仕事を通して手にしたいものは何ですか？ 

 

□仕事では手に入らないものは何ですか？ 

 

□人生において、大切にしたいことは何ですか？ 

 

□どんな環境だと、気持ちよく働けますか？ 

 

□やりたくないことは何ですか？ 

 

□働くうえで、大切にしたいことは何ですか？ 
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リーダーのための質問 

 

□あなたにとって、理想の上司とは、どんな人ですか？ 

 

□部下は、どんな人に育ってほしいですか？ 

 

□上司としてのあなたの役割は何ですか？ 

 

□上司として、どんなことを大切にしたいですか？ 

 

 

 


