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１ 問題の所在

（１） 体罰問題について

体罰は事件が注目される度に問題の深刻さが

指摘されるが、これまで繰り返されてきた。中で

も部活動に関わる体罰は後を絶たない。2012（平

成 24）年に大阪市立桜宮高校で起きた部活動に

おける体罰自殺事件はあらためて学校および教師

の暴力的体質や学校の対応のずさんさが問題とな

り、連日メディアで大きく報道された。

学校教育法は体罰を禁じている。文部科学省

は、事件後 2013（平成 25）年３月 13 日付「体

罰の禁止及び児童生徒理解に基づく指導の徹底に

ついて」の通知により体罰禁止の徹底を通達した

うえで、体罰に関する全国一斉調査を行った。そ

れによると、2012（平成 24）年度１年間に発生

した体罰は、国・公・私立の小・中・高・特別支

援学校および高専を合わせて 6721 件に上ってお

り、前年度報告の数字 404 件の 16.6 倍に該当し、

その体罰の被害を受けた児童・生徒は 14,208 
人にも上った。文部科学省はその後あらためて

2013（平成 25）年８月９日付で「体罰根絶に向

けた取り組みの徹底について」の通知を出し「体

罰の未然防止」「徹底した実態把握及び早期対応」

「再発防止の徹底」を促した。

また、文部科学省は学校内における教師の体罰

防止のために３月 13 日付通知の中で「組織的な

指導体制」の重要性を指摘し、その具体策として、

「（１）教育委員会の指導の充実、（２）学校の指

導体制の見直し、（３） 校内研修の実施により体

罰に関する正しい認識を徹底させる」の３つをあ

げた。（１）（２） については教育委員会、管理職

からの指導が再三なされているのがほとんどの学

校の実態であると思われるが、（３） の校内研修

についてはその研修の実施の有無、実施のありか

たや内容について大いに改善の余地があるのでは

ないかと思われる。同通知では校内研修のありか

たについて次のように指摘している。

校長は、教員が体罰を行うことのないよ

う、校内研修の実施等により体罰に関する

正しい認識を徹底させ、「場合によっては体
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罰もやむを得ない」などといった誤った考

え方を容認する雰囲気がないか常に確認す

るなど、校内における体罰の未然防止に恒

常的に取り組むことが必要である。

ここで言う校内研修について山元は単に「法で

禁止されているから」という遵守義務の確認にと

どまらず、具体的な事例を通して「どのような場

合に体罰が起きているか」「児童・生徒にどのよ

うな心理的・肉体的影響を与えたか」についての

研修が必要であると考えている。加えて、山元は

体罰を受ける側である児童・生徒も体罰について

学ぶ必要があると考えている。なぜなら、体罰の

被害者である児童・生徒は学校教育法にある「懲

戒」と「体罰」の区別もわからないまま教師と児

童・生徒との権力関係の中で自らの権利・人権が

ないがしろにされる状態に身を任せている実態が

ほとんどであるからである。

（２） 人権教育との関連

「人権教育・啓発に関する基本計画」（2002 年
3 月月 15 日閣議決定） は人権課題の中に「子ど

も」の項目を掲げ「教職員による子どもの人権を

侵害する行為が行われることがないよう厳しく指

導・対応を行う。」と指摘している。これが体罰

の禁止につながる事は明白であり、児童・生徒が

体罰について学ぶことにより、児童・生徒にも体

罰を人権侵害行為と認識できる人権感覚を育成す

べきである。「人権教育の指導方法等の在り方に

ついて（ 第 3 次とりまとめ）」は、この人権感覚

について次のように示している。

人権感覚とは、人権の価値やその重要性

にかんがみ、人権が擁護され、実現されて

いる状態を感知して、これを望ましいもの

と感じ、反対に、これが侵害されている状

態を感知して、それを許せないとするよう

な、価値志向的な感覚である。

そして、この価値志向的な人権感覚が知的認識

と結びつくことで「問題状況を変えようとする人

権意識又は意欲や態度になり、自分の人権ととも

に他者の人権を守るような実践行動に連なると考

えられるのである。」としている。

児童・生徒が「最も身近な人権」である子ども

の人権を確認するとともに、体罰の具体的な事例

から体罰の違法性、人権侵害の実態を学ぶことに

より、自他の人権・権利を守り、体罰の違法性を

指摘できる資質・能力を身につけることが重要で

ある。

本研究は以上の問題意識のもと、中学生対象の

アンケートの分析に基づき、実際に起きた高校陸

上部体罰死亡事件（2003 年９月６日岐阜地裁判

決） の判決書教材の学習を通して「懲戒と体罰の

違いは何か」「体罰はどのような違法行為に該当

するのか」「体罰はどのような被害をもたらすの

か」を理解し、「体罰から自らの人権・権利を守

るにはどうしたらよいか」という実践的行動まで

を視野に入れた授業づくりとその経過から生徒が

それをどのように受けとめたのかを生徒の感想を

もとに分析・検討しようとするものである。

２ 先行研究

（１） 体罰をなくすために

体罰克服のための研究については教育法学の

坂本秀夫１が詳細な分析を通して管理主義教育か

ら「開かれた学校」の転換を提唱している。桜

宮高校事件後、生徒指導学の上地安昭２は「体罰

はあくまでも教師個人の特性である」とし、「厳

罰」こそが効力を発揮すると主張する。教育社会

学の今津孝次郎３は「学校文化に潜む暴力性」を

指摘しそのような暴力性を誘発しない「教師と子

ども、保護者が共同する『学校づくり』を推進す

ることが重要である」と指摘している。一方、教

育法学の安藤博４は「懲戒と体罰の概念について

は『生徒も学校生活の主人公として学習すべき大

切なテーマ』とし、子ども達が『自ら有する人権・

権利の尊さを学ばず、どうして他の人権・権利の

意義を理解し、実践することができるだろうか』」

と子ども自身が体罰問題を学習する事を主張して

いる。また、人権教育の立場から梅野正信５は体

罰の具体的事例を教員研修、保護者研修、生徒の

授業を通して「体罰を容認する環境に身をおかな

い」ことを学ぶ必要性を訴えている。
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（２） 判決書教材を活用した授業

判決書教材を活用した授業を提唱した梅野正

信は判決書教材の活用について次のように示して

いる。

市民社会の一員として求められる判断を

知るという点では「市民性育成教育」の、

人権侵害事件を通して自然権としての人権

を学ぶという点では「人権教育」の、判決

書を用いるという点では「法教育」の教材

である。６

判決書教材は蜂須賀洋一７が法規範教育、新福

悦郎８がいじめ問題、福田喜彦９が市民性育成教

育、福元千鶴 10 が人権教育、真島聖子 11 が教師

教育、山元研二 12 が社会問題の教材としてそれ

ぞれ研究成果を発表している。山元は梅野の研究

を教育現場における実践的研究として引き継ぐ形

で判決書教材による「いじめ問題」「ハンセン病

問題」「インターネットによる人権侵害」「強制

連行」「慰安婦問題」の授業開発を行ってきたが、

本研究においては人権教育の視点から「体罰問題」

の授業開発を図ろうとするものである。

３ 中学生は体罰をどのようにみているか。

山元は、A 中学校において授業の実施直前に２

クラス合計 57 名の生徒を対象に「体罰に関する

アンケート」を実施した。以下はそのアンケート

の考察である。

質問１でこれまでの学校生活における体罰の

経験について聞いてみた。2013 年に文部科学省

により実施された「体罰の実態把握」の調査では、

A 中学校の体罰は０（ゼロ）で報告されている。

教師の申告がなかった 13 と同時に生徒、保護者

ともに「体罰はなかった」と報告しているという

ことになる。しかし、本アンケートでは半数を超

える生徒が具体的に目撃・体験していると回答し

ている。

なぜ生徒や保護者は教師の体罰を申告しない

のか。まず考えられるのは根強く残る体罰肯定論

の存在である。アンケートの「（体罰を目撃・体

験した）その時あなたはどう思いましたか」の問

いに対する回答で 18％の生徒が「生徒が悪いの

だからしようがない」と答えている。体罰を暴力

行為と知りながら教育の一環として受け容れてい

るということである。この認識は児童・生徒の体

験のみから獲得されたものとは考えにくい。おそ

らく、保護者を含めた大人社会にそのような意識

が蔓延しているためではないか。教育社会学の内

田良 14は暴力を教育の一環とする認識を「教育病」

と呼び次のように述べている。

「教育病」とはリスクを省みない教育のあ

り方をさす。そこでは、起こりうる危険や

問題にほとんど配慮がなされないままに教

育的意義が強調されて、当の活動が推進さ

れる。

質問２（１）において、具体的に「どのよう

な体罰であったか」を聞いた。文部科学省の調査

では体罰が行われた時間帯は部活動（38.3％）が

最も多く、授業中（24.5％）がこれに続く。A 中

学校では「平手打ち」「ボールを投げてぶつける」

等が多いがその状況から部活動中ではないかと思

われる記述内容が多い。

質問２（２）で「（体罰を目撃・体験した） そ
の時どう思ったか？」については前述した通り「生

徒が悪いのでしようがないと思った。」が 18％を

占めたが、最も多かったのは「どうしてそうする

のか意味がわからなかった。」で 24％を占める。

事態をどう受けとめていいのかわからず戸惑い慌

てている状況である。

質問３では、「教師が体罰をすることは禁止さ

れています。その理由は何だと思いますか。」の

問いに対しては 42％と圧倒的に多かったのが「生

徒を精神的・肉体的に傷つけるから」というもの

であり、次が 16％の「教師という立場では許さ

れない行為である」というものであった。次いで

「生徒が暴力をふるうようになる」「学校の雰囲気

を崩す」というものもあり、体罰がもたらす影響

に対する懸念が表明されているととれる。

質問４には「体罰以外で教師の指導に対して深

く傷ついたり落ち込んだりしたことがあるとすれ

ばそれはどういうことですか。」の項目を設けた。

教師による指導の問題点は体罰だけではない。そ

のアンケートへの回答で多かったのは教師の暴言

であった。武田さち子 15 は「教師の指導による死」

の存在を前提に次のように述べている。
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有形の暴力を伴うものであれ、伴わない

ものであれ、指導は教師と生徒との圧倒的

な立場の差のなかで行われています。昔に

比べて教師の権威がなくなったと言われま

すが、とくに生徒指導や部活動において、

教師は児童生徒に対して絶対的権力者です。

内申点や推薦など児童生徒の処罰や処遇を

握っており、受験や就職といった未来にも

大きな影響を与えます。

この指摘は「体罰さえふるわなければほとんど

の行為は許される」と懲戒の拡大解釈をさせない

ためにも重要である。

質問５の「あなたは、これから教師から体罰

を受けたりひどい指導を受けたりした場合、ど

うしますか。（複数回答可）」の問いに対しては、

28％の生徒が「自分が悪いのだから黙っている。」

と答えている。体罰が人権侵害であり違法である

ことは理解していても、やはり体罰を「教育の一

環」と受けいれているものと考えられる。

以上のアンケートの分析と考察から次のよう

な課題を導き出した。

（１） 生徒に教師の「体罰」が「自らの命と人権・

権利を侵す」違法行為であることを知的理解とし

て身につけさせそのような行為を許さない人権感

覚を身につけさせる必要がある。

（２） 生徒に教師の「体罰」から自分と他人の

人権・権利を守る実践的態度を身につけさせる必

要がある。

４ 裁判所による体罰観

裁判所の「体罰は違法行為である」という判断

は決して単純なものではない。坂本秀夫は戦後出

された体罰に対する司法判断のうち二つの裁判の

判決に注目している。一つは 1951 年に出された

池原中事件大阪高裁判決である。生徒を１回ずつ

殴った二人の教師はそれぞれ告訴されて有罪判決

となった。体罰をふるった教師たちの拠り所は「体

罰は戦前からの伝統である」という考えであった

が、大阪高裁はその主張のすべてを否定し、戦前

戦後の体罰観の断絶を示そうとした。それは「殴

打の動機が子女に対する愛情に基づくとか、また

それが全国的に現に広く行われている一例にすぎ

ないとかいうことは、とうてい右の解釈を左右す

るに足る実質的理由とはならない。」という判決

によく表れている。

もうひとつは 1981 年に出された「水戸五中事

件判決」（1981 年東京高裁判決）である。中学

校の校内暴力・いじめが頻発し、管理主義教育が

強化されるに至った時期に出されたこの判決はそ

れまでの「体罰断罪」判決とはかなり違ったもの

となった。東京高裁は一審で出された教師による

「強打論」（体罰論）を斥け「軽くノック論」（有

形力行使論）を採用した。そして、この「有形力

の行使」について次のような判断を下した。

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

一定の限度内で有形力を行使することも許

されて良い場合がある。

この判決は、「有形力の行使」つまり体罰を許

容する判決と解釈できるが、教育法学の学界にお

いては、有形力の行使は全て「体罰」に当たると

考えてきたため「実質的に体罰を容認するもの」

としての批判が強い 16。坂本は、その後の体罰裁

判の判決は「池原中事件大阪高裁判決と水戸五中

事件高裁判決の間を動揺しつつ、前者に傾いてい

る」と指摘している。

資料１　高校陸上部体罰自殺事件の概要

【精神鍛錬と称した体罰の横行】

この高校は運動部がさかんで、陸上部は、

県大会での優勝者、全国大会や国民体育大会

に出場するような選手を数多く出し、練習は

他の運動部に比べて厳しく、ほとんど毎日が

練習であった。陸上部は、単に練習が厳しい

だけではなく、精神鍛錬と称して顧問の自家

用車を洗車したり運動着を洗濯させられてい

た。とりわけ B 教諭の指導は厳しく、練習

中生徒が少しでも気を抜くと大きな声で怒鳴

り、時には平手で生徒を叩くこともあった。

B 教諭は生徒の指導に大変熱心だったが、性

格が攻撃的で激情に走りやすく、自分の気に

入らないことがあると口頭で注意するだけで

なく、平手で頬を叩いたり、竹の棒で叩いた

りすることが頻繁にあった。
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５ 判決書教材を活用した「体罰」の授業

（１） 判決書教材「高校陸上部体罰死亡事件」

について

桜宮高校の体罰は部活動中に起きている。部

活動中の体罰が多い理由について菅井悟 17 は「ス

ポーツで知名度をあげようとする学校の期待」「顧

問自身の実績づくりや指導力評価への期待感」と

いう学校・教師側の認識、「上級学校への推薦の

期待」という保護者・生徒側の認識をあげている。

学校、教師、保護者・生徒それぞれの認識・思惑

がからまりあって部活動における体罰が継続して

きたものと考えられる。しかし、そのような認識・

いことや別の教師に勉強を聞きに行ったこと

等について大声で怒鳴りつけ、正午過ぎまで

説諭した。B教諭が「槍投げの練習をさせない」

と言ったので、A 子は「グラウンドの片隅で

でもいいから練習させてほしい」と懇願した

が、結局、B 教諭は練習に参加することを認

めなかった。

結局、B 教諭は A 子に、間近に迫っていた

合宿等の練習に参加することを許可すること

なく、「お前なんかもう知らん。おまえの顔

など見たくない」などと言って午後五時過ぎ

に退出した。その後、A 子は再び担任教諭の

ところへ行き、「これから B 教諭の家に行く」

と伝え、午後六時頃、心配して待っていた女

子生徒と一緒に下校した。A 子は「陸上部に

は戻れないかも知れない」とか、「家に帰って

からもう一度 B 教諭の家に謝りに行く」など

と話し、かなり落ち込んだ様子であった。

【自殺】

A 子は、帰宅してからもひどく落ち込んだ

まま、ほとんど話をすることなく、夕食もと

らずに自室に引きこもった。午後 10 時頃、

心配した父親がA子の部屋に慰めに行ったが、

その際、A 子は、「明日、Ｂ教諭に謝りに行く」

と話し、涙を流すばかりだった。

父親は午後 11 時頃退室したが、結局、A 子

は全く食事をとらずに電気を消して床につい

た。翌日、午前５時 30 分頃、母親が A 子を

起こすために部屋に入った時、首を吊って自

殺している A 子を発見した。

【A 子への期待と体罰の常態化】

A 子は、槍投げの選手として A 子は、優勝

経験をもつ優秀な選手であったため、B 教諭

の期待も高く、それだけ他の部員より厳しい

指導を受けていた。B 教諭は、A 子に、練習

中に良い記録が出ないと、しばしば「ブス」

「おまえは使い物にならない」「陸上部に必要

ない」「陸上部をやめよ」などと発言すること

があった。B 教諭の生徒に対する言動は、こ

の高校では公に知られた事実で、生徒は B 教

諭を非常に恐れていた。当然教師の間でも有

名であり職員会議で話題になったこともあっ

た。

【B 教諭に「やめろ」と言われ、Ａ子は土下座

した】

１年生時、B 教諭は、練習中の A 子に「も

うやらなくていい」と言い、11 日には、「お

まえはばかだから。何度言ったらわかるんや。

やめろ。」と言った。さらに、９月 16 日、腰

が痛いのを顔に出したとして「やめていけ」

と怒鳴ったので、A 子は他の部員の前で「や

らせてください」と土下座して B 教諭に謝っ

た。

【ジュラルミンの槍で頭をたたかれた】

１年後輩で、A 子の推薦で本件陸上部に入

部した女子生徒が家出をする事件が起こっ

た。A 子の責任ではなかったが、女子生徒の

母親に頼まれて、「風邪をひいて寝ているだけ

だ」と嘘の報告をしたことが分かったことも

あり、B 教諭は、練習に出てこなくなったの

は A 子の責任であると決めつけ、８月 11 日、

体育教官室で約二時間にわたって責めたてた

ので、A 子はその場で土下座をして謝った。

責任を感じた A 子は、その後も、退部しな

いように何度か説得し、無断で陸上部の練習

を休んで説得したが、結局、その女子生徒は

退部した。B 教諭は、前日 A 子の頭部をジュ

ラルミン製の槍で数回叩いた。A 子の頭部は

幅２～３センチ、縦 10 センチにわたり腫れ

上がった。

【体育教官室で長時間の説教を受けた】

A 子は、修了式の前日、B 教諭は体育教官

室で A 子は直立させたまま、勉強の成績が悪
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思惑に対して、桜宮高校事件後に出された「運動

部活動の在り方に関する調査研究協力者会議」の

報告書は部活動と体罰の関係について次のように

指摘している。

指導に当たっては、生徒の人間性や人格

の尊厳を損ねたり、否定したりするような

発言や行為は許されません。今後、運動部

活動の全ての指導者は体罰は決して許され

ないとの意識を徹底してもち、適切な内容

や方法により指導を行っていくことが必要

です。

本研究における教材資料として採用したのは

「高校陸上部体罰死亡事件」（岐阜地裁 1993 年判

決）である。高校の陸上部の顧問から度重なる体

罰、暴言、身体的拘束を受けた女子高校２年生

が 1985 年３月 23 日未明に自殺した事件に対し、

遺族が陸上部顧問に対し不法行為による損害賠償

請求を、学校設置者である県に対し国家賠償法に

よる損害賠償請求を求めた事件である。部活動に

おける顧問と生徒の人間関係の最大の問題点は、

将来の進路選択を視野に含んだきわめて強固な支

配と服従による上下関係にあるが、この事件はま

さにこの上下関係のもとで繰り返された暴力、暴

言、身体的拘束による生徒の自殺事件である。

山元研二はこの判決書教材を活用して授業を

行う目的を次のように設定した。

①　顧問により繰り返された暴力、暴言、身体

的拘束は法律で禁止された違法行為であることを

確認する。

②　①のような違法行為から「自らの命と人権

を守る」ための手段・方法を考える。

以下はその判決書教材「高校陸上部体罰死亡事

件」による山元研二の授業の報告である。

授業の目標

①　教師が繰り返した暴力、暴言、身体的拘束

は法律で禁止された違法行為であることを確認す

る。

②　教師の違法行為から「自らの命と人権を守

る」ための手段・方法を考える。

※ 2014 年３月３日（月）、４日（火）に３年

生の２クラス合計 57 名を対象に、社会科公民的

分野の「教師がテーマを設定して行う授業」と道

徳の時間として２時間かけて実施した。

（２） 授業の経過

① 第１次「どんな行為が体罰になるのか」

第１次は、授業の冒頭、県内で起きた直近の体

罰事件の新聞記事を生徒に紹介し、繰り返される

体罰が社会問題であることを確認することから始

時 過程 学習の流れと教師の活動 生徒の活動と予想される反応 教材資料

１ 体罰が新聞記事に

が体罰であったか、何が問題であ

ったについて意見を出し合う。

Ａ 頭部を平手や拳で叩いた。刃

物で教卓叩くのも問題。ほおを

平手で数回叩いた。

聞記事

体罰が社会問題となっていることを確認

する。

Ｑ どんな体罰が行われていたか？

２ 学習課題の確認

「刃物で教

卓 叩 く 」

導
（ 2014,2,2

入

1）「サッカ

ー部監督が

どんな行為が体罰になるのか？ 罰になるのか」を探ることが学習

課題であることを確認する。

体罰」

(2014,2,18) 

３ 教材資料の読み合わせを行う。Ｑ こ

れは体罰だと思われるところ、体罰では

ないがこれはひどい指導だと思われると

ころはどこか？

４ 教師の体罰およびひどい指導の確認

Ｑ 体罰と思われるところ、体罰ではない

がひどい指導と思われるところを発表し

てください。

５ 裁判の結果の予想

Ｑ この事例は裁判となり、遺族は学校の

設置者（県）と教師を訴えました。裁判

の結果を予想してください。また、予想

した理由を述べてください。

教材資料を読みながら

第 材資料「高
一
次 校陸上部体

われるところに線を引く。 罰 自 殺 事

件」

に抜きだし（１）（２）に分けて発

表する。

・「体罰と人

展
権授業（第 1 開

次）」ワーク

かを予想し、その理由を記述する。 

（１）学校の設置者（県）と教師に

責任あり。

（２）学校の設置者（県）と教師に

責任はない。

シート

クシート

６ 次時の予告と授業の感想
終
末

懲戒と体罰はどう違うのか 想を書く。 ート

・新聞記事を読み合わせた後、何 ・南日本新

・新聞記事を読みあわせ、学校における

・教材資料から「どんな行為が体

・判決書教

（１）体罰だと思われるところ、

（２）体罰以外にひどい指導と思

・線を引いた部分をワークシート

・裁判の結果について次のいずれ

※以下ワー

・次時の学習を確認して授業の感 ・ワークシ

時 過程 学習の流れと教師の活動 生徒の活動と予想される反応 教材資料 

第
二
次

導
入

１ 学習課題を確認する。 

懲戒と体罰はどう違うのか！ 

・前時の学習内容を確認した後、学

習課題を確認する。 

・体罰と人

権を考える

授業（第２

次） 

展
開

２ 学校教育法を読む 

・学校教育法第１１条を読みあわせる。 

・懲戒と体罰の定義を確認させる。

３ どれが体罰にあたるのか！ 

・指導の事例を体罰・懲戒・正当防衛の

３つに分類する。 

・答え合わせを行う。（事例ごとに挙手

させる。） 

４ 裁判の判決の確認 

５ 裁判の個々の争点について考える。 

・次の争点について考えさせる。

（１）「ブス」発言は違法行為か。 

（２）「土下座をさせる」は指導として

適切か。 

６ 体罰をなくすためにはどうしたら

良いと思うか？ 

・学校教育法第１１条を読む。

・懲戒と定義を確認する。

・指導事例を読み、次の３つに分類

する。 

（１）体罰にあたるもの

（２）懲戒にあたるもの

（３）正当防衛にあたるもの

・事例ごとにどう分類されるかを挙

手しながら確認しておく。 

・裁判の判決を確認する。

・「ブス」発言、「土下座をさせる」 

は指導として適切かどうかを考え

裁判所の判断を確認していく。 

・体罰防止・抑止策を考え、発表す

る。（グループにて） 

・ワークシ

ート 

（学校教育

法第 11 条、

懲戒・体罰

の定義） 

・以下ワー

クシート

終
末

７ 授業のまとめと感想 ・教師の補説を聞き、次の二点につ

いて文章にまとめる。 

（１）授業の中で理解できたこと。

（２）授業を受けて考えたこと、思

ったこと。 

資料２　判決書教材を活用した「体罰」の授業
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める。次に判決書教材資料を配付し、教師が資料

を音読している間、生徒は「体罰だと思われると

ころ」「体罰以外にひどい指導と思われるところ」

にアンダーラインを引いていく。その後、生徒は

ワークシートにそれぞれの行為を二つに分類して

書き込んでいき、書き終えた後それを発表する。

発表の内容は次のようなものであった。

体罰だと思われるところ・・・「平手で生徒を

叩く」「竹の棒で叩く」「手拳で顔面を殴打する」

「生徒の髪をつかまえたまま引きずる」「床に正座

させた」「数回強く蹴った」「金属の棒で叩く」。

体罰以外にひどい指導だと思ったところ・・・

「ブス、お前は使い物にならない、猿のものまねし

かできない、などの発言」「ほとんど毎日の練習」「土

下座させる」「練習したいのにさせない」「顧問の自

家用車の洗車をさせたり服を洗濯させたりする」。

この時間ではそれぞれの意見を発表させる程

度でとどめたが、別のクラスではどの行為が一番

嫌であるかを聞いてみた。一番多かったのは「暴

力行為」で 14 名であったが、「暴言行為」も 12
名と大差はなかった。以下「土下座」と「洗車や

洗濯」が１名ずつであった。次にこの裁判の結果

を予想させた。選択肢は「学校の設置者（県）と

教師は責任あり」と「学校の設置者（県）と教師

に責任はない」の二つであった。結果は「責任あり」

は51名で「責任なし」は４名であった。「責任なし」

の４名は「自殺したのは本人の問題。死ぬ必要は

ない。」「自殺の理由とまでは言えない。」「法律が

教師を守るはず」「証拠不十分ではないか。」であっ

た。

最後の感想で最も多かったのは「ここまでひど

い体罰に驚いた。」「指導とは言えない。」「許せな

い。」というものであったが、「自殺まで放置され

ていたことに驚いた。」「何度も『殴り返せ』と思っ

た。」というものもあった。

② 第二次「懲戒と体罰はどう違うのか」

第二次は前時の学習の確認をした後、学習課

題「懲戒と体罰はどう違うのか」を提示する。全

員で学校教育法第 11 条を読み合わせた後、懲戒

と体罰の定義について確認をする。

懲戒は、叱ったり、起立させたりする事実行

為としての制裁とする。体罰については、文部科

学省の通知から「懲戒の内容が身体的性質のもの、

すなわち、身体に対する侵害を内容とする懲戒（殴

る、蹴る等）、被罰者に肉体的苦痛を与えるよう

な懲戒（正座・直立等特定の姿勢を長時間にわたっ

て保持させる等）に当たると判断された場合」と

する。

定義を確認した後、生徒に 13 の指導事例を示

し、その事例が「体罰に当たるかどうか」を判断

させる。その判断をまとめたものが表３である。

いわゆる「殴る・蹴る」の暴力行為については容

易に判断できるが、「３ 時間職員室で厳しい指導

を続けた」（身体的拘束による体罰）については

32 ％の生徒が体罰と判断し、「生徒が殴りかかろ

うとしたので教師が生徒の後ろにまわり腕を強く

つかんだところ生徒に全治１週間のけがをさせ

た」は 33 ％の生徒が、正当防衛行為に当たるが

体罰に当たると判断した。生徒にとっても懲戒と

体罰の境界にはグレーゾーンが存在すると言って

よい。この後、一つ一つの行為について判断を示

した。判断の基準としたのは文部科学省の通知「問

題行動を起こす児童生徒に対する指導について」

に示された事例である。この 13 の指導事例に関

する質問のうち８の指導事例については授業前の

アンケートでも聞いているが、授業前と授業中の

回答を比較してみると、いずれも正解への精度が

高まっているのがわかる。

事 例 割合（数字） 分類 事前アンケート

1 平手で頬を殴られた。 96％（55） 体罰 93％（53） 

2 授業中 50 分間廊下に立たされた。 75％（43） 体罰 40％（23） 

3 宿題を忘れて放課後残された。 5％（3） 懲戒 7％(4) 

4 給食を食べさせなかった。 100％(57) 体罰 100％(57) 

5 トイレに行かせてくれなかった。 74％（42） 体罰 49％（28） 

6 授業態度が悪く、放課後掃除をさせられた。 7％（4） 懲戒 9％（5） 

質問に答えられなかったので５分間立たされ

た。
7 19％（13） 懲戒 37％（21） 

部活でうまくプレーが出来なかったのでひと

りだけグラウンドを 50 周走らされた。 
8 91％（49） 体罰 72％（41） 

生徒が殴りかかろうとしたので教師が生徒の

後ろにまわり腕を強くつかんだところ生徒に

全治１週間のけがをさせた。

正当
9 33％（19） 質問項目なし

防衛

10 ３時間職員室で厳しい指導を受けた。 68％（39） 体罰 質問項目なし

体育の授業中、危険な行為をした生徒の背中

を教師が足で踏みつけた。
11 96％（55） 体罰 質問項目なし

立ち歩きの多い生徒を叱ったが聞かず席につ

かなかったので頬をつねって席につかせた。
12 75％（43） 体罰 質問項目なし

練習に遅刻した生徒を試合に出さずに見学さ

せた。
13 12％（7） 懲戒 質問項目なし

表１　「次の事例は体罰にあたるかどうか」に

対する回答の結果
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このような具体的事例を通して「どこまでは懲

戒として許される行為か」「どこからが体罰に該

当する行為か」「教師の正当防衛として認められ

る行為はどこまでか」を明らかにしておくことは、

生徒にとって「体罰は自らの権利・人権を侵す行

為であること」を認識させることになり、教師の

不法行為を自ら（あるいは保護者、専門機関を通

じて）指摘し告発するという実践的行動につなげ

るための重要な知的理解である。　

この後、判決書教材の学習に戻り、この裁判

の判決を確認した。判決は、学校の設置者である

県の責任を認め損害賠償請求を求めるものであっ

た。体罰を行った教師については、国家賠償法に

おいて「公務員の過失における責任は該当の自治

体が責任を負い、個人の責任を問わない」ことに

なっていることを示す。「教師個人の責任が問わ

れない」という事については生徒も理解できない

部分もあると思われる。ワークシートには「体罰

自殺事件において B 教諭の殴る・蹴るなどの行

為が（　） な体罰行為であったことは疑う余地が

ない。」という判決文を引用し、生徒には空欄に「違

法」の文字を記入させた。

次に体罰以外の指導について吟味した。裁判所

は「殴る」「蹴る」は体罰として明確に違法行為

と認めたが、「体罰以外の指導」をどのように判

断したのであろうか。精神的被害（ 屈辱的行為） 
にはいくつかの事例がみられるが、ここでは「暴

言」と「土下座」の二つの事例に絞った。

「教師がしばしばブスと言っていたことは違法

行為と言えるか？」の問いに 84 ％（48 名） の生

徒が「違法行為」と答え、10 ％（６ 名）の生徒

は「違法とまでは言えない」と答えた。これに対

する裁判所の判断は「このように執拗な侮辱的発

言は生徒の名誉感情ないし自尊心を著しく害する

ものであって違法行為に該当する。」というもの

であった。この行為は刑法上の侮辱罪に相当し、

現在はセクシャルハラスメントとしても問題にな

ることは明白である。裁判の中で、被告である県

は「ブス」発言を「愛情表現」と表現したが、こ

の表現が体罰を「愛の鞭」と呼びかえることと同

様に非常識な認識であることは疑いのないところ

である。

次に「土下座」行為の検討にうつる。「生徒は

教師に土下座して謝ったが、土下座をさせるとい

うのは適切な指導方法といえるか。」の問には 84 
％（48 名）の生徒が「不適切である」と答えた

が、残りの 16 ％（９ 名）の生徒は無回答であっ

た。この「土下座」という行為について裁判所は

「違法」という言葉は使っていないが、「不適切な

指導方法」という言葉を使って次のように述べて

いる。

土下座という行為がいかに屈辱的行為で

あるかは他言を要しない。たとえ生徒が許

しを乞うため自発的に土下座したものとし

ても、生徒の土下座を容認し、生徒がそう

しなければ許さないという教師の姿勢その

ものが、もはや教育的配慮の全く欠けた、

極めて不適切な指導方法という以外にない。

現在はこのような上下関係をもとにした脅迫・

圧力はパワーハラスメントとして問題となること

を付け加えた。

この後、最終的な判決を確認する。争点は「体

罰や侮辱的表現は違法行為であるか」と「生徒の

自殺に教師は責任を負うか」の二点であるが、裁

判所は次のように判断した。体罰や侮辱的発言は

教師としての違法行為であり、生徒の自殺は教師

の説諭により誘発された。しかし、自殺はその原

因が何であれ、最終的には本人の意思決定により

決定されるのであるから教師にすべての責任があ

るわけではない。

教師の違法行為は認定したが、自殺との因果関

係については否定した内容となっている。この自

殺との因果関係を否定した部分については、生徒

の授業後の感想の中で「理解できない」「納得で

きない」と書いてきた生徒が３名いた。このこと

については後述したい。

最後に、次の問いをたてて生徒に体罰の防止

策・抑止策を考えてもらうこととした。

「現在、体罰を行った教師には減給処分（給料

を減額する）などの処罰が行われていますが、実

際には体罰はなくなっていません。どうすれば体

罰がなくなると思いますか。」学習形態はグルー

プとし、自由に意見を出してもらう形とし、最終

的には全体で発表してもらい、板書で分類した。
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結果を見ると生徒も「厳罰化」を望んでいるこ

とがわかる。体罰を繰り返すいわゆる「体罰教師」

は辞めさせることをすべての班が主張していた。

実際に、免職となるのは過去に処分歴がある者、

悪質又は常習的であった者に限られ、それ以外で

は最悪でも「停職」となるのが各自治体の指針と

なっている。また、「その他」の項目にあるよう

に「原因は生徒にもあるから生徒がきちんとしな

いといけない」の意見も多かった。「体罰」を誘

発するのは生徒の方であるという認識は依然強い

ものがあると考えられる。また、学校体制・指導

体制の整備を指摘している意見は文部科学省の通

知と重なっていると言える。

授業の最後に教師から「体罰・侮辱的表現は

違法行為であり、人権侵害行為であるから我慢す

ることではない。指摘できないのなら、保護者な

ど他の大人から指摘してもらうことが必要であ

る。そうやって、自分や他人の人権を守っていき

ましょう。」と呼びかけた。

男子生徒が「叩かれてからでは遅いですよ。」

と言った。私は「その通り。」と相づちをうった。

その生徒は「叩かれそうになったら逃げていい？ 
」と聞いてきた。生徒達は私の返事に注目してい

るようであった。私は「もちろん」と答えた。生

徒が「体罰を容認する環境に身をおかない」ため

に教師のすべきこと、言うべきことが問われた場

面であった。

６ 生徒の感想から

授業のまとめとして生徒には二つの文章を書

いてもらった。以下はその考察である。

（１）「体罰と人権の授業を受けて理解できたこ

とは何ですか？ 」（ 自由記述）

２時間の授業を終えて「理解できたこと」で

最も多かったのが「どこまでが指導・懲戒でどこ

からが体罰であるかがわかった」という体罰の規

準について触れたもので 58 ％（33 名） の生徒に

のぼった。しかし、１名の生徒は「体罰と懲戒の

区別があやふや。これでいいのかと思った。」と

書いていた。実際に体罰の基準は「諸条件を総合

的に考え、個々の事案ごとに判断する必要があ

る 18」とあり、水戸五中事件判決のように体罰を

擁護する司法判断がある以上、その境界・区別が

曖昧になるおそれがある。あくまで、「人権尊重」

の立場を崩さない大人社会の姿勢・判断が要求さ

れている。次に多かったのは「体罰は違法であり、

人権侵害行為である」というもので 32 ％（18 名）

の生徒がそのことに言及していた。以上のことか

ら、この授業におけるひとつの目的である「体罰

の違法性の認識」と「懲戒と体罰の区別」の理解

は達成できたのではないかと考えている。

（２）「体罰と人権の授業を受けて考えたこと、

思ったことは何ですか？ 」（ 自由記述）

２時間の授業を終えて生徒が考えたことは多

分類項目 数 感想例 

体罰はやっぱり

ダメ 
16 

・世の中から体罰をなくす必要がある。

・相手を自殺にまで追い込む体罰は根絶やしにすべきである。

・いくら何でも生徒に対する暴力は許せない。

・まず人権を守る事が大切。体罰なんてあってはならない。他

体罰をなくすた

めに 
13 

・体罰について考える機会をもっと増やしていくべきだ。

・体罰を受けたら黙っていないで誰かに相談しようと決めた。

・体罰をしっかり見極め判断する力が必要になってくると感じた。

・体罰を「違法行為」だと言える人間になりたい。他

悲しくなった ６ 

・世の中にはこんなに苦しい思いをしているのかと知って悲しくな

った。 

・あんなひどい目にあって死んでしまったなんていたたまれない。他 

教師不信 ４ 
・体罰は教師の機嫌によるものなのかと残念に思った。

・先生達は体罰だとわかっているのにどうしてするんだろう。他

判決への不満 ３ 
・体罰自殺事件の判決の結果が納得できない。

・自殺と体罰の因果関係がないなんておかしい、理解できない。他

自殺について ３ 
・最終的に自殺を選ぶというのはどうかと思った。

・自殺する人はどうしてもっと相談したりしないんだろう。他

表３ 　体罰と人権の授業を受けて考えたこと、

思ったこと項目 意見の内容 

厳罰化 

・体罰を繰り返す教師は辞めさせる。（12 の班すべて）

・免許状を取り上げる。（三つの班）

・今よりも重い処分とする。（七つの班）

・違反者には懲役刑を科す。

・体罰と給料減額をはっきり決まりにする。

・体罰をしたらすぐに転勤させる。

学校体制の整備 

・生徒の指導はできるだけ複数で行う。（監視になる）

・校長、教頭が部活動を見回る。（任せっきりにしない。）

・体罰の問題点を生徒にも伝える。

・生徒が教師の体罰を指摘するシステムをつくる。

社会体制の整備 
・大学で体罰の授業を義務づける。

・教員採用試験で体罰をしそうな人を見抜く検査を行う。

その他 ・生徒がきちんとしないといけない。（九つの班）

表２ 　体罰を防止、抑止するための対策

※ １クラスで６班ずつ。２クラスでは全部で

12 の班となる。項目は、出てきた意見により

分類した。



琉球大学教育学部紀要　第95集

- 26 -

岐にわたっていた。表３にそれをまとめたが、以

下はその考察である。

最も多かったのは表にあるように体罰否定論

であった。人権感覚とは「人権の価値やその重要

性にかんがみ、人権が擁護され、実現されている

状態を感知し、反対に、これが侵害されている状

態を感知して、それを許せないとするような、価

値志向的な感覚 19」であることを考えると、体罰

の具体的事例と裁判所による判断から「体罰を許

せない」と主張する感覚は当然のことであると思

われる。次に多かったのが「体罰をなくすために

どうすればよいか」という具体的な行動に言及し

た記述であった。人権意識とは「（ 人権侵害を許

せないとするような） 価値志向的な感覚が知的認

識と結びついて、問題状況を変えようとする人権

意識又は意欲や態度になり、自分の人権とともに

他者の人権を守るような実践行動に連なる 20」意

識であることを考えれば、「違法行為だと言える

人間になりたい」「体罰の場面に出くわしたら違

法行為であると指摘したい。」というような実践

行動を決意している記述が多かったことは人権意

識の向上という意味で一定の評価ができるのでは

ないだろうか。

注目すべき記述として「自殺について」に言及

したものが３つあった。「自殺について」は、体

罰を否定し被害者に共感しながらも、なおかつ「自

殺することはなかったのではないか」ということ

であった。前述した通り自殺という行為について

裁判所は「最終的にはその人の意思決定によるも

のである」と判断している。このことは、被害者

に対してあるいは法律の専門家として「死ななけ

ればならないことであったか」「自殺を回避する

方法はあったはず」という問いかけでもある。本

研究の目的に「自らの命と人権を守る」があるが、

「命を守る」ということは当然「自ら死を選ばない」

という事でもある。忘れてはならない重要な視点

である。

７ 研究の成果と課題

本研究は、アンケートに示された生徒の体罰

に対する認識をふまえ、判決書教材を活用して、

「体罰は違法行為である」「懲戒と体罰はどう違う

のか」「体罰をなくすためには」を学びあうこと

で「自らの命と人権を守る」という人権感覚を育

成しようとするものであった。アンケートに示さ

れた生徒の認識に代表されるのは体罰に出会った

時に「（体罰というものが理解できずに） どうし

ていいかわからない」というものと「生徒が悪い

のでしようがない」というものであった。一方は

「体罰がどういうものかを知らない」という知的

理解の不足からくるもので、一方は内田良の言う

ところの「学校化」された生徒たちが「教育の一

環」として体罰を受け容れているものからくるも

のであったと考えている。生徒は、判決書教材「高

校陸上部体罰死亡事件」から「体罰の具体的事例」

と「裁判所の判断」を学ぶことにより、「体罰は

違法行為」であり「懲戒と体罰はどのように違う

のか」を認識した。この学習の過程は「自殺に至

らしめた具体的な体罰の事例」を知ることによる

人権侵害への怒りが「体罰とはどのような行為で

あるか」という知的理解と結びつき、「体罰をな

くすためにどうしたらよいか」「体罰と出会った

時どうすれば良いか」という実践的行動に結びつ

ける人権感覚の育成を目指したものでもあった。

この目的については、表３の生徒の感想分析にあ

るように「知的理解」の獲得からも「実践的行動」

の模索の面からも一定の成果があったものと考え

ている。

ただ、実践的行動についてはこの判決書教材に

よる学びあいによって導き出された感想としての

実践的行動であって、授業の中でその実践的行動

の是非・可能性を検討する場が少なかったことは

大きな課題として残されたと言える。

以上の成果と課題をふまえたうえで本研究を

「人権尊重社会の担い手を育成する人権教育プロ

グラム」と位置づけるとり組みとして今後も継続

していきたいと考えている。
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