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序章 

 

第 1 節 問題の所在 

 

本研究では、運動部活動(以下、部活動1)に体罰2が存在し続けるメカニズムについて考察

する。また、事実の包括的理解のため、体罰の倫理的解釈から脱却し、体罰を部活動にお

ける一つの文化として捉える。その際、部活動における教員―生徒の部内権力関係と部活動

文化に焦点をあて考察する。 

本研究において体罰とは、身体に対しての直接的攻撃やしごきなどの常軌を逸した練習、

長時間の正座や同じ姿勢の強要など身体に対して直接苦痛を与えるものだけでなく、暴言

や無視など間接的・精神的苦痛を与える物までの広義な意味として捉える。また、識別が

困難であることは承知の上で、突発的な体罰と恒常性を有した体罰とを区別して考え、後

者を対象とする。さらに、本研究における体罰は、部活動における体罰を他の場面での体

罰と区別して考える3。 

部活動は、学校教育のなかで重要な役割を担ってきた、または担わされてきたことは周

知のとおりである。現在、部活動は日本各地の中学校・高等学校（以下高校）で広く普及

し、多くの人が参加し、地域に関わらず日常的にみられる光景である4。しかし、日本では

よくみられるこの光景が、海外でみられることは多くない5。部活動に類似した活動は中国

などにも存在するが、日本ほど広く普及していないとされている6。 

このように一つの部活動のみに長期間所属し、単一のスポーツを行う部活動は日本に特

徴的なスポーツ文化であると言える7。中澤は、このような部活の状況を「スポーツと教育

の日本特殊的関係8」と称し、「運動部活動が青尐年のスポーツの中心的な場としてこれほど

                                                   
1 本研究中、とくに断りがない場合、部活動とは運動部活動を指す。 
2 本研究中、とくに断りがない場合、体罰は指導者から生徒への体罰を指す。 
3 このことは、対象部活動の顧問教員が、部活動中以外に体罰を行使することがなかったこ

とからも妥当と考えられる。 
4 運動部活動の加入率の推移については、中澤 2011a で文部(科学)省の各種実態調査からま

とめられている。 
5 関によると、「我が国では通常、中学、高校や大学で卒業するまで同じ部活動を行うこと

が多い。これに対し、欧米などではシーズンごとに違った部活動に所属する。（中略）ドイ

ツでは、平成 2 年の東西統一後に旧東ドイツ地域に誕生した「スポーツ強化学校」が、学

校を基盤としながら地域スポーツクラブとも連携した若年層アスリートの育成を行ってい

るという。しかし、他の欧米諸国やオーストラリア、ニュージーランドなどの学校では、

いわゆる日本の部活動にあたるものが盛んでないため、地域のクラブチーム等に所属して

スポーツや音楽を楽しむ生徒が多いようである(関 2009, pp56)」という。 
6 中澤 2011a,p26 
7 中澤 2011a,p26、舛本 2001,pp.265-266、中村 1979,pp.14-15 など 
8 中澤 2011a,p26 
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大規模に成立している国は他にない9」としている。また中村によると、日本ではスポーツ

を単なる遊戯と捉えず、部活動においても価値ある人間像の育成を望むような「日本の伝

統的クラブ観10」を窺うことができるという。中村はさらに「この『伝統的クラブ観』とい

うものも、いわば先人たちの努力によって伝統化されてきたものであって、はじめから伝

統的であったわけではない11」とし、明治期の旧制高等学校におけるクラブ設立の精神性と

の関わりについて触れている12。このような特殊な背景を有して誕生した部活動はさらに歴

史の変遷のなかで、教育の一環として国家の思惑と密接に関わりながら独自の発達を遂げ

た13。それらの歴史的背景が、日本における部活動の固有性を生んだと考えられる。 

近年、指導者の生徒に対する体罰の問題を新聞やニュースなどで数多く目にする。NHK

放送文化研究所によると、教員から体罰を受けたことがある高校生は、1982 年 41％であっ

たのに対し、1987 年 34％、1992 年 24％、2002 年には 10％と大幅な減尐傾向にあるとい

う14。しかし、図 1 からわかるように 2000 年以降の体罰による教員15の懲戒処分数は多尐

の増減はあるものの横ばいとなっており、今なお学校現場において体罰が存在しているこ

とが指摘できる16。 

部活動に限定してみると、体罰による懲戒処分を受けた教員のうち、部活動中に行われ

た件数は、2001 年度は 60 件、2002 年度は 80 件、2003 年度は 82 件、2004 年度は 83 件、

2005 年度は 92 件と増加傾向が窺え、部活動において体罰が依然として存在していること

は事実である17。高校生の被体罰経験が明らかな減尐傾向にありながら、体罰による教員の

懲戒処分数が依然横ばい傾向であり、そのなかでも部活動中の体罰による教員の懲戒処分

数が増加傾向にあることは、伏在する体罰の存在を示唆している。同時に、学校や社会の

体罰感の変化や体罰に関する取り締まりの強化など様々な可能性が考えられるが、これに

ついては、第 1 章で詳述する。さらに、学校における部活動の閉鎖性は以前から問題視さ

れていることであり18、それを考慮すると、さらに数え切れないほどの体罰が伏在している

ことは想像に難くない。 

                                                   
9 中澤 2011a,p26 
10 この伝統的クラブ観は、教育的で鍛練的な日本の学校教育の中で、スポーツによる人間

形成機能の強調を土台としながら形成されていったものであるとされる。 
11 中村 1979,p15 
12 これについては、木下 1970、坂上 2001 がさらに詳しい。 
13 これについては中澤 2010a,b が詳しい。 
14 NHK 放送文化研究所 2003,pp.203-206 
15 公立小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、又は養護学校の校長、

教頭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、講師、実習助手、及び寮母 
16 例えば阿江 1990,1991,1995,2001、野地・吉田 1996a,岩井 2007,2008,2010 他。また、

これには、教育場面における体罰を場合によっては必要として捉えている保護者・生徒が

多いことが影響していると言われている。 
17 文部科学省 HP「懲戒処分等の状況について」より筆者集計。 
18 中澤 2011a 他 
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グラフ 1 懲戒処分数の推移(文部科学省 HP より筆者作成) 

 

 一方で、日本の教育現場における体罰禁止の歴史は長く、1879 年、教育令19第四六条「凡

学校二於テハ生徒二体罰殴チ縛スルノ類ヲ加フヘカラス20」に始まる21。1886 年小学校令で

は表記が消滅したが、1890 年小学校令22第六十三条には「小学校校長及教員ハ児童二体罰

ヲ加フルコトヲ得ス23」と記され、1947 年学校教育法24へと引き継がれていく。現在、学校

教育法第 11 条は｢校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定

めるところにより、学生、生徒及び児童に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加

えることはできない｣としている25。沖原は、元来、日本には性善説的な子ども感が存在し、

欧米諸国に比べて、体罰が尐なかった歴史を有することを指摘している26。 

 しかし、近年の体罰禁止の流れは日本に限らない。沖原によると、「かつてヨーロッパの

国々においては、『学校へ行くこと』と『むち打たれること』とは同義であると言われてい

た27」という。その起源は、古代ギリシアまで遡り、中世へと引き継がれ、近世に至っても

ドイツ、フランス、ロシア、イギリス、アメリカなど多くの国々で体罰は当然の行為とし

て容認されてきた28。しかし、これら教育のなかで体罰を容認してきた歴史を持つ国々さえ

も近年体罰を禁止する法律を制定するなど世界的に体罰禁止の風潮が高まってきている。 

                                                   
19 明治 12(1879)年 9 月 29 日太政官布告第 40 号 
20 文部省 1972,p29 
21 坂本によると、これらの法律は明治政府の悲願であった条約改正を有利に進めるための

先進国としてのポーズであったという(坂本 1995,pp.17-18)。 
22 明治 23(1890)年 10 月 7 日勅令第 215 号 
23 文部省 1972,p95 
24 昭和 22(1947)年 3 月 29 日法律第 26 号 
25 これらの法律の意味するところは、坂本 1995 が詳しい。 
26 沖原 1980,pp.190-208 
27 同上,p82 
28 各国における体罰の歴史やその思想的背景などに関しては、沖原 1980 が詳しい。 
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他方で、学術においては、罰の効果に関する研究は心理学の分野で多く行われてきた29。

しかし、罰の教育的効果は学術的に実証されているとは言い難い。岡山はこれまでの心理

学の研究成果から、「罰は加罰の対象となった行動を除去したり停止したりする効果はない。

当該行動の生起を一時的に抑制または延期するのみである30」としている。また、武田は「罰

が、厳しすぎたり、ひんぱんに使いすぎると、選手たちは不必要に緊張したり不安がたか

まり、のびのびと練習したり試合することができなくなる31」とし、強すぎる罰を否定して

いる。罰の効果を認めようとする研究も存在するが、部活動中の体罰が効果的な罰である

ことは実証されていない。 

このように、教育現場において長年禁止され続け、その教育的効果も実証されていない

体罰が、近年の体罰に批判的背景のなかで部活動というひとつの集団において今なお存在

し続け、時には推奨されていることは、「体罰」がなんらかの意味・役割を有すものとして

捉えられていることを示唆している。またそれと同時に、そのことは当該部活動のみに共

有されている価値判断基準が存在していることも暗に示していると考えられる32。 

ここまで、部活動における体罰についてみてきたが、体罰も含めて暴力というものは、

定義づけることが困難である。行動だけでは、暴力か否か判断することができないことも

ある。例えば、ボクシングなどのスポーツのなかでは、ルールとして相手を殴ることが許

され、法律で罰せられることはない。その他に、スポーツ場面以外でも、暴力的な要素を

多分に含んだ祭りの存在などはよく知られるところである。場合によっては、死者が出る

ようなこともあり得るこれらの祭りにおいても法律で罰せられることはほとんどない。こ

れらのスポーツや祭りは、他の暴力現象とは別の物として考えられているのである。これ

らの事実は、暴力が社会や文化に規定され、存続、保護、また排斥されていることを示唆

している。暴力をみていくときに、この観点は非常に重要であると考える。 

先行研究の検討で詳述するが、先行研究は体罰を倫理的悪と前提して研究してきた。し

かし、それだけでは包括的に体罰を捉えることができないことは明らかである。当該部活

動にはそこでしか理解しえないものが存在するのである。それらを理解するためには、倫

理的な解釈から脱却し、体罰を部活動のひとつの文化として捉えることが必要である。体

罰は、現実に部活動のなかに存在してきたのである。まずは、その事実を否定するのでは

なく、受け入れることが必要であると考える。そうすることによって、これまで捉えられ

なかった事実を明らかにする視野が広がるであろう。さまざまな現象を文化として捉える

手法は文化人類学によって推進されていることである。 

                                                   
29 長島 1976、岡山 1982 が詳しい。 
30 岡山 1982,p110 
31 武田 1985,p85 
32 これについては、坂本も「体罰批判の話を聞いても容易になっとくせず、体育部の体罰

の意味は部外者には決して理解されないだろうと信じ込んでいる者も尐なくない(坂本

1995,p213)」と指摘している。 
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ところが文化人類学者たちもまた、調査地における暴力33についての記述を避けてきたこ

とが指摘されている34。田中をまとめるとその要因は次のようになる。①人類学が主張して

きた文化相対主義が影響している。つまり、西欧近代社会の価値基準で他民族を批判する

ことを避けてきた人類学にとって、暴力という行為はあまりに野蛮で、未発達であり、多

民族に対して否定的な印象を強く含んでいた。②暴力事件は例外的なものという意識、つ

まり暴力は非伝統的要素して無視されてきた。③調査地において暴力をテーマに参与観察

をすることは多くの危険性を含んでいる35。しかし、これらを恐れ、事実として存在する暴

力現象を無視することは視野を狭めることであると考える。体罰を主眼におき、研究を行

うことは多くの困難を含んでいるが、文化人類学を豊かにする上でも重要であると考えら

れる。 

 

第 2 節 先行研究の検討 

 

ここでは、調査をもととした部活動における体罰の先行研究と調査以外の部活動におけ

る体罰に分けて先行研究について検討する。 

 

第 1 項 調査をもととした部活動における体罰 

 

スポーツにおける体罰の研究は、社会学、教育学や心理学など様々な分野で行われてき

た。部活動における体罰に関する研究についても同様である。その多くは、大学生や専門

学校生を対象に質問紙調査を用い、中学時代や高校時代の体罰について過去を振り返る形

で行われた回顧的調査である。阿江 1990,1991,2000 を皮切り36に、野地・吉田 1996a,b、

楠本他 1998、岩井 2008、高橋・久米田 2008、富江 2008,2009、梅津 2009 などがそれで

ある。阿江 1995 は、面接法を用いた唯一の調査である。 

 岩井 2008 は、体罰の役割に言及した初めての研究である。また、高橋・久米田 2008 は、

体罰を否定するだけでなく理解するために、体罰を肯定する人や完全に否定しない人の意

見に注目する必要性を説いている研究として価値があると考える。 

 

                                                   
33 体罰が含まれることは明らかである。 
34 田中 1998,pp.3-5 
35 同上,pp.4-5 
36 これ以前にも体罰に関する調査はいくつか行われているが、これ以後急増した。1990 年

代に体罰が問題視され始めた背景については、第 1 章で述べる。沖田 1980,pp.63-67 には、

1955 年の九州大学教育学部関計夫教授が福岡県下の小・中・高校教師を対象に行った体罰

に関する意識調査、1977 年の毎日新聞社が東京都の公立小・中・高校教師を対象に行った

体罰に関する意識調査、1978 年には NHK によって行われた「日本人の道徳感覚」調査の

なかの体罰に関する意識調査の結果がまとめられている。 
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 質問紙を用いた回顧的調査と面接法 

 

阿江はスポーツ場面における体罰の問題を心理学の立場で継続して報告している。質問

紙を用いた回顧的調査として代表的なものである37。阿江 1990,1991,2000 は、女子体育大

学生を対象とした質問紙を用いた回顧的調査であり、その中で阿江は、スポーツ指導者か

らの体罰的制裁の実態38、被体罰者が殴らなければ勝てない・上達しないと思い込んでいる

点39を指摘している。また、人間が影響力の強い人間には同調する傾向があることを指摘し、

指導者―被指導者という関係では指導者の行動から逃れる方法がなく、同調したと結論付け

ている40。阿江 1995 では、同対象に面接法による調査を行った唯一の質的調査である。1

人につき 90 分ほどのインタビューを行い、5 人の対象者の意見をできるだけそのままの状

態で記述することを試みている。結果としては、殴ることが指導として当然と考えられて

いること、殴られることを諦めていることをあげている。 

 この阿江の研究を皮切りに対象や分析視点を若干変更した類似の研究が多く行われてい

る。野地・吉田 1996a は体罰が温存される部活動の背景を考察し、資料に若干の偏りは指

摘できるが資料を用いて実態の検討を行っている。野地・吉田 1996b は、学校全体の体罰

を視野に入れながら、特に部活動における体罰の実態と行使する教員の特徴について指摘

している。ともに、部活動に体罰が温存される背景については、①法制面における懲戒行

為と体罰のあいまいさ、②「親代わり理論」・「愛の鞭論」、監督と選手という厳格な権力関

係、④顧問教員の部活動の私物化と「勝利至上主義」をあげている。 

楠本ら1998は、先行研究から明らかにされている体育教師の体罰容認度の高さに注目し、

体育学専攻の大学生の被体罰経験と体罰についての意識を分析した。そのなかで、部活動

における体罰の背景を、教員と生徒の間に人間的な信頼関係が出来上がっていると思い込

み、何をしても許されると認識している指導者がおり、体罰を体罰として認識していない

ことを指摘している。 

富江 2008 では、女子体育大学、共学体育大学、総合大学の 3 つを対象に体罰の実態を調

査し、部活動の望ましい在り方を提言している。そのなかで、理論的考察という形で、部

活動における体罰の背景を「勝利至上主義」、「根性主義」、「年功序列主義」、体罰やしごき

が容認される精神文化、集団をコントロールする手段としての即効性をあげている。冨江

2009 では、体育教師志望者の体罰に対する意識調査を行い、先行研究と同様な結果から、

時代や調査対象に規定されることなく同様な結果を示すことは、部活動における体罰とい

うものが普遍的で、構造的なものであることをしめすと指摘している。部活動における体

                                                   
37 野地・吉田 1996a が、学術的に優れた先行研究として取り上げたのを筆頭に、高橋他 2008、

梅津 2009 でも先行研究として取り上げられている。 
38 阿江 1990 で言及されている。 
39 阿江 1991 で言及されている。 
40 阿江 2000 で言及されている。 
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罰の背景については、教員・生徒といった当事者が体罰を体罰と認識していない点、体育

教師の「部活動＝暴力」という部活動感を指摘している。 

梅津 2009 では、大学生を対象に家庭・学校における体罰に関する調査を行った。そのな

かで、質問紙調査の結果を阿江の研究と比較する形で分析をした。部活動における体罰の

背景については、容認せざるを得ないシステムが存在していることを指摘したが、システ

ムの内容については言及していない。 

 

 岩井八郎「儀礼としての体罰―JGSS41による『体罰』に対する意識の計量分析―」 

 

岩井 2008,201042は社会学的調査をもとに研究をおこなったが、これまでの研究と異なっ

た視点で行われた。部活動における体罰の儀礼化の可能性を指摘し、「儀礼としての体罰」

としての可能性を指摘した。 

岩井は、JGSS2000/2001 の結果より、「この結果を見るかぎり、日本では何らかの『体

罰』について肯定的な意見を表明するものが多いことになる」とし、また「過度な身体的・

精神的苦痛を与えるような『体罰』に対しては人権擁護の立場から厳しい批判が繰り返さ

れている。しかし、しつけの方法としての『体罰』はある程度認められるという意見が多

いのも事実である43」としている。 

岩井は、体罰について「罰によって行動を矯正するだけでなく、親と子、教師と生徒と

いった地位関係を象徴し、家族や所属集団の連帯感を強化しようとする側面がある。体罰

には、このような儀礼としての機能がある44」としている。当研究の中で、岩井はゴフマン

(Erving Goffman)の儀礼論に依拠し「儀礼とは、その集団のメンバーの中に、ある種の連

帯感を作り出し、それを強化する相互作用である45」としている。また、儀礼としての体罰

については、コリンズ(Randall Collins)による説明に依拠している。岩井は、儀礼としての

体罰について以下のようにまとめている。 

 

親と子の絆には、怒りや恐れがあるかもしれないが、また同時に連帯感のような感

情も含まれる。親と子だけではなく、サークル活動の上下関係などでもよい。連帯感

                                                   
41 日本版 General Social Surveys(JGSS)は、アメリカの General Social Surveys(GSS)を

モデルとし、大阪商業大学比較地域研究所が、文部科学省から学術フロンティア推進拠点

としての指定を受けて(1999－2003 年度)、東京大学社会科学研究所と共同で実施している

研究プロジェクトである。JGSS プロジェクトは、人々の意識や行動を総合的に調べる継続

的な社会調査である。 
42 岩井 2010 は、JGSS2008 を使用しており、岩井 2008 よりも新しい調査結果に基づいて

分析を行っているが、親による体罰に限定して述べているため、本研究では取り上げない

こととする。 
43 岩井 2008,p314 
44 同掲書,p313 
45 同掲書,p314 
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と葛藤が交差するような状況において、しばしば体罰が用いられる。体罰に関する表

面的な怒りの感情は、時間とともに消え去るかもしれない。しかし、連帯感は儀礼が

繰り返されたことによって維持される可能性がある。体罰を受けて育った者が、親が

どのように自分をぶったのかを愛情を込めてノスタルジックに語るケースがある。体

罰という儀礼が成功すると、それが永続する。体罰を日常的に受けてきた子どもが親

になった時に同じように振舞う傾向にあるが、それは報復的な行為とは言えない。む

しろ、連帯感を世代間に伝達する行為と考えられる。つまり、体罰を受けた者が体罰

を肯定する結果になる。 

ただし、体罰が家族や所属集団の連帯感を無意識に伝達するという事実があるから、

過度の暴力がしばしば無視されたり、大目に見られたりしてしまう。たとえば、人権

侵害として告発された事件にその傾向を読み取ることができるだろう。 

 

当研究は JGSS2000/2001 を用いて統計的な分析を行っており、量的研究である。岩井の

主な関心は、被体罰経験が世代間に及ぼす影響であり、つまりは体罰の世代間継承に向け

られている。その前段階として、親や教師に対する一般的な意見について、その社会的背

景46との関係も分析した。社会的背景と体罰容認の関係についての結果を概観すると、若

い・高学歴・都市出身・女性ほど体罰に対して否定的であり、年配・保守的・男性ほど体

罰を容認する傾向にあったとしている。また、子供のときに体罰を受けた経験があるもの

ほど、体罰を肯定する結果を示したことから、儀礼としての体罰が世代間に継承されてい

ることが示唆されると指摘している。また、体罰に関する男女の認識の差47に触れ、「親密

な人間関係の絆を象徴しようとする男性の行為と、その意味を共有できない女性の組み合

わせが考えられる48」としている。 

 このように、岩井はコリンズに依拠し、部活動における体罰を儀礼として位置付けた。

それまでの先行研究が、倫理的解釈から体罰を一方的に批判し、機能・役割等を考慮して

こなかったのに対し、初めて部活動について体罰の意味・役割について言及した点は評価

できると考える。しかし、岩井は、「体罰を受けた経験」を持つ者が体罰を肯定するという

結果のみで、体罰が儀礼として機能し、地位関係を象徴し、連帯感を形成すると結論付け

ている。この結論は、いくばくか短絡的すぎることを指摘できる。 

 

 高橋豪仁・久米田恵「学校運動部活動における体罰に関する調査研究」 

 

高橋・久米田 2008 では、体育・部活動における体罰が多い理由を、坂本をもとに内在的

                                                   
46 年齢、性別、学歴、出身地域など。 
47 若い年齢層は一般的に体罰に否定的である。被体罰経験ありの男性が体罰を肯定する傾

向にあり、被体罰経験なしの女性は否定する傾向が強く、両者の開きは大きいとしている。 
48 岩井 2008p,327 
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要因と外在的要因に分けてまとめた49。簡単にまとめると、内在的理由としては①スポーツ

は体で覚える、②自分の仕事を他人の批評に頼る傾向性、③コーチが独断的になりやすい

環境の存在、④普段から身体接触が多く接触の抵抗感が低い、⑤精神形成を目指す、とし

ている。外在的要因としては、スポーツが軍国主義、国家主義に利用されてきたこと、ま

た商業主義の対象となっていることをあげている。 

一方、先行研究としては阿江 1990,1991,1995 を取り上げ、調査対象の偏りを指摘し、体

育専攻以外の生徒の意見をとりあげるため教育大学の学生に対して質問紙調査を行った。

中学校、高校の部活動での体罰の実態を明らかにし、体罰の是非に関する意識を規定する

ものについて検討した。主な結果としては、男子学生の方が女子学生よりも体罰を容認す

ることが多いことを明らかにした。また、被体罰経験を有する者は、ないものに比べて体

罰を肯定することが多いことから、体罰を受けたものは自らの経験を正当化しようとする

傾向の可能性を指摘した。 

 この結果の考察として、19 世紀にイギリスで誕生し、近代産業社会で男性文化として洗

練されたスポーツの存在を指摘し、ジェンダー・イデオロギーをスポーツが内包するがゆ

えに、部活動において男性の方が女性よりも体罰の必要性を認める傾向にある可能性を示

唆した。 

 また、稲垣50を参照して、暴力が目的ではなく手段として行使されるとき、他者と自己と

の関係性によって、それが暴力とみなされるかあるいは暴力とみなされないかの違いが生

じるとすることを紹介し、体罰においても教育の目的に適っているのであれば体罰は容認

できる立場に立つ可能性があることを、アンケート結果を述べながら示唆した。 

 また、亀山の「超社会化」を説明し、被体罰者が体罰を肯定的に捉えるとき、神秘体験

にも似た超社会化を体験している可能性を示唆し、アンケート結果から体罰を受けたもの

でしかわからない自己変容の可能性が窺えるとした。 

 高橋は、自己変容という生徒の側からの体罰に対する働きかけを捉えたことは評価でき

るが、可能性を示唆したのみで十分な検討を行っていないことが指摘できる。 

 

表 1 部活動における体罰の主な先行研究(調査による)[専門分野は各大学 HP より] 

 

 

                                                   
49 坂本 1995 
50 稲垣 2007 

名前 年代 筆者専門分野 調査方法
阿江美恵子 1990・1991・2000 スポーツ心理学・体育心理学 質問紙(回顧的)
阿江美恵子 1995 スポーツ心理学・体育心理学 インタビュー(回顧的)
野地・吉田 1996 体育方法学・コーチング(野地)・道徳教育学(吉田) 質問紙(回顧的)
楠本他 1996 スポーツ科学・社会心理学・実験心理学 質問紙(回顧的)
高橋他 2008 教育学・スポーツ社会学 質問紙(回顧的)
岩井 2008 教育学・教育社会学・社会学 質問紙(回顧的)
冨江 2008・2009 教育学 質問紙(回顧的)
梅津 2009 体育学・教科教育法 質問紙(回顧的)
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第 2 項 調査以外の部活動における体罰 

 

 坂本秀夫 1995『体罰の研究』 

 

 当書は、5 部編成で編まれている。第 1 部では、体罰禁止法制と体罰支持が長い間同居し

てきた理由を探るとともに、戦前の体罰感が、戦後教育改革や大学・高校紛争期の校内暴

力や管理主義などによっていかに変わっていったのかを歴史的に跡付けている。第 2 部で

は、戦前戦後の歴史のなかで、多く出されている体罰裁判の判決を系譜的に整理しようと

試みている。第 3 部は、教育とは何か、教育的懲戒とは何か、という観点から体罰を批判

しており、筆者自身が述べるように当書の核となる部分である。第 4 部は、想像以上に深

い体罰の根を、親と教師の関係、教師の教育条件、管理主義校則、体育科・体育クラブの 4

つの側面からみている。第 5 部は、以上のことから得られた体罰根絶の処方箋として著者

の意見を述べている。 

当書の第 4 部第 15 章「体育と体罰」において、部活動に関する記述がみられる。ここで

は、部活動における体罰としごきによる自殺事件「中津商高事件51」から論を起こし、勝利

主義、部活動の気質などの問題点を指摘している。 

戦前のスポーツが軍国主義に利用され、戦後は東京オリンピックや国民体育大会にみら

れるように国家主義に利用されたことを指摘し、そのことは勝利主義、根性主義の横行を

生んだとしている。また、勝利主義は、教師の専制化を生み出し、しごきや体罰を容認す

る、もしくは感謝する状況ができると指摘している。さらに「コーチへの絶対服従は身体

で覚えるというスポーツの特質からもいっそう徹底する52」、「ひたすら上からの指示に従っ

て疑うことも許されず、閉鎖社会の中で条件反尃的に従うことが習い性になる53」とし、教

員―生徒の絶対的権力関係について、逃避不可能な絶対的なものとして捉えている。加えて、

教師においても同様の傾向があることを指摘し、「試合に負けたことを理由に生徒を殴り、

小さなミスも許さない54」、「勝利のみを目的として焦る55」ようになることを指摘している。 

体育(部活動56)が根性主義・勝利主義から脱することは極めて困難としつつも、学校の閉

鎖性を解消すると同時に、部活動を生徒会の傘下に置き、入退部を自由にするなどの策を

提言している。 

                                                   
51 部活動顧問の日常的な体罰が原因で女子生徒が自殺した事件。遺族は県と男性教員個人

を相手取り、5000 万円の損害賠償を求め訴訟を起こした。岐阜地裁は県に対し、300 万円

の損害賠償を命じるが、教員個人への請求は退けた。 
52 坂本 1995,p218 
53 同掲書,p219 
54 同上 
55 同上 
56 本文中では、体育と記述されているが前後の文脈から部活動が含まれることは明らかで

ある。 



 

11 

 

 当書では、部活動における体罰を勝利主義、根性主義に起因させ、そして、部活動にお

ける権力関係を「絶対服従」という言葉が表す通り、絶対的なものとして捉えている。確

かに、当書が書かれた 1990 年代においてはこのような状況があったのかもしれない。しか

し、第 1 章で詳述するが、現在、部活動においてこのような絶対的権力関係の存在は疑わ

れるべき状況を指摘できる。 

 

第 3 項 先行研究に対する本研究の位置づけ 

 

以上のように先行研究の検討を行ってきたが、部活動における体罰は倫理的解釈によっ

て、本来そこには存在しないもの、してはならないものとして語られてきた。しかし、多

くの部活動で体罰が存在し、行使されていることは先行研究から明らかであり、紛れもな

い事実である。そこで本研究では、倫理的解釈から脱却し、体罰を部活動の一つの文化と

して捉える。これにより、先行研究とは異なった視点で体罰を捉えることが可能であり、

部活動における体罰のより踏み込んだ議論が可能であると考える。 

表 1 からわかるように、調査を中心とした研究のうち、阿江 1995 を除いた主な先行研究

のすべてが量的調査である。これらの先行研究は部活動における体罰の概要を知るために

有効な成果であると考える。しかし、岩井 2008 が、「具体的な行為のレベルで検討するの

は難しい57」というように量的調査の限界も指摘できる。そこで、質的研究として本研究の

意義が見いだせると考える。 

先行研究では、同一集団において両方向から体罰の位置づけを明らかにしたような研究

は管見の限り見当たらない。このことは、部活動の体罰を偏った方向から理解してしまう

ことを危惧させる。包括的に理解するためには、さまざまな方向から意見を得ることが必

要であろう。また、主な先行研究は全て、過去のことを振り返る形の回顧型の研究であり、

体罰が起きている現場の直接的な記述や当事者の発言に関する記述も見られない。ここに

は、体罰というデリケートな内容ゆえの葛藤が見受けられる。しかし、本来文字になるこ

とのない現場のリアルな意見をリアルタイムで拾い上げることは重要であると考える。本

研究では、文字通り現場の実態を明らかにすることが可能であると考える。 

先行研究において体罰は、教員－生徒という 2 者間の問題として捉えられてきた。しか

し、それだけでは不十分であると考える。部活動にはさまざまな背景が存在し、教員－生

徒の関係だけで部活動における体罰を捉えることは、不可能であると考える。部活動の内

外を含む全体を把握したうえで、体罰について議論することが必要であろう。 

岩井 2008 や高橋 2008 は、一方的に批判するのみでなく、体罰の機能・役割について述

べている点は、重要な成果であると考えられる。しかし、これらは、可能性の示唆に止ま

り、部活動の実態やメカニズムなどを包括的に理解するに至っていない。本研究では、フ

                                                   
57 岩井 2008,pp.316-317 
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ィールドワークで得た具体的事例から部活動における体罰の背景、メカニズムおよび機

能・役割等に言及し、ひとつのモデルケースを提示する。 

  

第 3 節 研究方法 

 

本研究は、2010 年 7 月 26 日～同年 9 月 17 日、2010 年 11 月 11 日～同年 11 月 14 日、

2010 年 12 月 17 日～2011 年 1 月 3 日、同年 2011 年 6 月 4 日～同年 6 月 6 日、2011 年 8

月 16日～同年 9月 2日にA 高校女子ハンドボール部において行ったフィールドワークを中

心に論を進める58。そのなかで補助的に、2010 年 8 月 19 日、11 月 9 日、2011 日 1 月 3 日、

6 月 5 日、8 月 16 日、8 月 25 日に B 高校男子ハンドボール部において行った参与観察で得

たデータを用いる。また、A 高校女子ハンドボール部の OG の C、D の 3 年間分の部誌59も

資料として用いた。なお、本研究中、とくに断りのない場合はフィールドワークで得たデ

ータに基づくものとする。 

 

第 4 節 本論文の構成 

 

 ≪第 1 章≫では、部活動の戦後史を概観し、現在の体罰が行われている社会背景を理解

し、外部の力の存在と現在の部活動を取り巻く背景をもとに、先行研究で絶対視されてき

た教員－生徒という部内権力関係の脆さを指摘する。 

≪第 2 章≫では、フィールドワークで得た具体的知見をもとに、当該部活動の主な文化

として考えられる部活内規範、服飾類、部員的身体技法、OG 会、部誌について言及し、当

該部活動における意味、役割および位置づけについて指摘し、体罰を受容する部員の背景

について考察する。 

 ≪第 3 章≫では、フィールドワークで得た具体的知見をもとに、当該部活動における顧

問教員、現役部員、OG の体罰の位置づけを明らかにし、他の選択肢があるにもかかわらず

それらを選択せず、体罰に耐えるという選択を部員たちが行うメカニズムについて考察す

る。 

以上を踏まえ、≪結章≫では、部活動における体罰の包括的理解を試みる。 

 

第 5 節 研究の限界 

 

本研究は、事例研究に依拠するところが大きく、あくまでも部活動の体罰の一つの姿を

描いたものに過ぎない。本研究によって得られた知見の抽象化・相対化は今後の研究に譲

                                                   
58 上記期間以外にも適宜聞き取りを行った。 
59 部員が毎日記述している日記のようなもの。第 2 章で詳述する。 
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りたい。 

 なお、本研究は非常にデリケートな問題であるため、地域、集団・個体等が可能な限り

匿名性を保てる形の記述を行った。その点に関しては、ご了承願いたい。 
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第 1 章 部活動における部内権力関係の変遷 

 

第 1 節 部活動の戦後史 

 

 部活動は、1877 年に東京大学で始まったのが最初とされる60。しかし、第 2 次世界大戦

中、1941 年には文部省訓令によって校友会が「報国団」に改編され、従来の部活動は鍛練

部と国防部となった。戦局の激化とともに軍事訓練、防空訓練、勤労作業が毎日行われ、

部活動は事実上休止されることとなった。明治期のエリート教育のなかで誕生、普及し、

そして戦争という大きな社会的変動のなかで、部活動は事実上消滅したのである61。 

このことから、ここでは現在の部活動に直接的なかかわりが強いと考えられる戦後の部

活動について概観する。戦後部活動史については、仲澤が詳しい62。中澤は、戦後の部活動

を民主主義的確立期(1945～1953 年)、能力主義的展開期(1954～1964 年)、平等主義的第一

次拡張期(1965～1978 年)、管理主義的第二次拡張期(1979～1994 年)、新自由主義／参加民

主主義的再編期(1995 年以降)の 5 つに時期区分した。以下に、それをもとにまとめる。 

民主主義的確立期(1945～1953 年)には、軍国主義を否定する形で、自由と自治を基調と

する部活動に民主主義的な価値が与えられ、奨励されていくこととなった。このように建

前上は、生徒自身が自発的に行う活動と位置づけられたが、生徒に任せきりにすると教育

上の問題が生じることが懸念され、実際は文部省が統制を敷き、学校と教師の関わりが大

きかった。このことは、生徒による自治と文部省の統制の二重性を制度化した。学校教育

活動として生徒が参加し、教師が指導するという、現在の部活動の基本形は、この時期の

民主主義的な教育改革のなかで確立したといえる。 

能力主義的展開期(1954～1964 年)には、1964 年の東京オリンピック開催に向けて、各個

人の能力の発達を主眼とする能力主義的な場へと移行していく。政策に関しても競技性を

高めるために、これまでの教育的観点からの統制が緩和されていった。この結果、部活動

の競技性は極度に高まっていった。また、こうした展開は能力主義として、スポーツと教

育の双方から価値づけられた。しかし、競技性の向上は、一般生徒のスポーツ機会を奪う

結果を招き、部活動は、一部の生徒を中心に活動する傾向を見せ、加入率は減尐傾向をみ

せた。 

平等主義的第一次拡張期(1965～1978 年)には、東京オリンピックの終了によって部活動

の在り方が一部の生徒のためのものではなく、全ての生徒に平等にスポーツ機会を与えら

れるように転換していった。そして、部活動の生徒加入率は増加し、平等主義に基づいた

部活動の拡張が始まった。また、このことは部活動への教員の関わりを増大させ、1970 年

                                                   
60 当時、東京大学では運動会と呼ばれる。 
61 戦前の部活動史については、木村 2003 が詳しい。 
62 仲澤 2011a,b。先行研究を十分に考慮した上で、終戦から 2000 年代までの戦後史につい

て実態・政策・議論の変遷をまとめ、互いの関わり合いにまで言及している。 
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代後半には、指導から引率まで顧問教員が引き受ける現在と同じ教師のかかわり方が一般

化していった。そのことは、教員の手当て問題、責任問題を惹起することとなり、解決策

として部活動の社会体育化が全国で模索されていく。熊本県などに代表される各地方で先

駆的な取り組みが行われ、一定の成果を示していたが、1978 年に日本学校安全会の制度改

革を契機に事態は急変し、社会体育化されつつあった部活動は再び学校に戻っていった。

そのなかで、部活動の拡張はその後も持続していった。 

管理主義的第二次拡張期(1979～1994 年)では、引き続き部活動は拡張していった。その

原動力は、管理主義であった。1980 年代は、生徒の非行が大きな問題となった時代である。

部活動は非行の防止手段として価値づけられ、再び学校教育と部活動を結びつける議論が

膨らんでいった。この議論は、日本学校安全会の制度改革とは別の実践レベルで、学校を

離れかけた運動部活動を再び学校に戻すことを推進し、教師の部活動への関わりをさらに

強めた。それは、一部の教師の部分的なかかわりではなく、半数以上の教師の全面的なか

かわりとなっていった。これにより、生徒の意思とは別に運動部活動加入の推奨・強制が

行われ、部活動はかつて無いほど拡張していった。 

 新自由主義／参加民主主義的再編期(1995 年以降)、1995 年の社会法人経済同友会の「学

校スリム化」論は、これまでいわれてきた部活動の外部化をもう一段階進め、部活動への

文部省・学校・教師の介入そのものを低減させて、指導や運営、さらには活動母体を地域

に放任しようというような、外部化としての自由化であった。これを画期として、多様化

政策は、統制を撤廃した上で地域社会への移行や外部指導者の導入を目指すように、活動

や指導者を外部化するという新自由主義的方向で進められた。この多様化＝外部化路線は、

同時に生涯スポーツ論・子どもの権利保障・教師の負担・「生きる力」の育成と関連した参

加民主的な「開かれた運動部活動」論・競技力向上のための一貫指導を求める議論などに

よって推進された。現在の部活動は、その大規模化したあり方を、新自由主義と参加民主

主義が混交した、多様化＝外部化の方向で再編しようとする流れのなかに位置している。

しかし、これらはあくまでも模索にとどまり、部活動それ自体が完全に外部に委託される

ようになったわけではなく、多くの部活動はいまだ学校内に残ったままである。このよう

な状況のなか、2000 年代後半には、再び部活動を学校教育に結び付けようとする政策も出

てくる。2006 年には、東京都教育委員会が都立学校の部活動を教育課程内に含めるように

制度改革し、2008，2009 年学習指導要領には「学校教育の一環として、教育課程との関連

が図られるように留意すること」と記された。これに関連して 2008 年の教育振興基本計画

では、「運動部活動の推進」が謳われ、同年、部活動手当を含む教員特殊業務手当の増額が

実施された。これらの先行きについて、現段階では不透明なところは大きいが、これらの

制度改革が多様化=外部化の方針に転換を迫るものとして位置付けられるかもしれない63。 

 

                                                   
63 仲澤 2011a,b 
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第 2 節 1970 年代半ばから 1980 年代における体罰 

 

 1970 代半ばには高校の荒廃が叫ばれ、70 年代後半～80 年代にかけて中学生の校内暴力

が学校現場において大きな問題となっていたことは周知の事実である。これについて概観

する64。校内暴力の激化の背景については、偏差値に象徴される競争と選別の学校体制に原

因をみる説、家庭環境を含む子どもたちの生育史に原因を求める説、マスコミ報道の影響

によって暴力が煽られ事件が連鎖的に広まったとする説など諸説みられる。70 年代前半、

地域を主要な舞台とした尐年非行・尐年犯罪が、警察の補導活動の強化や地域ぐるみの警

戒・監視活動の展開によって地域から姿を消し、代わって 80 年代はじめに学校を舞台とす

る校内暴力が増加したとする説もそのひとつである。この校内暴力の激化が契機となり、

校則や生徒指導の強化に象徴される管理体制が強化されていくこととなる。これによって

生徒の「荒れ」を抑え込むことはできたが、形式主義的な校則や体罰が社会問題化されて

いく。この当時行われていた体罰は、死者や自殺者がでるなど熾烈を極めていたとされて

いる65。 

当時の学校現場において体罰が尐なからず必要とされていたことがわかる事例として水

戸五中事件東京高裁判決66が挙げられる。この判決が、その後の裁判の主流となることはな

かったとされているが、尐なからず影響を与えたとされている67。水戸五中事件とは、

1976(昭和 51)年 5 月 12 日同校体育館においての体力診断テスト中、教員の名前を呼び捨て

にした生徒に対し、女性教諭が平手および拳で殴り、その 8 日後に当生徒が死亡したとい

う事件である。この裁判では、主に殴打の強さ、回数や当時の教諭の感情等が主な議論の

対象になり、因果関係が明らかでなかったことなども加味され、無罪判決が言い渡された。

当裁判の判決の中で、学校教育法 11 条に触れ、正当な懲戒行為として法の許容する範囲に

ついて言及されている。 

 

 通常教師によつてとられるべき原則的な懲戒の方法・形態としては、口頭による説諭・

訓戒・叱責が最も適当で、かつ、有効なやり方であることはいうまでもないところで

あつて有形力の行使は、そのやり方次第では往々にして、生徒の人間としての尊厳を

損ない、精神的屈辱を与え、ないしは、いたずらに反抗心だけを募らせ、自省作用に

よる自発的人間形成の機会を奪うことになる虞れもあるので、教育上の懲戒の手段と

しては適切ではない場合が多く、必要最小限にとどめることが望ましいといわなけれ

                                                   
64 以下、児美川 2001,pp461-462 をまとめる。 
65 これについては、今橋・NHK 取材班 1986 や牧・今橋 1982 に具体的事例を含めて詳述

されている。 
66 東京高裁 昭和 56 年 4 月 1 日判決 昭和 55 年(う)第 292 号 暴行被告事件 原審 水

戸簡裁 昭和 55 年 1 月 16 日  
67 坂本 1995,pp.65-78 
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ばならない。しかしながら、教師が生徒を励ましたり、注意したりする時に肩や背中

などを軽くたたく程度の身体的接触(スキンシップ)による方法が相互の親近感ないし

は一体感を醸成させる効果をもたらすのと同様に、生徒の好ましからざる行状につい

てたしなめたり、警告したり、叱責したりする時に、単なる身体接触よりもやや強度

の外的刺激(有形力の行使)を生徒の身体に与えることが、注意事項のゆるがせにできな

い重大さを生徒に強く意識させると共に、教師の生徒指導における毅然たる姿勢・考

え方ないしは教育的熱意を相手方に感得させることになつて、教育上肝要な注意喚起

行為ないし覚醒行為として機能し、効果があることも明らかであるから、教育作用を

してその本来の機能と効果を教育の場で十分に発揮させるためには、懲戒の方法・形

態としては単なる口頭の説教のみにとどまることなく、そのような方法・形態の懲戒

によるだけでは微温的に過ぎて感銘力に欠け、生徒に訴える力に乏しいと認められる

時は、教師は必要に応じ生徒に対して一定の限度内で有形力を行使することも許され

てよい場合があることを認めなければ、教育内容はいたずらに硬直化し、血の通わな

い形式的なものに堕して、実効的な生きた教育活動が阻害され、ないしは不可能にな

る虞れがあることも、これまた否定することができないのであるから、いやしくも有

形力の行使と見られる外形をもつた行為は学校教育上の懲戒行為としては一切許容さ

れないとすることは、本来学校教育法の予想するところではないといわなければなら

ない68。 

 

このように、東京高裁の判決は一定限度内の有形力の行使を認め、むしろ必要であると

した。つまり、学校教育法 11 条のいう体罰とは、一定の限度以上の有形力の行使という理

解がなされたのである。これについて判決中に「一般的・抽象的にいえば、学校教育法の

禁止する体罰とは要するに、懲戒権の行使として相当と認められる範囲を超えて有形力を

行使して生徒の身体を侵害し、あるいは生徒に対して肉体的苦痛を与えるものをいう69」と

記されている。 

法が一定限度内の体罰を体罰とは認めないとしたのである。この背景について坂本は、

大学・高校紛争やその後の中学校の校内暴力問題などに対しての管理主義や体罰の強化が

窺えるという70。管理主義的第二次拡張期(1979～1994 年)においては、このような社会背

景のもと、体罰はある一定の支持の基盤を有していたことになる。 

しかしながら、現在、マスコミや教育関係者のなかで、体罰は厳しく批判されている。

新自由主義／参加民主主義的再編期(1995 年以降)には、統制を撤廃した上で部活動の地域

社会への移行や外部指導者の導入などの外部化が進行してきた。このことは、部活動と社

会の連結を生み、これまで指摘されてきた閉鎖性は減尐し、必然的にこれまで隠匿されて

                                                   
68 牧・今橋 1982pp.286-295 資料より 
69 同上 
70 坂本 1985,p65 
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きた体罰の問題を露わにしたと考えられる。このような社会背景において、愛の鞭論など

通用しないことは明白である。実際、多くの体罰事件が新聞に取り上げられている。現在

の体罰とは、このように体罰に否定的な風潮が強いなかで行われていることになる。秩序

の回復のために、尐なからず必要とされていた時代とは社会的背景に大きな差異があるの

である。 

 

第 3 節 先行研究における部内権力関係の捉え方 

 

 先行研究において、部活動という集団のなかには教員―生徒という絶対的権力関係が存在

していると捉えられてきた。それは、坂本の「コーチへの絶対服従71」や野地・吉田の「監

督と選手という権力関係が厳格に散在している72」という表現に顕著に表れている。つまり、

教員が行使する体罰を、ただ受容するしか選択の余地がない生徒という捉え方がなされて

きたということである。 

一方、多くの先行研究は、教員が権威主義的に自分の感情によって突発的に体罰を行使

しているとし、倫理的観点から否定するという研究であった。 

 

 

図 1 先行研究における部活動における部内権力関係 

 

 岩井73はそのような状況のなかで、コリンズの「儀礼としての体罰」に依拠し、体罰を儀

礼として捉えた。儀礼は「慣習」という語源を持つ74ことからも、体罰を儀礼として捉えた

ということは、突発的なものから恒常的なものに捉え直したということができる。また、

岩井はゴフマンの儀礼論に依拠しており、体罰がなんらかの意図を持って行われている行

為であるという視点が見受けられる。しかし、部内権力関係についてはその他の先行研究

と同様に捉えている。また、岩井と同様に体罰の意味・役割に言及した高橋・久米田には、

                                                   
71 坂本 1995,p218 
72 野地・吉田 1996a 
73 岩井 2008 
74 瀬戸口 2006,p229 
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「コーチは独断的75」などの記述がみられ、当研究においても他の先行研究と同様に、教員

―部員という部内権力関係を絶対的と捉えていると指摘できる。 

 

図 2 岩井の部活動における部内権力関係 

 

 本研究では、先行研究で 2 者間の問題としてのみ考えられてきた部内権力関係について、

これまで考慮されてこなかった外部の力を考慮し、部活動における部内権力関係を捉えて

いく。これによって、絶対的と考えられてきた部内権力関係は容易に破壊することが可能

であると指摘できる。また、近年の社会背景はそのことをさらに容易にしていると考えら

れる。次章では、新聞記事を用い、そのことを跡付けていく。 

 

図 3 部内権力関係を破壊可能な外部の力の存在 

                                                   
75 高橋・久米田 2008, p 162 
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第 4 節 部内権力関係を容易に破壊する外部の力の存在 

 

 本節では、先行研究で絶対的なものとして捉えられてきた教員―部員の部活動における部

内権力関係は、実は外部の力によって簡単に破壊され得る脆いものであることを指摘する。

外部の力とは、教育委員会、保護者、PTA、校長や他教員から地域住民まで多岐にわたる。

そのなかでも、教育委員会は、学校などの教育機関の職員の任免やその他の人事を司る76。

教育委員会に申し立てれば、教員を部活動から追い出すことは容易であろう。部員が自ら

直接教育委員会に申し立てることが困難であっても、両親を介せば簡単に部内権力関係を

破壊することは可能であろう。実際にそのような外部の力に要請し、教員が処分された事

例は数多く報告されている。以下に、新聞をもとに具体的にみていく。 

  

第 1 項 新聞記事にみる部活動中の体罰による教員の処分数の推移 

 

 1990 年 6 月 22 日朝日新聞夕刊で「体罰防止に第三者機関 岐阜・八百津町の思い切っ

た改革から 1 年」という記事が掲載された。記事の概要は、1986 年 6 月に発生した体罰事

件77をきっかけに身内同士でフタをしがちな体質を打破しようと、1989 年、第三者機関「町

人権教育検討委員会」を作った八百津町の事例を紹介し、それについて教育専門家が評価

し、当事例から現在の体罰問題を検討するという内容である。体罰防止の知恵が込められ

ており、先駆的試みであるとしている78。また、当記事のなかに当時の体罰に関する社会状

況を垣間見ることができる。以下、その一部を引用する。 

 

   全国で体罰が原因で教師が処分されたのは、80 年代前半は 2 ケタだったが、85 年以

降は 200 人を超えた。 

   しかし、文部省には体罰問題を独立して扱う担当課や係はない。中学校での体罰に

限れば、中学校課生活指導係が窓口だが、青木早苗係長は「体罰は学校教育法で禁じ

られている。さまざまな会議で周知徹底させている。それでも起こることは遺憾だ。

事故処理については誤りがないと信じている。個別の問題についてはコメントできな

い」と言っている79。 

 

 この新聞記事上のデータは、出典等が不明であるが参考にすることは十分に可能である

と考える。次に新聞記事の検索を用い、新聞記事上での部活動における体罰による処分に

ついてみていく。 

                                                   
76 全国都道府県教育委員会連合会 HP 
77 小学校教諭が自らの勘違いで男子児童を殴り、鼓膜が破れる怪我を負わせた事件。 
78 朝日新聞 1990 年 6 月 22 日夕刊 
79 同上 
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 毎策(毎日新聞オンライン)を用い、2010 年 12 月 31 日付まで80の新聞記事を毎日新聞記

事検索(見出しと本文に含まれる文字列を検索)で、「体罰＆部活＆処分」をキーワードに検

索した結果、197 件の記事があり、初出は 1994 年 6 月 29 日大阪朝刊であった。各年別に

みていくと、1994 年 1 件、1995 年 2 件、1996 年 8 件、1997 年 8 件、1998 年 7 件、1999

年 8 件、2000 年 9 件、2001 年 7 件、2002 件 12 件、2003 年 16 件、2004 年 14 件、2005

年 16 件、2006 年 16 件、2007 年 24 件、2008 年 16 件、2009 年 18 件、2010 年 15 件で

あった。 

 聞蔵Ⅱビジュアル(朝日新聞オンライン)を用い、2010 年 12 月 31 日付まで81の新聞記事

を「体罰＆部活＆処分」をキーワードに検索した結果、247 件の記事があり、初出は、1988

年 4 月 10 日朝刊であった。各年別にみていくと、1988 年 2 件、1989 年 0 件、1990 年 2

件、1991 年 2 件、1992 年 3 件、1993 年 0 件、1994 年 8 件、1995 年 7 件、1996 年 3 件、

1997 年 6 件、1998 年 14 件、1999 年 8 件、2000 年 10 件、2001 年 14 件、2002 件 14 件、

2003 年 17 件、2004 年 22 件、2005 年 24 件、2006 年 22 件、2007 件 16 件、2008 年 16

件、2009 年 18 件、2010 年 18 件であった。 

 ヨミダス歴史館(読売新聞オンライン)を用い、2010 年 12 月 31 日付まで82の新聞記事を

「体罰＆部活＆処分」を全文検索した結果、210 件の記事があり、初出は 1991 年 12 月 7

日大阪朝刊であった。各年別にみていくと、1991 年 1 件、1992 年 2 件、1993 年 1 件、1994

年 0 件、1995 年 1 件、1996 年 0 件、1997 年 0 件、1998 年 4 件、1999 年 12 件、2000 年

8 件、2001 年 11 件、2002 年 16 件、2003 年 20 件、2004 年 19 件、2005 年 20 件、2006

年 20 件、2007 年 21 件、2008 年 17 件、2009 年 21 件、2010 年 16 件であった。 

 

 

グラフ 2 新聞記事にみる部活動中の体罰による教員の処分数の推移 

                                                   
80 1872 年 3 月 29 日から 
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 グラフ 1 から明らかなように、部活動における体罰による教員の処分に関する記事は、

1980 年代後半に登場し、1990 年代半ばから徐々に増加し、2000 年代半ばから高い値で安

定している。これらは、上述した社会的背景とも一致している。 

 これらのことをまとめると、1980 年代後半において地域や教育現場で体罰の問題が取り

上げられ始め、それを契機に 1990 年代初頭に先駆的な試みも開始され始める。上述したよ

うに、1990 年代当時は文部省にも体罰を個別に扱う担当課や係りがなかったことからも関

心の低さが窺える83。先駆的試みは 1990 年代初頭に始まったものの、新聞記事からわかる

ように、マスメディアが取り上げ一般の人々に問題意識が形成されるのは、1990 年代後半

から 2000 年代初頭にかけてであると考えられる。 

 

 第 2 項 新聞記事にみる部内権力関係破壊の具体的事例 

 

以下に、毎日新聞と朝日新聞に掲載された体罰によって処分された教員に関する記事を

具体的事例としてをあげる。 

 

 外部の力・教育委員会 

「バレー部で体罰 250 回 大阪市立高部員がメモで記録」朝日新聞 2011.10.6 夕刊 

大阪市内の市立高校の男子バレーボール部の顧問を務める男性教諭(34)が、部員 6 人に

体罰を繰り返していたことがわかった。体罰は 1 年 4 ヵ月間、250 回に及んだという。

部員がつけていた「体罰メモ」を保護者が市教委に持ち込んで発覚。教諭は先月、停

職 3 か月の懲戒処分を受けた。 

市教委によると、教諭は 2009 年 12 月～11 年 3 月、体育館の倉庫や更衣室などで計

253 回、平手で部員のほおを殴ったり体を蹴ったりした。部員が鼻血を出したケースも

あったという。 

 

 外部の力・保護者 

「柔道部員を竹刀で 50 回たたく 教諭を停職処分」毎日新聞 2011.8.27 地方版(広島) 

呉市の私立高校で昨年 1 月、柔道部顧問の男性教諭(34)が当時 1 年生の女子部員(17)

を竹刀で 50 回たたく体罰をしていたことが同校への取材で分かった。同校は 25 日付 

でこの教諭を停職 2 週間の処分とし、部活指導を無期限停止とした。 

  同校によると、教諭は女子部員に対し、昨年 3 月にあった期末試験の対策をするよう

に自作の問題集を渡した。同 1 月の部活後、問題を 10 題出題し、1 問間違うごとに竹

刀で 5 回たたくルールで部員が 10 問間違えたため、尻を 50 回たたいた。負傷はなか

った。今月、保護者の指摘で発覚した。校長によると、教諭は指導熱心で「柔道も勉

                                                   
83 朝日新聞 1990 年 6 月 22 日夕刊 
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強も頑張ってほしかった。行き過ぎた行為で反省している」と話している。校長は「部

活の顧問から定期的に指導状況を聴き、再発防止に努めたい」と話した。 

 

 外部の力・他教員 

「女子生徒に体罰 教諭、減給３カ月」毎日新聞 2011.11.03 地方版(長野) 

  県教委は 2 日、女子生徒に体罰を加え、軽傷を負わせたなどとして東信地方の男性高

校教諭（47）を減給３カ月（10 分の 2）の懲戒処分にしたと発表した。 

 県教委によると、教諭は体育担当。９月、授業中に女子生徒と授業内容を巡って口論

となり、生徒の襟首をつかんで後頭部を体育館の壁にぶつけ、打撲などの軽傷を負わ

せた。生徒が保健室で治療を受けた際、経緯を聞いた養護教諭が教頭らに報告し、発

覚した。 

  教諭は在任校や前任校で他に授業中や部活中、生徒の胸ぐらや腕をつかむことが複数

回あったと判明。過去にさかのぼって処分した。 

 

 外部の力 

「高校実習助手に文書訓告 部活で監督、部員に体罰」朝日新聞 2011.10.2 朝刊 

  大分市内の県立高校に勤務する 50 代の男性実習助手が、監督を務める女子バレーボー

ル部員 6 人のほおをたたいたり、髪をつかんだり、ふとももをけったりしたとして、

県教育委員会が文書で訓告処分にした。9 月 28 日付。校長には注意、教頭には厳重注

意した。 

県教委が 1 日明らかにした。それによると、男性は 8 月に複数回にわたり、部活動の

準備が遅いことを理由に 6 人に暴力をはたらいたという。うち 1 人は口の中を切る軽

いけがをしたという。9 月に県教委に外部から情報提供があり発覚した。男性は現在、

監督から外れている。 

 

外部の力によって顧問教員が処分を受けたという新聞記事の一部を紹介したが、この種の

記事は非常に多い。保護者が教育員会に連絡し処分されたり、学校が処分したりとそのプ

ロセスはさまざまであるが、教員にはこのように外部の力によって厳しい処遇を受けるこ

とはよく知られていることであろう。 

また、15 年ほど前の記事であるが、以下に、地域社会が教員の体罰に対して厳しい姿勢

を見せているという記事をあげる。 

 

 「岐阜の高２体罰問題、「教師の処分」も公開 審査会『支障ない』－市民団体が請求」

毎日新聞 1996.01.09 中部 朝刊 

  岐阜県公文書公開審査会は八日までに、同県教委から諮問されていた県立高校であっ

た体罰問題の報告書の扱いについて「体罰が行われた時期、場面、状況」「体罰を行っ
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た教師に対する処分」など、従来より踏み込んだ内容を公開するよう答申した。教師

が特定されないよう授業の教科や指導部活動の具体的な部分は公開されないが、公開

を求める市民グループでは教室の“密室性”に風穴を開けるものと評価している。 

 公開が求められていたケースは、同県立高校二年男子生徒（当時）が昨年三月まで継

属的に教師から体罰を受け、登校拒否に至った問題。市民グループ「子どもの人権ネ

ットワーク岐阜」（会長・河合良房弁護士）が独自の実態調査を踏まえて昨年七月、内

部文書の「体罰に関する報告書」のうち、地域や高校名、教師の名前などを除いた部

分の情報公開を大宮義章教育長に請求した。 

しかし、県教委が翌月公開した報告書では「個人情報に該当する」として大部分が削

除されたほか、教師の処分内容も「行政運営情報にあたる」として公開されなかった。

このため、同ネットワークは回答を不服として同十月、県教委に対し審査請求してい

た。 

答申では、「担当教科や指導している部活動」などを個人が特定される情報として非公

開扱いにしたものの、教師処分の内容について「公開したからといって懲戒処分の公

正な執行に支障となるとはいえない」と判断した。 

答申を受けた県教委では近く委員会を開き、公開すべき公文書の内容を改めて検討す

る方針。 

河合会長は「処分結果の公開は、大きな前進と考える」と評価している。 

 

このように地域の市民グループが独自の実態調査を行い、県教育員会に対して情報公開を

求めるということが 1996 年という時期から始まっている。 

 このような多くの記事からも、近年、マスコミや教育関係者も含めて社会全体が、体罰

を廃絶しようという動きが活発であることを指摘できる。 

 

第 2 項 近年の外部の力の暴走 

 

 本項では、教育現場における保護者の変化について概観する。深谷によると、 

 

かつての子どもたちは中学を卒業するまで親がかりであるにせよ、高校に入ったら、

親から心理的に離乳していた。より正確にいうなら、離乳していない場合でも離乳し

ているふうにふるまっていた。 

  したがって、高校での生活に親が干渉するのを極端に嫌った。自分なりに頑張ってい

るのだから、親などに出てきてほしくないという気持ちである84。 

 

                                                   
84 深谷 1989,p14 
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というように、子どもの親離れが遅れていることが指摘されている。加えて「生徒たちの

心理面での成長が遅くなり、親に依存している面が増加している。いわば、高校生の生活

ぶりがかつての小・中学生と同じようになり、その結果、高校にも親が進出するようにな

った85」としている。これは、1989 年の記事であるが、現在もこの傾向は続いていると考

えられる。極端な例かもしれないが、フィールドワーク中、試合のユニフォームを親に鞄

に入れてもらうという話を耳にしたほどである。これは、同時に以下の記事のような子離

れできない親の問題と併存しているのはいうまでもないだろう。 

 

 「子離れできない親」毎日新聞 2006.12.25 東京朝刊 

連載「大学淘汰（とうた）」（12 月 4～8 日）の取材で各地の大学関係者に話を聞いたが、

驚いたのは大学生になってまでも子どもにかかわろうとする親が多いということだ。

「入学式や卒業式に出席する親が年々増えている。祖父母まで出席する家庭もある」。

多くの大学関係者が口をそろえた。「子どもが『次の授業の教室が分からない』と言っ

ている」と電話をかけてくる親。就職課に「息子はまだ就職活動していないが大丈夫

か」と問い合わせる親。いずれも取材で実際に聞いた話だ。学生が自立していないこ

ともあるが、子離れしていない親が増えたとみる関係者も多かった。 

 

一見目を疑うような内容であるが、一つの事実として存在している。大学生になっても、

なお、このような子離れしていない親が増えていることから考えると、高校においても同

様の現象が存在していることは明白である。このことは、親の学校への干渉の増加を容易

に想定させるであろう。 

 坂本は、大学・高校紛争によって学校・教員と生徒・保護者の意見の対立が生まれ、戦

前から続いてきた教師の無謬神話が崩れ、「学校・教師と学生・生徒・親の利害・意見の対

立は、学校側の指導・強制措置・懲戒などに対する生徒・親の反対を生み、権利の対立と

して意識される86」といい、これまで教員が持っていた信頼が失われたことを指摘している。

これについては、近年、現場レベルでもよく耳にすることであろう。 

 近年の極端な例を挙げると、保護者の学校へのかかわりは「モンスターペアレント」と

呼ばれる常軌を逸した状況にまで発展している。モンスターペアレントとは、不当、不可

解な要求を、次々に学校や教員につきつける保護者のことをさしている87。モンスターペア

レントについては、教育系雑誌に取り上げられるに止まらず、テレビドラマなどにもなり、

関心の高さと現場における重大さが窺える。これは、一部の極端な例であることは確かで

あるが、保護者の立ち位置が学校、教師の側から子どもの側に変わったことを示す象徴的

な事例であると考える。 

                                                   
85 深谷 1989,p16 
86 坂本 1995,p45 
87 2007 年『月刊教室ツーウェイ 8 月号』で向山により命名された。 
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 第 5 節 本章のまとめ 

 

 上述してきたように、今日体罰については厳しい批判があり、取り締まりも強化が進ん

でいる。それらは新聞記事などからも見て取れる。また、部活動関係者から、その変化に

ついての発言を耳にすることも多い。 

一方で、保護者の学校、教師に対する信頼感の減尐や保護者の過保護、モンスターペア

レントなど学校に対する保護者の立ち位置の変化も指摘できる。子どもの言いなりになる

親の問題が指摘されることさえある。学校で子供が怒られたことを謝りに行くのではなく、

文句を言いに行く時代であるといっても過言ではない。 

 このような社会背景のもとで、部活動における体罰は今も行われている。これを、部活

動における絶対的権力関係によって言い出せず、泣き寝入りするしかない部員と理解する

ことは、いささか短絡的な結論なのではないだろうか。上述したような外部の力に要請し、

部内権力関係を破壊することは可能であるし、ここまで見てきた事例からもそれは明らか

である。もちろん退部という選択肢もあるだろう。現在の社会的背景は、それらをより容

易にしていることも指摘できる。 

 しかし、体罰を受けて、なお部活動に参加し続け、引退まで活動し続ける部員たちも確

かに存在している。そのような部員たちは、他の選択肢がある中で体罰を受容していると

考えることができる。なぜ、部員たちは他の選択肢を選択せず、体罰を受容するという選

択を行うのか、次章では、部員が体罰を受容するに至る背景を考察する。 

図 4 体罰に対する部員の選択可能な選択肢 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部活動 教員 

部員 

体罰 

命令 

指導 
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(教育委員会・保護者・学校) 

外部の力要請 

退部 
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第 2 章 部活動における体罰受容の背景 

 

 本章では、A 高校ハンドボール部における部活動の実際を詳述する。これらは、体罰が行

われる背景を理解するために重要であると考える。特に規範、服飾類、身体技法、OG 会、

部誌に注目し、当該部活動における機能、役割および位置づけから部員が体罰受容を選択

する背景について考察する。 

 

第 1 節 当該部活動概要 

 

 事例として取り上げた A 高校は西日本に位置し、勉学のほかに文化・スポーツ活動に力

を入れ、社会性や豊かな人間性を育むことを目標としている。戦績からみても、多くの部

活動が全国大会に出場するなど部活動が盛んな学校である。そのなかでも、女子ハンドボ

ール部は例年インターハイや全国選抜大会に出場するなどの実績を有し、県下の強豪校で

ある。 

A 高校女子ハンドボール部の部員数は、年代によって違いはあるが約 15 人前後である。

顧問教員一人で、専属のコーチなどはいないが OG が練習に参加・指導しに来ることも多

い。 

 

 

写真 1 練習場 [筆者撮影] 

 

当該部活動は、主に朝練と放課後練から成る。朝練は、約 1 時間半行われ、放課後練は

約 3 時間行われることが普通である。休日は半日練習か一日練習のどちらかであり、県外

遠征なども多く行われている。基本的には、週 7 日間練習であり、年末年始、お盆や試合

などの関係でその他適宜休みがある。 

特徴的なこととしては、練習内容を部員、主にキャプテンが決めて行うことがあげられ

る。試合前など、状況によっては顧問教員の指示で行うこともある。これについて顧問教
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員は、「全部こちらが決めてやらせたら、試合のなかでも、強い相手との試合やしんどい場

面で自分で考えられなくなる。先生にすぐに助けを求めるようになる。そういうところで

考えられる選手になってほしいからこういうやり方でやっている。」という。新しく作られ

た部旗の「考動」という言葉からも自ら考えて行動することが求められていることがわか

る。 

 

 

 

写真 2  部旗「考動」 [筆者撮影・編集] 

 

第 2 節 部活内規範 

 

 下谷内によると、「社会的規範とは、許される行動と禁じられる行動に関する規則のこと

を意味する。具体的には、法や道徳、慣習や伝統、あるいは宗教や倫理などであり、さま

ざまな組織や集団の自主的規則も社会的規範の一種と考えられている88」という。部活動に

は、部則などと呼ばれる当該部活動でのみ適応される社会的規範が存在する。本研究では、

それらを「部活内規範」と呼ぶこととする。 

また、下谷内は「限定される空間と民族のなかで展開される伝統‐民族スポーツは、当

該文化とも密接に関係を持ち、特にそこでのルールは社会を映す鏡にもなりうる89」という。

本研究は、伝統‐民族スポーツを対象にしていないが、部活動は限定される空間で限られ

た成員によって行われることから、下谷内の言葉を借りれば、部活内規範は当該部活動を

映す鏡にもなりうると考えられる。 

部活内規範は、顧問の教員が変わった後も部員達によって受け継がれていくことも尐な

くなく、教員の知らないところで秘密裏に継承されていくようなものまで存在する。また、

                                                   
88 下谷内 2004,p113 
89 同掲書,p112 
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成文化されたものと暗黙のものとに分けられる。 

A 高校女子ハンドボール部の部活内規範としては「ハンド部の鉄則」「四つの一」「か・て・

る」があげられる。「ハンド部の鉄則」は 10 年程前、当時の 3 年生が入部してくる新入生

のために作成し、それ以降受け継がれてきたものである。現在の顧問教員が赴任する前か

ら存在するものである。内容は、部員としての心構えが主として挙げられる。挨拶、敬語、

返事、連絡などの生活規範から、仲間を大切にする、コートに立つ以上強く明るく、元気

に素直であきらめないなど部員として目指すべき姿が記されている（写真 3）。 

「四つの一」は 2010 年に新しく部員たちが全員で話し合い、作成したルールである。目

標達成のために「まずは学校内で一番になるため」に作られた。部員たちは「四つの一」

について「一番頑張ること」をまとめたと言う。「四つの一」という名称は、教員が付けた

ものである。内容は、 

 

1. 一番に鍵を取りに行く 

2. 一番掃除する 

3. 一点にこだわる 

4. 一日一得 

 

の 4 つであり、日常生活のなかの目標とプレイにおける目標が見てとれる(写真 4)。 

OG の C は部誌90のなかで「か・て・る」については、「自分らがやらないといけないこ

と。これをやり続ければきっと勝てるって意味がつまっている」という。その言葉とは、 

 

1. 感謝の気持ち 

2. 手と目を合わせる 

3. ルーズボールは絶対負けない 

 

であり、C はさらに「今まで A 高が守ってきた文化をもっとこだわってこそ自分たちらし

さ、A 高らしさが出てくる。毎日口にしているこの言葉をこだわっていく。そして口だけで

なくて、この 3 つの頭文字である「か・て・る」を実現するために実行していく」という(写

真 3)。この他にも目標・規範等が書かれた黒板は、練習中、常に決まった場所に出されて

いる。これによって部員達は常にこれらのことを意識して行動しているように見受けられ

た。 

これらの規範について顧問教員は「生徒が自分たちで作ったもので、あいつらの目標を

叶えるためには、あるいは目標を達成するためには、ああいうこともしないといけないだ

ろうという話はするけど。あれを考えて、あれらをあいつらが頑張っているのは、あいつ

                                                   
90 第 2 章で詳述する。 
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ら自身がやっていること」といい、生徒が自主的にやっていることであり、自分はそれを

サポートしているだけであるとした。 

また、2010 年度の新チーム移行時には「OVER THE 2009」(写真 3-8)と題した用紙が顧

問教員から部員全員に配られた。前年度チームを超えるために、目標・四つの一・生活規

範・A 高ハンド部のスタイルなどが書かれている。ここに書かれているものは黒板に書かれ

ている内容と一貫しており、同じ内容も多い。目標には、最終目標を全国ベスト 8 とし、

全国選抜大会出場、インターハイ出場という言葉が見られ、勝利指向型の部活動であるこ

とが見て取れるが、この目標は生徒自身が話し合って決めたものである。また、部員に部

活動の目的を質問してもやはり「勝つため」という答えが多く聞かれた。 

 

 

 

 

写真 4 四つの一 [筆者撮影] 

写真 3 「ハンド部の鉄則」と「か・て・る」 [筆者撮影] 
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資料 1 OVER THE 2009 表紙 [資料中[]内筆者編集] 

 

 

 

資料 2 OVER THE 2009 目標 [資料中[]内筆者編集] 

写真 5 その他の目標・規範 [筆者撮影] 
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資料 3  OVER THE 2009 四つの一 [資料中[]内筆者編集] 

 

 

 

資料 4  OVER THE 2009 凡事徹底 [資料中[]内筆者編集] 

 

資料 5  OVER THE 2009 スタイル [資料中[]内筆者編集] 
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資料 6  OVER THE 2009 大会目標 [資料中[]内筆者編集] 

 

この他の部活内規範として成文化されていない暗黙の規則(表 1)が存在する。これらは主

に、部員たちの経験により成立しており、顧問教員に怒られることを回避することが目的

であるという。例えば、髪型に関していえば、数年前、長髪を結ばずに練習していたこと

を指導され、以後ショートヘアを部員たちで実践しているという。新入生は、先輩から教

えられたり、自らが怒られたりすることによってこれらを学んでいくという。 

当該部活動内で共有されるこれらの規範は、部員にのみ適応され、徹底的に順守するこ

とを要求される。これらを犯すことはタブーとされ、犯した場合には何らかの罰則が与え

られる。罰則はひとりが犯した場合でも、連帯責任として全員に課されることもあり、そ

のことは部員たちに規範順守を徹底させている。そのため部員同士でもタブーを犯さない

ように厳しく指摘しあっている場面が多くみられる。 

 

 

 

 

これらの規範は 2 つに大別できると考えられる。１つは、「勝つ」ために直接的に必要な

ものであり、「全力ダッシュ」・「ルーズボール」・「位置取り」などがあげられる。2 つ目は

表 2 暗黙の規則 [筆者作成] 
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集団の部員としての心構え・態度などの生活規範である。これらは、細かく決められてお

り、部外者の目からは一見して意味のないように感じられるものも含まれるが、それらも

含めすべて徹底して順守される。 

当該部活動は、活動の目的から明らかなように「勝利指向型」の部活動である。しかし、

チームの目標について顧問教員は「俺は言ったことない。生徒が決める」と言い、生徒が

勝たなくて良いというなら「それでもかまわない」というというように、顧問教員の強制

による活動ではない。部員自身が自らの目標達成に向けて活動を行っている。 

顧問教員が部活動について、「一緒に付き合って、時間を過ごして、あいつらが人間とし

て成長してくれたらそれで良い」というようにあくまでも顧問教員にとっては教育として

の意味合いが強いようである。生徒自身も部誌のなかで、「成長」という言葉を多く用い、

「成長」が当該部活動のなかで重要視されていることが窺える91。 

 

第 3 節 共有される服飾類 

 

 部活動においてさまざまな服飾類が共有されていることは、経験的にもよく知られてい

ることだろう。田蓑・三浦は、「ユニフォームを揃えることは、部員一人ひとりが自らの所

属する組織の一員であることを自覚させると同時に、部員としてのアイデンティティーの

確立を容易にする（中略）約縁集団92を象徴するシンボルとして機能する93」としている。

このように服飾類は、集団のシンボルとして機能し、連帯意識を生み出す、自らを自覚す

るなど、部活動の維持、運営に欠かすことのできないものであると考える。以下に A 高校

女子ハンドボール部における具体的事例をあげる。 

 

第1項 はちまき 

 

 A 高校女子ハンドボール部において特徴的な服飾として「はちまき」があげられる。これ

は、練習時と試合時において部員が必ず巻いているものである。ある部員が部誌のなかで

「はちまきは先輩たちからずっとうけついできたもの」というように、このはちまきは、

いつから巻かれているか詳細は明らかでないが、尐なくとも 10 年以上前から巻かれている

という。さらに詳しく述べると、試合時には「一生懸命」と書かれた赤色の特別なはちま

きを巻く。この「一生懸命」という言葉は、部旗にも書かれ、大切にされている言葉だと

考えられる(写真 6,7)。練習においては白色の細めのはちまきを巻く。これは、高校入学時

に一本もらうことができるもので、それ以外には「おきにいりの先輩94」からはちまきを譲

                                                   
91 本章第 5 節で詳述する。 
92 約束という紐帯原理によって規定される集団。綾部 1988 で提唱された。 
93 田蓑・三浦 2004,pp.52-53 
94 部内では一人に一人ずつ、面倒をみてくれる先輩がいるという。 
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り受け、各部員が 4・5 本ずつ所有しているという。これらは、全て手造りであり、筆者の

「なぜ、はちまきを巻くのか」という質問に対して、「気合いが入る」と皆が口を揃える。

しかし、実際部員はこのはちまきを、顧問教員に怒られないために巻いているというのが

素直な意見であり、ダブルスタンダードを使い分けていると考えられる。以下にそのこと

が表象された例をあげる。  

 

  2010 年 9 月国体ブロック予選で敗退し、引退した部員たちはその後も、後輩の練習相

手としてたびたび練習に参加していた。引退後、最初の練習で一人の引退した 3 年生

がはちまきを巻いて練習に参加し、それに続いて 3 年生全員が、はちまきをまいて練

習に参加した。部員たちは、はちまきをはずしたがっていたが「はずすタイミングを

なくした。突然はずしたら先生に怒られるかもしれない」と言い、その後もはちまき

を巻いたまま練習に参加していた。 

 

 

写真 6 はちまき [部員撮影] 

 

 

 
写真 7 部旗「一生懸命」 [筆者撮影・編集] 



 

36 

 

第 2 項 練習時・試合時における服飾 

 

 練習時の服装は、ハンドボールシューズ、ゲームパンツ、Ｔシャツが主な格好である。

上着に関しては、普段の練習時には特に指定はないようである。ゲームパンツは全員が毎

日同じ色になるようにローテーションが存在し、決められた色を全員が着用している。こ

れは教員の指示で行っているものではなく、部員たちが自ら行っているもので「昔から決

まっていて、順番に従って履いている」という。ゲームパンツの色に関して顧問教員は「練

習ができたら何色でもかまわない」と筆者には語ったが、部員たちは「色を間違えたら先

生に怒られる」と言い、顧問教員がダブルスタンダードを使い分けていた。 

これら赴任以前からある決まりについて顧問教員は、「チームとして一体感を出すために

大事かなと思うことは残している。あまり関係ないかなとも思っているけど」という。 

 試合時には、練習時よりもより多くの服飾類を揃える。移動時においてはチームジャー

ジを着用し、チームバッグを使用する。これらのジャージやバッグには高校名などが記さ

れている。それらのバッグには、保護者が作った手作りで揃いのお守りがついている。そ

れらはボールやユニフォームの形で一人ひとりの名前が入っている。その他にも、チーム

タオルもあり、そこには、部旗の一つにも書かれている、代々受け継がれてきた言葉が書

かれている。このタオルは試合中は一人一人のベンチに並べてかけられる。 

試合前練習では、ハンドボールシューズ、ゲームパンツのみならずＴシャツ95まで揃えて

練習を行う。試合中のユニフォームを揃えることは公式ルールとして定められており当然

であるが、試合会場ではその他に多くの服飾を部員たちで共有している。 

 

 

 

                                                   
95 チームで制作したオリジナル T シャツ(写真 10) 

写真 8 普段の練習風景 [筆者撮影] 
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写真 10 チーム T シャツ [筆者撮影] 

 

部員が半強制的であるにしろ、はちまきという特徴的な服飾を練習時、試合時に共有す

ることは田蓑・三浦のいうようにアイデンティティーの確立に大きな役割を果たしており、

また、その他の服飾類が同様の働きをしていることについては言及するまでもないであろ

う。加えて試合会場という自他の区別を行いやすい場は、部員たちの意図する・しないに

関わらず部員としてのアイデンティティーを容易に確立させ、連帯意識や仲間意識を強化

すると考えられる。 

 

第 4 節 部員的身体技法 

  

マルセル・モースによると、人間の姿勢や動作は、生物学的に決定づけられたものではな

く、社会的な習慣であるとされ、彼は、それを「身体技法」と呼んだ96。現在、モースが提

                                                   
96 マルセル・モース,山口・有地(訳)1976,pp.121-156 

写真 9 試合前の練習風景 [筆者撮影] 
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唱した時代とは異なり、地域や国における身体技法の差異は減尐してきていることは明ら

かであろう。しかし、そのような時代背景のなかでも、当該部活動にのみ共有されるよう

な身体技法が存在している。本研究では、部員のみに共有される身体技法を部員的身体技

法と呼ぶこととする。以下に、A 高校女子ハンドボール部において部員的身体技法の具体的

事例をあげ考察する。 

 練習時に見られる部員的身体技法として、コートに入る時「失礼します」と言い、一礼

することがあげられる。このことは武道等ではよく見られるが、コートを神聖な場として

いると考えられる。このことは、学校で問題を起こした生徒に対して、他の部員が「コー

トに入ってほしくない」と発言したことからも見てとれる。また、練習開始時と練習終了

時には決まった場所に整列し、コートに対して、それぞれ「練習始めます、おねがいしま

す(キャプテン)」「お願いします(全員)」、「練習終わります、ありがとうございました(キャ

プテン)」「ありがとうございました(全員)」といい、一礼する。このこともコートに入る時

と同じようにコートを神聖な場として捉えていると考える。顧問教員は、これら挨拶につ

いて規則ではなく人としてあたりまえの行為であり、形だけの挨拶ならしない方が良いと

いう。 

 

 

 

練習中、特に苦しい練習中には部員同士が無言で「手を合わす97」(写真 8)。これによっ

て「一人ではなくチームで苦しい練習をやりきる」という。この「手を合わす」は苦しい

練習時のみでなく、いいプレイが出た時や試合で得点した時など多くの場面で使用される。 

部誌の中でも A が「しっかり支える。辛そうにしていたら手を合わす」、「〇〇はいつも

『一本です』と言って手を合わしてくれる」というようにたびたび登場する。また、上述

した部活内規範の一つである「か・て・る」にも「手と目を合わす」とある。「手を合わす」

                                                   
97 手の合わせ方は片手や両手、高い位置や低い位置等さまざまである。 

写真 11 試合中の「手を合わす」 [筆者撮影] 
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という特別な動作ではないが、そこには部員同士が共有する特別な意味が存在しているの

である。 

試合開始時には、一連の動作が必ず行われる。両チームの挨拶後、選手全員で手をつな

ぎ円陣を行い、その後全員と「手を合わす」を行う。DF から始まる時は、全員で床を触り

「よし、こい」という。これは、「気合いを入れる」ためのもので、「床を触ったら姿勢も

落ちるし、守るぞって感じになる」というように、気合いを入れるのと同時に、床を触る

ことによって腰を落としてしっかり守ろうということを意識するためのものである。この

掛け声と床を触ることは試合開始時のみでなく、タイムアウト直後など要所で行われ、後

半開始時に DF から始まる場合、キャプテンが「後半もう一回走りきろう」と言い、全員で

「よし、こい」というように行われる。 

 

 

写真 12 試合前の円陣 [筆者撮影] 

 

 

 
写真 13  試合開始時の「よし、こい」 [筆者撮影] 
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ハンドボールにおいては試合時にポストプレイヤーおよびセンタープレイヤーが OF の

攻め方を、体(主に手)を使ったサインを出してプレイを指示する場面が見られる。このサイ

ンはもちろんだが、サインの後に行われる動き自体も部員たちのみが共有している動きで

あり、部員的身体技法といえるだろう。また、サインプレイのみならず DF の動き、ステッ

プ、OF のフォーメーション、タイミング等のプレイに関わる動きの多くを部員的身体技法

と考えることが可能であろう。 

 このように部活動には多くの部員的身体技法が存在する。他にも声だし98、応援歌99など

があり、ここに記述できたものはほんの一部であろう。 

 

 

写真 14 試合中のサイン [筆者撮影] 

 

第 5 節 OG 会の役割 

  

 A 高校女子ハンドボール部 OG 会 

 

日程(2011 年 1 月 2 日) 

8：00～10：30 現役部員のみの練習 

10：00～10：30 OG 集合・準備 

10：30～12：30 OG 戦(試合) 

12：30～14：30 保護者による炊き出し 

夜 各学年で飲み会 

 

                                                   
98 練習中や試合中にチームで決まった声だし(掛声)を行う。「エーヤー、エーエー、ヤーヤ

ー」等意味のあるものではない。 
99 試合時の応援時、部特有の歌や動きが存在する。 
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 毎年 1 月 2 日に OG 会が開かれる。幹事は、当年 22 歳になる年代の元キャプテンが行っ

ており、各代の元キャプテンに連絡し、詳細を伝え出席の取りまとめを行う。仕事などの

やむを得ない場合のみ同じ年代の者から代理がたてられる。2 歳以上年上の先輩には電話で

の連絡が義務付けられている。また、母体となる組織はなく、年会費などの徴収も行われ

ていない。当日は 30 人を超える OG や多くの部員の保護者が参加した。プレイを行わず話

や見学をするために来ている OG も数名いた。現在の顧問の教員が指導した OG たちは仕

事の関係で来ることができない人を除いて全員に近い参加だという。ある OG からは「現

役のときは、自分たちもよくしてもらったから OG になったら恩返ししないといけない」

という声も聞けた。 

OG 戦のチーム編成は OG を昭和生まれチーム、平成生まれチーム、大学生現役チームに

分け、加えて保護者チーム、現役チーム、中学 1 年生チーム、中学 3 年高校 3 年合同チー

ムの 7 チームである。試合は、10 分ゲームという変則試合で、①平成 vs.現役②中 1vs.昭

和③中 3 高 3vs.大学現役④大学現役 vs.現役⑤中 1vs.昭和⑥中 3 高 3vs.大学現役⑦昭和 vs.

父兄の 7 試合であった。OG 会全体を通して和やかな雰囲気であり、珍プレイなど OG のプ

レイには笑いも多く見られた。また、初めは笑いながらプレイをしていても次第に真剣な

表情になっていく場面も見られた。 

 

 

写真 15 OG 戦の試合風景 [筆者撮影] 

 

OG 戦後の集合では、OG から現役部員に対して「今後も頑張ってほしい」と激励する声

と同時に「もっと気配りができないといけない」という注意なども聞かれた。 

 OG 戦終了後には、現役部員と OG が入り混じって保護者の作ったうどん、おでん、餅、

ぜんざい等の炊き出しが振舞われた。ここでも終始笑いが起き、和やかな雰囲気であった。

この炊き出しは、3 年ほど前から始まったものという。 

 同日の夜には、各年代に分かれて飲み会が行われる。この会での話は大半が高校時代の

部活の思い出話になるという。ある保護者が「集まったら現役時代にあの時何本走らされ
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たとか、怒られたとかそういう話になるらしい。いつまででもその話で盛り上がれる。そ

れは本気で取り組んでいるからだろう」というように、1 年に 1 度の OG 会は OG が現役当

時の経験を語りあう場として用いているのである。 

 顧問教員は、OG 会について「現役の生徒にとっては大事なものだと思う。卒業生にとっ

ても大事なものだと思う。現役にとっては、自分らの先輩がこんなにいて、気にしてくれ

ていることを確認する。卒業生にとっては、帰ってきて、社会に出ていたり大学に行った

り、まあいろいろあるかもしれないが、ここで頑張ってきたことをまず再確認するってい

うこと」というように現役生徒と OG 双方にとってそれぞれ異なった価値を有していると

考えている。 

 

 

 

 

 

 

写真 17 保護者による炊き出し [筆者撮影] 

 

 

写真 16 集合風景 [筆者撮影] 
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第 6 節 「心」を書く部誌 

 

A 高校ハンドボール部には、部誌100と呼ばれ、部員一人一人が毎日記述し、顧問教員に

提出するノートがある。当該部活動のなかで、部誌はさまざまなツールとして機能してい

ると考えられる。本節では、OG の C・D 二人の 3 年間分の部誌を参考に、部誌の機能と役

割を考察し、そこにみえる当該部活動の精神文化を明らかにする。 

 当該部活動においての部誌が、個人的な日記とは異なる性格を有すことには留意する必

要がある。個人的な日記は、他者が読むことを前提として書かれるものではないが、当該

部活動における部誌は、教員や他の部員が読むこと前提として書かれている。つまり、部

員が書く内容を他者に考慮していることは明白である。また、そのことは、部誌の内容を

当該部活動の理想像に近づけていくことは容易に考えられる。このことは、部誌にみる部

員の精神文化の限界であると考えるが、当該部活動の理想像を捉えるために重要な資料で

あると考える。 

 また、そのような前提はあるものの、実際の部誌の内容には、教員の体罰を批判する記

述など、部員の本音と見られる記述が多いことも事実といえる。 

 

第 1 項 「心」と「成長」 

  

OG・C は「部誌に記述する内容は自由」であり、「入部当初は主に練習メニュー101、目

標102と反省だけだけど、だんだん『心』の部誌」になっていくという。この「心」という

言葉は OG の C・D 双方の部誌のなかにもたびたび登場する。他の部員の部誌に対して、C

が「〇〇103の部誌には心がない」や「〇〇のノートは心じゃない」というように批判した

り、D が「今の自分のノートには心がない」と反省したりしているところからも、部誌に

は「心」を書くことが要求されることが見て取れる。また、顧問教員は、「毎日書くってこ

とと、あるいは今の子らだから表現するのがへたなんよな。感じたこととか思ったことと

かを表現する練習」というように部誌を位置付けている。そのため「俺のために書くのは

やめろ。見ているだけだし、まあ間違っていることとかあればアドバイスするけど、先生

のためにノート書くとかはいらない」という。 

 部誌の内容は、顧問教員が「一人一人の部誌の内容は違う」というように、部員によっ

て異なる。しかし、上述したように「心」を書くことが部員として求められ、C が「〇〇の

部誌は本当に自分の気持ちが書けていてすごいと思った」というように「心」を書くこと

が評価されている。また、部誌は書くだけではなく、他の部員の部誌を読むということも

                                                   
100 顧問教員はノートと呼ぶが部員は部誌と呼ぶことが多い。 
101 試合時はスコア 
102 今月の目標、各学年の目標、個人の目標など 
103 個人名。匿名性を保つために区別なく〇〇と表記する。以下同様。 
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行われている。そこで、D が「〇〇さんは、自分の部誌を読み返して自分自身を深く見つ

めていました。だから、〇〇さんはプレイも精神的にも成長できるのだなと思いました」

と他の部員を評価したり、C が「今日〇〇の部誌を読んで、後輩はやっぱり先輩のことをみ

ているんだなと思った」と見えていなかったことに気づいたりしている。つまり、部誌に

は、言葉にできない自らの「心」を他の部員に伝えたり、他の部員の心を理解したりする

役割があると考えられる。これは、部誌の大きな役割の一つであると考えられる。 

 また、自分の「心」を書いた部誌は、自分自身読み返し、過去の自分を思い返し、現在

の自分を見つめなおすツールにもなっている。D は、自らの部誌を読み直し、「部活をやめ

るか続けるかでずっと悩んでいた時の部誌は、いちばん自分の気持ちを正直にノートに書

いていたし、周りが見えていて、後輩のことを書いてあった。悩んで悩んで周りにわがま

まで迷惑かけて、後輩に先輩っていう姿をみせられていなくて毎日過ごしていた時期。自

分では何も前に進んでなかったとか甘えていたとか思ったこともあったけど、ノートを見

たら一番自分の成長があった」と振り返り、今を「後輩のことを他人事のように書いてい

る。あの時期文句を言わずに支えてくれて、コートに戻ってからも声かけてくれたこんな

後輩に今は何もしていない。周りが見えていない。ノートに心がない。もっとかかわらな

いといけない。(中略)自分のことでいっぱいになっていて人に相談されても何もできない。

こんな自分が嫌い。自分だけではなくて人とかかわることもしながら、まずこのノートか

ら心のあるノートにしていきたい」といい、現在の自分を反省している。これも部誌の重

要な役割であろう。 

 部誌のなかには、部員間のいざこざや問題なども多く書かれ、その時の気持ちや対処、

今後の対応なども書かれている。これは部誌がなければ教員は知りえない情報である。つ

まり、部誌は部員の状況を把握するためのツールでもあると考えられる。また、顧問教員

は部誌を表現の練習と位置づけ、自らは見ているだけとしたが、部誌のなかでコメントを

したり、反対に生徒が顧問教員に意見したりとコミュニケーションのツールとしての役割

があることは明らかである。 

部誌には、技術・戦術的反省や自らの課題、チームの課題などが細かく記され、プレイ

の復習を行ったり、考えたりしている。これも部誌の重要な役割であり、このような側面

と「心」を書くという 2 つの側面を持っている。 

当該部活動において、もっとも重視されている「成長」という言葉も C・D 双方の部誌

に枚挙に遑がないほど登場する。そして、この「心」と「成長」は関係付けて語られるこ

とが多い。C が「もっと強くなりたい。プレイも心も。」「技術も心も成長させたい」という

ように、技術だけでなく「心」の「成長」を重視する。D は「やっぱり人は、心が何もか

もを変える。心変われば行動も本当に変わる」というように、成長のために「心」を絶対

視している。つまり、当該部活動の目的である「成長」には「心」が重要であると捉えら

れているが窺える。 
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第 2 項 感謝と恩返し 

 

 「心」、「成長」の他に、部誌のなかでたびたび登場するものとして「感謝・恩返し」が

挙げられる。C は、全国大会がかかった決勝戦で敗北し、部誌に以下のように綴った。「母

さんが試合終わって抱きついてくれた。ほんと『ごめんね』しか言えなかった。いつも応

援してくれて一番支えてくれて。(中略)自分のことたくさん応援してくれている親や先輩、

先生方や他のチームの人たち、感謝する人たくさんいる。それを形や行動で示さないと意

味がない。(中略)次の大会で恩返しする。今までたくさん迷惑かけてきた方たちに行動で示

す。感謝を形に変えて」。また、D は試合前の部誌で「最高の恩返しを先輩や自分たちを支

えてくれたすべての方にする」とし、試合後には、「本当に、みんなに支えてもらっての優

勝だと思う。去年のくやしさを返すことができてなによりもよかった。自分らは、自分ら

の知らない所で本当にたくさんの人に支えられて応援してもらっていたのだと改めて思い

ました。応援してもらった方に最高の恩返しになったならよかったし、ここまでしてもら

ったことに感謝したいです。(中略)5 人の先輩に恩返しできて、あの１点とりかえすってい

う約束104守れた。あの時の思いがなかったら今日はない。(中略)チームのみんな、先生、応

援してくれた方々、お母さん、5 人の先輩に感謝したいです」と感謝の言葉を部誌に綴った。 

 試合の前後以外にも感謝という言葉はたびたび部誌のなかに登場する。C は「あたりまえ

の裏にはありがとう。今日初めてきづいた。(中略)毎日母さんが自分のためにご飯作ってく

れたり、父さんや兄ちゃんが一生懸命働いてくれていることだってありがとう。いつも支

えてくれたり、ダメなこと注意してくれる仲間や後輩がいることだってありがとう。あた

りまえではなくて人に感謝しないといけないことはたくさんある」といい、「感謝を形で、

感謝を行動で、『ありがとう』をコトバでしっかり伝える」という。D は新チーム移行当初

を振り返り、「このチームはドン底だった。こんなドン底のチームに声かけ、助けてくれる

人がたくさんいた。こういう感謝の気持ちを全員が心にもってコートに立つ」としている。 

このような周囲への感謝の声は常に部誌に書かれている。その感謝を、C が「みんなへの

感謝をハンドボールで恩返しする」というように、感謝の気持ちを伝える一番の恩返しは

試合での勝利であると考えていることが窺える。試合で勝つということは、自分たちの目

標であるとともに、お世話になった人たちに対する恩返しである。そのため、部員たちは、

自分たちだけではなく、さまざまなものを背負って試合に臨むのである。 

   

第 3 項 受け継がれていく「心」 

 

 当該部活動における「心」は、代々先輩から後輩へと受け継がれていく。先輩の部誌を

読むことによって、また先輩に部誌を読んでもらうことによって、後輩は先輩の「心」を

                                                   
104 前年度、決勝戦において 1 点差で同対戦相手に敗れている 
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学んでいく。それは A 高校女子ハンドボール部員としての理想像を学ぶことである。 

C は「〇〇さんとの約束。〇〇さんたちの時のチームの思い。(さらに前年度の)〇〇さん

の時のチームの思い。すべての思いや気持ちが詰まった優勝旗、優勝杯。簡単に返すので

はなくて何が何でも取り返さないといけない」と綴った。また、D は「〇〇さんたちの思

いも自分は忘れたらいけないし、〇〇さんたち 5 人の先輩を連れて来たかったインターハ

イ。常に 5 人の先輩を思い、あの気持ちを忘れずに心を持って戦う」とインターハイの試

合前に決意を綴った。このように、当該部活動では、先輩の喜び、悔しさや「心」も後輩

へと受け継がれていく。 

それはユニフォームなどの形あるものにも宿り残っていく。C が「今持っているユニフォ

ームは自分のものではない。今までの先輩が大事に大事に守ってきた物で、どろどろにな

ったり、汗でびしょびしょになったり、笑ったり泣いたりしたことが 1 人 1 人の持ってい

るユニフォームには刻まれている」、「先輩らの汗や思い。背番号 1 つ 1 つに意味がある。2

番、今までのキャプテンはこの番号背負って A 高をひっぱっていた。自分はその姿をずっ

と見ているから責任や重みがわかる」というような記述にみてとれる。保護者や先生にも

らったお守りやタオルなども同様である。 

また、引退後 OG となった後も、練習や試合会場もしくは電話などでたびたび部員たち

を導く。試合には、多くの OG が駆けつけ、大声で応援し、アドバイスし、喜び、涙して

いる。そこには OG が、部活にかかわり続けている姿をみることができる。 

このように、当該部活動とは、現役部員のみで成り立っているのではなく OG や保護者

などかかわったすべての人の「心」を背負って成り立っているということができる。 

 

第 4 項 「チームの成長」と「自らの成長」 

 

部誌のなかで、たびたび登場する「成長」は、意味・役割の観点から 2 つに大別される

と考える。それらを本研究では、「チームの成長」と「自らの成長」と定義する。 

「A 高には『絆』がある」、これは、A 高校女子ハンドボール部のオリジナル T シャツの

ひとつに書かれている言葉である。当該部活動では、「絆」は重要視されている。 

A 高校女子ハンドボール部では、部員同士を友達とは呼ばない。必ず「仲間」という表現

が用いられ、友達とは差別化して語られる。C は「優しく励ます言葉は時には必要かもしれ

ない。だけど、できないことをできるようにするには厳しい言葉を言うことが必要。励ま

しあうのはただの友達」といい、「ハンド部全員がハンド部であり、仲間」という。 

当該部活動では、部員同士厳しい指摘をする。時には言い争いになることもある。練習

中、集中できていない部員に対して本人に「帰れ」という部員もいる。当該部活動では、

ダメなものはダメだと指摘することがあたりまえである。しかし、それらはチームのこと

を思っての発言である。D が「チームをチームにするには自分が言わないといけない。き

ついこと言ったら、みんな心はあるから、心に届くこと、本気なら心に届く」というよう
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に厳しい指摘も仲間を信頼しているからこそできるのである。 

もちろん厳しい指摘をし合うだけではない。C が「支え合いながら、助け合いながらやっ

ていく」や「ハンドボールはひとりでやるスポーツではないから、誰かとしゃべったり、

協力しあって信じ合うことが大切だと思う。尐しずつ信じあえる協力し合えるチームにな

って行けたらいいと思う」といい、D も「仲間・先生を信じて戦い抜く」というように、「仲

間」として助け合い、支え合い、信じあうことも重要視される。 

このように「仲間」として、厳しく指摘しあい、また支えあうことは、C が「どこのチー

ムにも負けないものが自分たちにはある」というように、「絆」を形成していくと考える。

「チームの成長」は、C が「今はバラバラでも、尐しずつチームになりたい」「次は一つに

なってチームになりたい」というように、部誌のなかでたびたびチームになるという表現

をされる。チームになるとは、C が「16/16＝1(16 分の 16 イコール 1)」と表現するように、

全員が一つになることであり、連帯意識の形成である。 

つまり、「チームの成長」とは、「仲間」として厳しく指摘しあい、また、支えあい助け

合いながら「絆」を作っていくこと、つまり強力な連帯意識を形成することであるといえ

る。また、C が「まだ、未熟なチームだから、まだまだ難しい事だと思う。でも、きっとい

つか 1 つになれる。未熟なものでも何か頑張れる。1 つでも成長して、尐しずつ進んでいき

たい」というように、当該部活動において「チームの成長」は絶対的な目標である。 

当該部活動には、もうひとつの「成長」がある。それは、「自らの成長」である。これら

は同じ成長であるが、当該部活動における意味・役割からみれば、それらは異なったもの

であるといえる。「自らの成長」とは、当該部活動のなかで、理想の部員像に近づくことで

ある。つまり、それは部員化されていくことであり、部活内規範にみられる理想像を学び、

身につけるということである。上述した部誌から先輩の「心」を学ぶことは、この「自ら

の成長」である。また、「自らの成長」は、部員としての「責任」でもある。C は、「責任」

について部誌のなかで「自分のやっていることに責任をもって行動する。もっと考えない

と自分だけの責任では終わらない」、「早く自分の責任に気づかないといけない。自分のせ

いでチームが泣く。自分のせいでチームが負ける。もっとひとつのことに責任を」と綴っ

た。この「自らの成長」は、当該部活動において部員の言動を方向づけるもっとも基礎に

あるものであると考えられる。 

 意味・役割の観点からみると、2 つの成長は異なったものであると上述したが、それらは

相互に影響を与えていることも指摘できる。「チームの成長」は「自らの成長」なくして成

り立たない。部員が、「自らの成長」を遂げて初めて「チームの成長」は成されるのである。

また、部員一人ひとりが「チームの成長」を目指すことは、仲間と厳しく指摘しあい支え

あうという当該部活動の理想像の一つを体現する過程であり、つまりは「自らの成長」で

あるといえる。このように、2 つの成長が相互に影響を与えながら、部員は広義の意味で成

長していくのである。 
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第 7 節 本章のまとめ 

 

 

図 5 部員が体罰を受容する背景 

 

当該部活動は、直接的な目標としては「勝利」を挙げているが、それ背景に「成長」と

いう暗黙のコードが存在している。勝利という目標のため、一見すると「勝利至上主義」

のようにみえる集団であるが、自らが「成長」を希求し活動している自発的集団であると

いえる。 

ここでの「成長」は、意味・役割の観点から「チームの成長」と「自らの成長」に分け

られる。「チームの成長」とは、「仲間」として、厳しく指摘し合い、また、やさしく支え

合い助け合いながら、強力な連帯意識を形成することである。これらは、当該部活動内で、

部活内規範、服飾類、部員的身体技法の共有や OG 会を通して得た連帯意識とともに、幾

重にも重なり合った強力な連帯意識を生むと考えられる。 

部員は、部活動を通して当該部活動内外の人と多くの関わりを持つ。そのことを部員た

ちはあたりまえのことと捉えず、それらに常に感謝し、言葉と行動で感謝を伝える努力を

する。その一番の方法は、ハンドボールでの恩返しであり、つまりは勝利することである。

当該部活動では、このように多くの「心」を背負って活動しているといえる。 

強力な連帯意識や多くの「心」を背負うことは、当該部活動から脱落することを阻み、

集団の維持を望むであろう。これらは体罰を受容する背景になり得ると考える。 

「自らの成長」とは、当該部活動のなかで、理想の部員像に近づくことである。つまり、
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それは部員化されていくことであり、部活内規範にみられる理想像を学び、身につけると

いうことである。「自らの成長」は、部員を方向づけるもっとも基礎となるものである。次

章では、この「自らの成長」を主眼とし、部員の体罰受容のメカニズムを明らかにする。 
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第 3 章 部員の体罰受容のメカニズム 

 

本章では、フィールドワークに基づいて当該部活動において体罰がいかに位置づけられ

ているか明らかにし、他の選択肢があるにも関わらずそれらを選択せず、体罰を耐えるこ

とを選択するメカニズムについて考察する。 

  

第 1 節 当該部活動における体罰の位置づけ 

 

 本節では、A 高校女子ハンドボール部における具体的事例より当該部活動における体罰が

いかに位置づけられているのか考察する。その際、体罰を行使する側である顧問教員105、

現被体罰者である現役部員106、元被体罰である OG の 3 方向各々からの位置づけをみてい

きたい。 

 

第 1 項 体罰行使者の体罰の位置づけ 

  

 顧問教員は、体罰については必要であるとの認識を示している。顧問教員はいう。「ない

と勝てないとは思わない。やらなくて勝てるなら一番良い。でも試合の方が厳しいのに、

練習で優しいという状況はあり得ない気はする」。すなわち、必ずしも必要としているわけ

ではないが、やはり試合で力を発揮するためには必要であると認識しているようである。 

そのうえで、自分は「意図がないことはしない」とし、「こいつを今は鍛えたいって思い

ながらはするけど、わからせる方法がどんな方法かは状況に合わせて何かしらの意図を持

ってやる」という。以下に、ある体罰に関するエピソードと顧問教員が語るその時の体罰

の意図について、顧問教員と現役生徒の聞き取りをもとにまとめる。 

 

   3 年生の引退のかかった試合の 1 週間前の練習試合において、1 年生のレギュラーの

部員 A が午前中の練習試合を通して言われたことができず、ミスが多かった。そこで、

顧問教員は一年生部員 A を殴り、午前中の練習場所から午後の練習場所の学校まで約

15 ㎞を午後の練習試合が始まるまでに間に合うように 1 時間で走って帰るように命じ

た。その時、3 年生のキャプテンも一緒に走るように命じた。2 人は 2 時間以上かけて

実際に学校まで走って帰り、その後すぐに午後からの練習試合に参加した。 

                                                   
105 国立大学大学院を修了し、専修免許状(保健体育)を取得。当県教員採用試験に合格後、

当該高校に赴任。現在 30 歳代。生徒は、当教員に対して、「よく怒る、厳しい、言葉の暴

力」などとともに「一人一人をよく見ている、チームや個人のことを理解してくれる」な

どの印象を持つ。 
106 現役部員に関しては、関係者についても個人の特定が不可能なように、イニシャルをつ

けて発言を分けることを避けた。これは、体罰というデリケートな問題ゆえの当該集団に

対する配慮として了承願いたい。 
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これについて顧問教員は、 

 

あの時は、[キャプテン]を一緒に走らせた。[キャプテン]にとって、その一週間後が

引退のかかった最後の試合。どっちかというと、[キャプテン]の気持ちとか、キャプテ

ンのあれを[一年生部員]に、わからせようとした。だから、あれは俺からしたら罰では

ない。[一年生部員]をいじめたいのだったら[一年生部員]だけ走らせる。[キャプテン]

を走らせたのは 1 時間とか 1 時間半とかの時間のなかで、まあ[一年生部員]が何を感じ

るか、[キャプテン]が何を感じるかっていうだけの話。実際、一週間後の試合の時は [一

年生部員]が一番点を取って、 [キャプテン]がめちゃくちゃ止めたっていう。それは結

果論の話なんだけど。 

お前のために[キャプテン]はこうやってしてくれていると、最後の最後やのに。だか

ら、 [キャプテン]と走らせたかった。それがわかるかどうかはわからないけど。確認

したわけではないし。 

 

としている107。後日の聞き取りで、この時、キャプテンと一年生部員は「なぜ怒られたの

か」、「何を言われて何をしないといけないのか」「何がわからないのか」等走りながら会話

したようである。 

 あくまでも顧問教員の意見であることを考慮したうえでまとめると、顧問教員は体罰を

ない方が良いが、試合の厳しさを克服するためには必要であるとも考えている。また、体

罰について、なんらかの意図を持って行っているとしている。意図や方法については、そ

の時の状況に応じて最良と思われる方法を選択しているという。意図等を、部員に伝える

ことはなく、試合等の結果によって体罰の意義を再生産していることが窺えた。 

 

第 2 項 被体罰者の体罰の位置づけ 

 

 本項では、当該部活動において、被体罰者である現役部員が体罰をどのように位置付け

ているのか考察する。  

 ある部員は、自らの体罰経験について108、 

 

   学校や遠征先で、同じミスをした時やくだらないことをしていた時などにビンタな

どを受けた。周りは黙ってみていた。殴られたら余計にやる気がなくなる。殴っても

何も解決しないと思う。 

                                                   
107 []内は固有名詞のため筆者編集 
108 以下は、フィールドワーク中のインタビュー、聞き取り、後日行ったメールでの聞き取

りで得た情報である。 
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   あれだけ耐えたのだからと思えば、気持ち的には強くなったと思う。ちょっとのこ

とではへこたれなくなったかもしれない。 

先生は怒ることによってやってほしいのだろうし、そういうことをしたらこうなる

っていうのを見せて、同じミスとかをさせないようにしたいんだと思う。 

でも、私たちは、殴られたら余計にやる気が落ちて、やらないといけないと思って

も考えられなくなるし、殴られているのを見ている方はどうして良いか分からなくな

るし、練習の雰囲気も悪くなっていくから、殴るより口で言ってほしい。 

 

という。他の部員は、 

 

    コートで、やるべき事ができなかった時にやられた。周りは見ていた。 

意味がないとは思わないけど、やり過ぎは効果がないと思う。 体罰をする意味は、精

神的に強くさせる、試合で何が起きても 耐える力をつける。 

体罰は必要である時もある。 叩かれたりしている時は めちゃ嫌な気分だし、 周りも

嫌な思いをする。 だけど、後で振り返ってみたら、意外に精神的には 強くなった気も

する。 

 

という。他の部員は、 

 

練習中、学校や遠征先で、先生の納得できないプレイをした時や態度が悪い時にビ

ンタされたり、蹴られたりした。周りはどうして良いか分からない感じであった。初

めは痛くて嫌だったが、最近は慣れて何も感じない。 

体罰に意味・効果はないと思う。余計にやる気がなくなるから体罰は必要ないと思

う。 

 

という。当部員は、体罰が行われる理由について「私の態度が悪いから。プレイがヘタク

ソだから」と答えた。 

このように、個人差はあるものの部員たちは、体罰に対して批判的な意見を多く持って

いる。体罰を受けた時の感想についても、不快感を表すような発言が多く聞かれた。また、

顧問教員に対して「うまくプレイできないのは仕方ないけど、自分たちが練習すれば良い

ことだし、それで殴るのは良くないと思います」と直談判したこともあるという。 

一方で、体罰を受けた経験を「あの時はかわいらしい音だったよね」などと笑いながら

話すような場面も見受けられ、また「諦めている」「もう面倒くさい」など現状を許容して

いるような発言も聞かれた。さらに「殴られるのはいいけど」、「嫌だけど、できていない

のは自分だし、殴られるのは仕方ないかな」、「度がいき過ぎたら、よくないと思うけど、

普通に殴られるのは、まあ」など肯定するような意見も聞かれた。 
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 体罰は部員にとって、辛い経験である。とくに限度についての発言が多く見られ、やり

すぎることに対しては批判が集中している。しかし、そのなかで体罰になんらかの価値を

見出していることも窺えた。否定しながらも同時に肯定しているというのが現状のようで

ある。 

 

第 3 項 元被体罰者の体罰の位置づけ 

 

 本項では、現役当時、当該部活動において被体罰者であった OG が、現在、当時の体罰

をどのように位置づけているのか考察する。OG・C は、 

 

高校 2、3 年の時、学校や遠征先で、プレイ中にミスをしたり、うまくプレイができ

なかった時に、ビンタをされたり、ボールをぶつけられた。 

今は、あまり何も感じていない。 

言っても聞かないなら、どうにかしてもやらさなければいけない。殴られたら嫌でも

やらないといけない。でも、度が過ぎたらやる気がなくなる。ある程度なら大丈夫だ

と思う。 

体罰はないほうが良いと思うけど、必要なときもあると思う。チームも自分も強く

なるために。 

 

という。また、他の OG・D は自らの体罰経験について 

 

高校 3 年生の練習試合でチーム全員がやるべきことやっていなかったから、キャプ

テンだった自分がビンタされた。それを見ていた周りは、やらなければという気持ち

になったと思う。でも、自分はその時はなぜ怒られているかよく分からなかった。 

体罰だけではないけど、部活を通して精神的にも強くなれた。今はあんなことあっ

たなっていう思い出みたいに感じている。 

体罰は辛いけど、強くなるためには必要だと思う。 

 

という。このように、OG は部員と同様に体罰に関して否定的な感情と肯定的な感情の両方

を有していることがわかる。肯定的な感情は、「強くなるためには必要」というように自ら

を成長させるための一つの手段として位置付けているようである。これは、「体罰だけでは

ないけど、部活を通して精神的にも強くなれた」というように自らの経験から感じたこと

のようである。D は部誌のなかで、「今までやってきたことは、どこのチームにも負けてい

る事はひとつもない。苦しいこと、辛いこといっぱい乗り越えてきた。乗り越えたものも

どこのチームより大きい」と綴り、その意味を問うと「苦しいことは、毎朝早くから遅く
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まで練習や海練109。辛いことは、叩かれたり怒鳴られたりしながら耐えてきたこと。どこ

の学校にも負けてない」と説明した。しかし、一方的に肯定するのではなく、「ない方がい

いと思うけど」、「体罰は辛いけど」などという言葉がついていることから、当時の否定的

な感情が消えたわけではなく、否定的な感情を有しながらも、ある一定の価値を見出して

いるようである。 

このように、体罰は練習中の部員の何らかの過失によって行われると考えられる。それ

以外の学校生活中において、顧問教員から体罰が行われることは全くない。現役部員・OG

共に積極的に肯定はしないまでも「強くなるためには必要である」と感じている。 

 

第 2 節 部員の体罰受容のメカニズム 

 

図 8 は、当該部活動において、体罰解釈のメカニズムを本研究の知見をもとに図式化し

たものである。以下に、これについて説明を加える。 

当該部活動において、体罰を受容する選択をおこなった部員は、「できていないのは自分

だし、殴られるのは仕方ない」という。部員にとって、体罰とは「できていないこと」を

意味するのである。それは、つまり、体罰が敗北・挫折のメタファーとして認識されてい

るということである。部員にとって敗北・挫折は、「勝利」・「成長」の対にあり、もっとも

避けなければならないものである。つまり、部員は体罰が行われていない時でも敗北・挫

折のメタファーである体罰を恐れ、自ら部活内規範を順守する方向へ向かうのである。こ

れは、当該部活動のなかでいう「自らの成長」である。 

さらに、体罰を受ける理由を自らの「できないこと」を根拠とする発言を行っている。

つまり、当該部活動において部員は体罰を受ける要因を自らの態度に起因させているので

ある。敗北・挫折のメタファーとして、部員の行動を方向づけていた体罰が実際に行使さ

れた際、部員は、「できないこと」を、体罰を受ける理由と解釈し、さらに「自らの成長」

を強化することが窺える。「できないこと」は体罰を受ける理由として合理的であろうか。

体罰の理由は、部活動の歴史的な背景や顧問教員の指導理念・方法等に起因すると考える

方が妥当であろう。「できないこと」を体罰の理由にすること自体が、無意識下でこのメカ

ニズムに組み込まれているのである。 

当該部活動において部活内規範や部員的身体技法を実践することによって達成される

「自らの成長」は至高の目的・価値である。しかし、当該部活動では、それだけではなく、

その結果として「勝利」が得られると考えていることが窺える。顧問教員が規則について

「目標を達成するためには、ああいうこともしないといけない」と発言している所からも

見てとれるだろう。また、部員が作った多くの規則のなかで、勝利のための規則と部員と

しての心構えための規則が混在しているところからも、両者の混同が見てとれる。一見し

                                                   
109 砂浜でのトレーニング。 



 

55 

 

ただけで、それらの無関係性は明白であるが、当該部活動においてはその欺瞞性が意識さ

れていないのが実際である。 

 

 

図 6 部員の体罰受容のメカニズム 

 

第 2 章で述べたように、現在部活動の教員―生徒間の部内権力関係は絶対的なものではな

く、外部の介入によって簡単に破壊されるものである。また、退部などの部内権力関係を

回避、逃走する方法も存在する。しかし、そのような状況の中で部員は体罰を受容するこ

とを選択している。部員は、上述したような「責任」や「勝利の願望」やその他の背景に
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よって、日々の苦しい練習や体罰に耐えてきたと考えられる。しかし、それらを支えたの

は、「自らの成長」を希求する主体的な行動であったということができる。部員は体罰につ

いて、否定的な感情を持つと同時に、「強くなった」「強くなるためには必要」などの価値

を見出し、体罰の価値に「強くなる」という共通の認識を示している。体罰によって実際

に「強くなる」かどうかは別としても、体罰を耐えたことが自信に繋がり、厳しい練習と

並行して、他のどのチームにも負けないものとして語られている。実際に部員がこのよう

な共通した理解を有していることは事実である。このように、部員は自ら体罰に正の価値

を付与していることが指摘できる。 

 

第 3 節 部活動にみる日本の民衆の通俗道徳の連続性 

 

こうした体罰受容の根底は、日本の近代化における民衆の自己形成・自己鍛錬の過程に

みることができる。安丸によると、「勤勉、倹約、謙譲、孝行110などは、近代日本社会にお

ける広汎な人々のもっとも日常的な生活規範であ111」り、「こうした一連の生活規範は、近

代日本社会のなかではきわめて強力な規制力をもっており、大部分の日本人にとって、こ

の網の目のそとに逃れることはきわめて困難だった112」という。安丸は、こうした民衆の

生活規範に「通俗道徳」という名を与えている。安丸の言葉を借りれば、近代日本社会の

民衆は通俗道徳に支配されていたと言える。それはつまり、困難・矛盾がわが身にふりか

かることを恐れ、通俗道徳を順守せざるをえなかったということである。また安丸は、「一

連の通俗道徳は、近代日本社会のさまざまな困難や矛盾(たとえば貧困のような)を処理する

最も重要なメカニズムだった113」とし、「さまざまな困難や矛盾は、私の生活態度＝実践倫

理に根拠をもっているかのような幻想がうまれ、この幻想のなかで処理されてゆく114」「広

汎な人々の現実的社会的な諸問題が、なによりも道徳的な問題として表象され、さまざま

な現実問題がこの観念の場で処理されてゆく115」というように、わが身にふりかかった困

難や矛盾を通俗道徳的理想像から逸脱している自分に起因させたということである。さら

に「近代日本社会において、通俗道徳のこうしたメカニズムから逃れることがいかに困難

であったかということは、無数の事実が証明している116」という。つまり、日本の近代社

会において、民衆は常に困難・矛盾を恐れ、通俗道徳を実践する事によって逃れようと試

みた。そして、困難や・矛盾がふりかかれば、それを自らの生活態度に起因させ解釈し、

本来の原因は覆い隠されていたということである。このような状況を安丸は、「イデオロギ

                                                   
110 忍従、正直、献身、敬虔等も加えても良いという。 
111 安丸 1999,p12 
112 同上 
113 同掲書,p13 
114 同上 
115 同掲書,p14 
116 同掲書,p17 
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ー的支配体制」と呼んだ。 

安丸は、近代日本社会において通俗道徳を実践することは、富や幸福につながると考え

られていたという117。しかし、それは通俗道徳が富や幸福を得るための手段だということ

を意味するのではない。「道徳は、けっして手段ではなく、それ自体が至高の目的・価値な

のであるが、ただその結果としてかならず富や幸福がえられる118」とされていたのである。

さらに、「このような考え方には、道徳的目的と功利的目的との予定調和を安易に信じすぎ

ており、両者の分裂の可能性(むしろ必然性)に目をふさいだ偽善的なものだと批評すること

もできよう。だが、その偽善性(イデオロギー性)を見ぬくためには、広汎な人々の長くつら

い歴史的体験が必要だった119」という。 

ここまで、近代日本社会のなかで民衆は、通俗道徳に支配されていたと述べてきたが、

それだけではない。安丸は、「こうした通俗道徳の広汎な人々にたいする強い規制力は、単

に上からの教育・宣伝・強制だけによってうみだしうるものではない120」とし、「これらの

民衆的諸思想は、近代日本形成期の社会的激動の渦中における広汎な民衆の自己形成・自

己確立の努力を意味していた121」という。安丸は、「広汎な民衆の厳しい自己形成・自己鍛

練の努力122」の過程が「噴出した厖大な社会的人間的エネルギーが日本の近代化の原動力

となった123」という。また、「この民衆の努力は、通俗的理想像の確立をめざすという形態

を通してなされたのである。こうした『形態』は、自由に選ぶことのできない歴史的なも

ので、こうした『形態』からはずれた民衆諸思想をみいだすことはできない124」としてい

る。 

安丸を参考にして、坂上は、一高野球部の精神修養について以下のようにいう。「野球部

員たちは、こうした『愉快』な世界を、校風の振起や精神修養といった言説によって覆い

隠してしまった。野球部が、学友たちの熱狂的支持を獲得しながらその地位を獲得してい

く道程は、野球の楽しさがこのような理論によって封じ込められてしまうプロセスでもあ

ったのである。それは、学生たちがみずからの手で信念と誇りを持ってつくりあげてきた

ものであり、実践を通じて浸透し、ますます強固な信念として定着していくものであるが

ゆえに、単純な批判を受け付けない強靭な生命力をもつものとして構築されていった125」。

加えて、「勤勉、忍従、献身など、近代日本の社会を生きた人びとのもっとも日常的な生活

規範とも共鳴するものであるがゆえに、私たちの内面に深く根をおろして行ったのではな

                                                   
117 安丸 1999,p15 
118 同上 
119 同掲書,pp.15-16 
120 同掲書,p18 
121 同上 
122 同掲書,p20 
123 同上 
124 同掲書,p18 
125 坂上 2001,p162 
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いだろうか」と指摘している。 

当該部活動の部活内規範にみられる「自己管理」「身だしなみ」「時間厳守」「掃除の徹底」

等は通俗道徳の「勤勉」に当てはめることができるだろう。「仲間を大切にする」「感謝の

気持ちを忘れない」ことは、「孝行」であり、「厳しい練習や体罰に耐えること」は「忍従」

であるだろう。この他にも多くの類似性があると考えられる。このことは、「勤勉」・「孝行」・

「忍従」等の近代日本社会における民衆の通俗道徳が、今なお部活動のなかで生き続けて

いることを意味していると指摘できる。 

 

第 4 節 「経験として体罰」の機能 

 

OG・OB たちの聞き取りを行うなかで、学校卒業後に元部員たちで集まった時、当時の

被体罰経験が話題に上がることが多いという発言を多く耳にした。A 高校女子ハンドボール

部 OG の C は、OG 同士で集まると「先生の悪口」で盛り上がるというように「今となっ

ては笑い話になっている」という。ここで、C は「先生の悪口」と表現したが、実際に顧問

教員を嫌っているわけではない。C は最後の部誌に「先生にハンドを教えてもらって本当に

良かったです。先生が先生でよかったです」と綴っている。「先生の悪口」の内容は、走ら

されたり怒られたりした経験である。OG 会における A 高校保護者の「集まったら現役時

代にあの時何本走らされたとか、怒られたとかそういう話になるらしい。いつまででもそ

の話で盛り上がれる。それは本気で取り組んでいるからだろう」ということからも同様な

ことがみてとれる。 

女子部だけでなく、ある B 高校 OB は被体罰経験126について「今となっては笑いよね。

あの時やられたぐらいの感じでいけるよね」、「逆になかったら何話すって感じよね」とい

う。OB の集まりに同席した際、OB たちが「笑い」と語るように、被体罰経験がおもしろ

おかしく語られ、笑い合われていた。また、自らの被体罰経験の激しさを競い合うように

話し、激しい被体罰経験は一種の武勇伝のような扱いであった。しかし、当時の感情を聞

くと「恐かった」、「辛かった」、「本当に嫌だった」と否定的感情を有していた。 

このことは、部活動を引退後、当時の被体罰経験がコミュニケーションのツールとして

利用されることを示している。本研究では、これを「経験としての体罰」と定義する。元

部員は「経験としての体罰」を通じて、元部員としてのアイデンティティーを再形成して

いることが指摘できる。元部員としてのアイデンティティーとは、単に「当該部活動に所

属していた自分」であるだけにとどまらず、「部活を通して成長した自分」である。これは、

当時の厳しい経験を共有したものだけに許されるものであり、当時の被体罰経験を乗り越

えた思い出が「そのような苦しい経験がいろいろなことに役立っている」というように、

今の自分にも影響を及ぼし、現在の困難を乗り越える力になっていると考えられる。 

                                                   
126 次節で詳述する。 
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制度としても毎年 1 回の OB・OG 会がその機会を与え、かれらのアイデンティティーの

再形成を容易にする。顧問教員が「卒業生にとっては、帰ってきて、社会に出ていたり大

学に行ったり、まあいろいろあるかもしれないが、ここで頑張ってきたことをまず再確認

するっていうこと」と OG 会の意味を語ることからも元部員としてのアイデンティティー

が現在へ果たす役割が見て取れる。これは、つまり、現役当時の体罰受容のメカニズムを

追体験し、そのメカニズムを現在の生活の困難を乗り越えるツールとして利用していると

言い換えることができるかもしれない。 

このように、被体罰経験は OG・OB にとって「経験としての体罰」という形で違った機

能を有する可能性が示唆された。 

 

第 5 節 男女差の可能性 

 

 先行研究から被体罰者の体罰の是非には男女差があることが明らかにされている。ここ

では、B 高校男子ハンドボール部 OB の体罰経験およびその是非について取り上げ、体罰に

対する是非の男女差における差異の可能性を示唆する。A 高校女子ハンドボール部と比較検

討するには、条件が整っていないことは明らかであり、あくまで可能性の示唆にとどめ、

比較検討については今後の課題とする。以下に、B 高校男子ハンドボール部 OB の A、B、

C、D、E の聞き取りをもとに考察を行う127。 

  

OB の A は、現役当時の被体罰経験について、 

 

練習で同じミスを繰り返してビンタをされた。自分のミスだったので殴られるのも

仕方ないとは思うが、その時はイライラしてしまった。 

大会でシュートを何本か外して、先生が自分のプレイに気持ちが入っていないと感

じて、試合から出されて頭突きをされた。僕たちにとって先生にビンタされたり頭突

きをされたりすることは珍しいことではなかったので、周りは大した反応はしていな

い。 

大会のハーフタイムに体育館の外に出され、メンバー全員ビンタをされたこともあ

った。チームのムードが良くなくて雰囲気が悪かったので気合いが入った。 

今考えると僕の場合は気持ちの部分が足りなかった時に手を出されている記憶があ

る。 

今思えば、そのような苦しい経験がいろいろなことに役立っていると思う。自分の

ために手を出してくれていたんだと今はわかる。 

体罰が必要かどうかははっきりとは言えない。体罰を行うことは、僕はいけないこ

                                                   
127 以下は、OB に対して行ったインタビューおよびメールでの聞き取りで得た情報による。 
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とだとは思わない。しかし、体罰をしても監督についていくんだと思われるような生

徒との関係作りが大事だと思う。 

生徒の性格をよく分析し、体罰をするとその生徒に良い影響があるのか悪い影響が

あるのかをきちんと見極めることが有効的だと思う。個人的にはある程度の体罰はあ

っても良いと思う。監督も本気になっているからこそ生徒に体罰ができるはず。生半

可な気持ちで指導している監督には手を出す権利はないし、そんな勇気もないはず。 

 

としている。OB の B は、現役当時の被体罰経験について、 

 

部活動中でプレイのできが悪かったり、同じミスを繰り返したりした時に主に平手

や頭突きを受けた。最初は殴られてまでやる必要があるのかと思っていたが、慣れて

仕様がないと感じていた。 

体罰を受けるのにもそれなりの理由があって、指導者側からしたらそれだけ必死で

あったということがわかった。だから今はそれに応えるだけの努力をする必要があっ

たと思う。 

また今ではそういう辛い思いをする経験はないので、高校時代に良い経験が出来た

と思う。 

体罰には意味があると思う。体罰をする側の意図にもよると思うが、自分は同じミ

スや態度について指導されたが、体罰をうけたことで意識しようと初めて思えた。 

体罰といってもされる側に過失があってする側がしっかりとした意図をもってする体

罰は必要だとおもう。 

 

としている。OB の C は、現役当時の被体罰経験について 

 

高 2 の夏の合宿中に、体育館で練習している際、僕以外の部員がみている中で先生

からボールを奪うという練習をしており、僕の首根っこを掴んだ後床に突き飛ばされ

た。皆が見ていたので恥ずかしかったのもあり精神的に傷ついた。 

精神的には強くなったが、当時凄くプライドが傷ついた為、思い出すと憤りを感じ

る。 

体罰に意味はあると感じる。体罰のタイミングにもよるが、タイミングと内容によ

っては、その生徒や周りの部員のやる気や士気が高まることによって、練習効果が高

まったり、全体のモチベーションが定まったりし、個々だけではなく全体の強さにも

つながると思う。適度な体罰は必須だと思う。 

 

としている。OB・D は、現役当時の被体罰経験について、「体罰の経験はありません」と

いい、現在の体罰についての考えは、 
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   殴る蹴る等の体罰は効果がない。口でいってもダメな人間は殴る蹴るの様な体罰を

行えば改善されると思い違いをしている。 

殴る蹴る等の体罰は必要なし。試合に負けたらダッシュ 10 本の様な罰ゲーム的な体

罰であればあってもよい。 

 

としている。OB の E は、現役当時の被体罰経験について、「なし」といい、現在の体罰に

ついての考えは、「フォローがあるなら、いいと思います。精神的に追い込むことで、さ

らに成長するように思います」としている。 

以下は、OB 同士の集まりに同席した際の OB たちの意見をまとめたものである。現役当

時の被体罰経験について、「こわかった」「嫌だった」と否定的に感じていたという。当時

をどのように感じているかという質問に対しては、「最終的には良い思い出よね」「ハンド

ボール部の思い出としてそれがありかなというか、これも笑い話に変えられるし、全部ひ

っくるめてハンド部だし、殴られたのも殴られた同士言い合える」など肯定的に捉えてい

る発言が多く聞かれた。考え方の変化については、「卒業してからというか引退してから」

というように当該部活動からの離脱が契機になっているようだ。 

また、当時主力として試合に出られなかった部員からは「殴られたかった。まずみんな

と同じ土俵に立って、そこからだと思った」「殴られてないことで認められてない感じがあ

った」「先生を見返したい。認められたい。イコール殴られたい」というように被体罰体験

を集団における 1 つのステイタスとして、また、被体罰経験がレギュラー選手としての「通

過儀礼」あるいは「条件」であるように感じているような発言も見られた。 

 

第 6 節 本章のまとめ 

 

当該部活動において、顧問教員は体罰を必要であると位置づけ、意図をもって行ってい

るという。現役部員は、体罰に批判的な感情を有しながらも肯定的な意見も同居させてい

る。これは、OG にも同様な傾向がみられた。体罰は辛いし、嫌であるが強くなるために必

要であるという認識である。 

当該部活動において、体罰は敗北・挫折のメタファーとして認識されている。部員にと

って敗北・挫折は、「勝利」・「成長」の対にあり、もっとも避けなければならないものであ

る。つまり、部員は常に敗北・挫折のメタファーである体罰を恐れ、自ら部活内規範を順

守する方向へ向かうのである。これは、当該部活動のなかでいう「自らの成長」である。 

さらに、部員は体罰を受ける要因を「できないこと」に起因させている。つまり敗北・

挫折のメタファーとして、部員の行動を方向づけていた体罰が実際に行使された際、部員

は、自らの態度を、体罰を受ける理由と解釈し、さらに「自らの成長」を強化するのであ

る。「できないこと」は体罰を受ける理由として合理的ではないが、部員は無意識下でこの
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メカニズムに組み込まれ、実際の理由は見えていないことが指摘できる。 

当該部活動において部活内規範や部員的身体技法を実践することによって達成される

「自らの成長」はそれ自体が至高の目的・価値である。しかし、当該部活動では、さらに

その結果として「勝利」が得られると考えていることが窺える。ここには、道徳的目的と

功利的目的の両者の混同が見てとれる。しかし、当該部活動においてはその欺瞞性が意識

されていないのが実際である。 

部員は他の選択肢があるなかで、体罰を受容することを選択している。その選択は、前

章で指摘した背景をもとに、「自らの成長」を希求する主体的な行動であったということを

指摘できる。部員は体罰について、否定的な感情を持つと同時に、「強くなる」という共通

の認識を示している。体罰を耐えたことが、厳しい練習と並行して、他のどのチームにも

負けないものとして語るように、部員は自ら体罰に正の価値を付与していることが指摘で

きる。これらは、安丸のいう「自己形成・自己鍛練」や坂上のいう「精神修養」と同じよ

うに、「勤勉」・「孝行」・「忍従」等の近代日本社会における民衆の通俗道徳を根底にあると

考えられ、今なお部活動のなかでこれら通俗道徳が生き続けていることを意味していると

指摘できる。 

一方、これらの被体罰経験は、引退後 OG・OB たちにとってコミュニケーションのツー

ルとして利用され、異なった機能を果たすと考えられる。「経験としての体罰」は、OG・

OB の元部員としてのアイデンティティーの再形成し、「部活を通して成長した自分」を追

体験することによって、体罰受容のメカニズムを現在の生活の困難を乗り越えるツールと

して利用している可能性を示唆できると考える。 
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結章 結論 

 

今日、体罰については厳しい批判があり、取り締まりの強化も進んでいる。一方で、保

護者の学校、教師に対する信頼感の減尐や保護者の過保護、モンスターペアレント、子ど

もの言いなりになる親の問題など学校に対する保護者の立ち位置の変化も指摘される。本

研究では、このような体罰に批判的な社会背景のなかで、先行研究で絶対視されてきた教

員―生徒という部内権力関係は、外部の力に要請することによって容易に破壊することが可

能であることを指摘した。さらに、一般社会と異なった価値判断基準を有し、体罰に正の

価値を付与していると考えられる部活動において、部員は他の選択肢があるなかで体罰を

受容することを選択していることを指摘した。 

そのうえで、先行研究で、教員―生徒という 2 者間のみの問題として語られてきた体罰に

ついての視野を広げ、体罰の背景に存在する部活動文化まで考慮することによって、部活

動における体罰のより包括的な理解を試みた。以下に、本研究における具体的事例から得

た知見をまとめる。 

A 高校女子ハンドボール部は、直接的な活動の目的として「勝利」をあげている。しかし、

実際は、「勝利」とともに暗黙のコードとしての「成長」が存在している。これは、外側か

らはみえない当該部活動内でのみ共有されるイーミック(emic)なものである。ここでの「成

長」は、意味・役割の観点から「自らの成長」と「チームの成長」の二つに大別される。「チ

ームの成長」とは、「仲間」としての「絆」を作ること、つまりは強力な連帯意識を形成す

ることである。この連帯意識は部活内規範、服飾類、部員的身体技法の共有や OG 会を通

して得た連帯意識とともに、幾重にも重なり合った強力な連帯意識となる。「自らの成長」

とは、当該部活動のなかで、理想の部員像に近づくことである。つまり、それは部員化さ

れていくことであり、部員としての理想像を学び、身につけるということである。この「自

らの成長」は、当該部活動において部員の言動を方向づける根幹を成すものである。意味・

役割の観点からみると、2 つの成長は異なったものといえるが、それらは相互に影響を与え

ており、広義の意味は同じ「成長」であると考えられる。 

部員は、部活動を通して当該部活動内外の人と多くの関わりを持つ。そのことを部員た

ちは常に感謝し、言葉と行動で感謝を伝える努力をする。その一番の方法は、ハンドボー

ルでの「恩返し」であり、つまりは勝利することである。当該部活動では、このように、

直接活動している現役部員のみで成り立つのではなく、部員は多くの「心」を背負って活

動しているといえる。 

強力な連帯意識や多くの「心」を背負うことは、当該部活動から脱落することを阻み、

集団の維持を望むであろう。これらは体罰を受容する背景になり得ると考えられる。 

当該部活動において、部員は常に敗北・挫折のメタファーである体罰を恐れ、自ら部活

内規範を順守する方向へ向かう。これは、当該部活動のなかでいう「自らの成長」である。

さらに、部員は体罰を受けた際、自らの態度にその原因を求め、「自らの成長」を強化する。
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「できないこと」は体罰を受ける理由として正当性を欠くと考えられるが、部員は無意識

のうちに「成長」という体罰受容のメカニズムに組み込まれていく。そのため、体罰その

ものの正当性は、「成長」の裏側に隠蔽されていくのである。当該部活動において「自らの

成長」は、それ自体が至高の目的・価値であるが、さらにその結果として、「勝利」が得ら

れると考えていることが窺える。ここには、道徳的目的と功利的目的の両者の混同が見て

とれるが、当該部活動において、その欺瞞性が意識されていないのが実際である。 

部員はさまざまな背景をもとに、「自らの成長」を希求する主体的な行動として、体罰を

耐えることを選択する。それと同時に、体罰を耐えたことが「強くなる」、つまりは「自ら

の成長」につながるというように、自ら体罰に正の価値を付与していることが指摘できる。

これらは、「勤勉」・「孝行」・「忍従」等の近代日本社会における民衆の通俗道徳が、今なお

部活動のなかで生き続けている可能性を示唆しているといえるのではないか。 

一方、これらの被体罰経験は、「経験としての体罰」という形で、元部員としてのアイデ

ンティティーを再形成し、「部活を通して成長した自分」を追体験することによって、部員

の体罰受容のメカニズムを現在の困難を乗り越えるツールとして利用していたことを明ら

かにした。 

本研究では、当該部活動における体罰受容の背景とメカニズムについて明らかにできた。

しかし、本研究は事例研究であり、当該部活動における固有性に依拠するところが大きか

ったことは否定できない。それを考慮したうえで、本研究が、部活動における体罰を理解

するうえで、1 つのモデルケースになることを期待したい128。 

 

 

                                                   
128 本研究は体罰を理解するために倫理的解釈から脱却したところで論を展開しているた

め、倫理的解釈を持ってみると体罰を肯定しているように捉えられかねない。しかし、あ

くまで実態を知るための研究であり、本研究が体罰を肯定しているのではないことをここ

に記す。 
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