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問題意識

学校の運動部活動における体罰に関しては、2012
年12月に大阪市立桜宮高校で、バスケットボール
部の活動において度重なる激しい体罰を受けた男子
生徒が自殺をするという痛ましい出来事があった。桜
宮高校の体罰事案を重くみた文部科学省は、有識
者会議（運動部活動の在り方に関する調査研究協力
者会議）を招集し、運動部活動の在り方に関する調
査研究を行い、運動部活動における指導のガイドラ
インを策定することとした。そのようにしてまとめられた
のが、「運動部活動の在り方に関する調査研究報告
書～一人一人の生徒が輝く運動部活動を目指して～」
（2013）である。しかしながら、当事者である運動部
の部員の中には、自分も体罰によって様々な暴力を
受けながらも、体罰を容認する意識を持つ者がいるこ
とが指摘されている。阿江（2000）では、大学体育
学部の女子学生のうち37％が、運動部活動やスポー
ツクラブ等での活動において、何らかの体罰を受け
た経験があるという。また、体罰の経験者も非経験者
もともに約50％が、体罰を容認したり、必要悪である
とみなしたりしているという。
阿江（2000）によると、体罰を受ける原因は、プ

レーに失敗したり監督に言われたことができないこと
が最も主なものであり、部員は「自分がミスしたのだ

から体罰を受けてもしかたがない」と認識してしまっ
たりするという。しかし体罰を行った指導者に対して
は「熱心な指導者であった、信頼できる」と認識して
おり、「いいかげんな指導者」が最も否定的な評価
を受けていた。運動部の部員には勝利に対する強
い志向性があり、それゆえに指導者は技能向上のた
め体罰を行うが、部員にとっては体罰が「試練に耐
える」経験であったり、指導者による熱心な指導と受
け取られ、指導者に対する同調としての体罰を容認
することにつながる可能性が指摘されている。最近で
は庄形（2011）が、ある高校の女子ハンドボール部
を対象にフィールドワーク研究を行い、部員が体罰
を受容してしまうメカニズムを、主に当該運動部にお
ける先輩から受け継いだ文化や伝統の上に成り立つ
意識として分析している。阿江（2000）と庄形（2011）
における体罰を受けた運動部員の認識をまとめると、
以下のようになる。

①運動部活動は真剣勝負であり、勝負の道は厳し
く、自分たちは生半可な気持ちで部活動に取り
組んでいるわけではない。　　　　　　　　
②体罰があるような厳しい環境で部活動を続けたこ
とによって人間的に強くなり、成長できた。
③体罰があるような厳しい環境を共有する仲間とは
絆が深くなり、チームの結束が強まった。卒業

スポーツ指導者の暴力についての調査  その１：
本学学生の体罰経験に関する実態調査報告

The Investigation of the Violence of the Sport Leaders 1:
The Survey Report of Students Experience on Corporal Punishment

キーワード：暴力、体罰、スポーツ指導者

大石　千歳　　阿江美恵子　　若山　章信　　本村　清人

　　   OISHI Chitose     　　      AE Mieko          WAKAYAMA  Akinobu     MOTOMURA Kiyoto



4

後も元部員同士の共通の話題になっている。
④指導者は練習中には厳しいが熱心に指導してく
れ、いろいろ世話になった。指導者を尊敬して
いる。
⑤体罰には指導効果があり、体罰がないとなると
やはり頑張れないし、試合に勝てない。
⑥プレーで失敗したり、いわれたことができないな
ど、自分たちに落ち度があるのだから、罰を受
けてもしかたがない。

このような意識が、自分が指導者になったら体罰を
するという考えや、自分の子どもにも同じ経験をさせた
い（子どもが体罰を受けてもよい）という意識につなが
ると考えられる。
体罰は学校教育法第11条で禁止されており、体
罰を行った教員が処分されたというようなニュースは
昨今珍しくない。本学は体育大学であり、これからの
体育・スポーツ界の指導者を養成する立場から、学
生には「体罰は決して行わない」「体罰に頼った指導
はしない」との認識を持ってもらうよう、大学として指導
していかなければならない。
このような問題意識のもと、東京女子体育大学（以
下、本学）女子体育研究所では、研究所主催の共
同研究として、桜宮高校の体罰事案があって文部
科学省のガイドラインも示された2013年現在、本学
体育学部に在籍する1～4年生を対象とし、体罰に
関する経験や意識を尋ねる調査を行うこととした。

方　法

調査対象者・実施時期
2013年7月～2013年10月に、本学の1～4年生

に第1著者（大石）および第2著者（阿江）が担当す
る授業科目の授業時間内に質問紙を配布し回収し
た。体罰を受けた経験というデリケートな調査内容で
あるため、調査結果の公表の可否を尋ね、「可」と
回答した調査対象者のデータのみを分析した。分
析対象者は、大学1年生297名、2年生230名、3
年生197名、4年生107名であった。

質問紙の内容
1． フェイスシート：学年、結果公表の可否
2． スポーツ経験と体罰の有無：小学校、中学校、
高校、大学のそれぞれについて、経験したス
ポーツの種目と開始～終了学年、週単位での
練習回数、1回の練習時間について尋ねた。
複数種目を行っていた回答者は、上記に挙げた
以外に2種目まで記入できる解答欄を用意した。

3． 競技成績：①県大会やブロック大会（関東イン
カレ、関東大会など）への参加経験（なし、1～
2回、3～4回、5回以上）

 ②日本選手権や全国大会（インターハイ、全日
本インカレなど）への参加経験（なし、1～2回、
3～4回、5回以上）

4． 指導者からの暴力（暴言は含まない）の経験（あ
り・なし）と回数（小学校、中学校、高校、大
学）：“あり”の場合は種目、暴力の期間、指導
者の性別、指導者の立場（教員、外部指導者、
その他）、暴力の理由（試合に負けた、言われ
たことができない、ふざけていた、皆の代表とし
て（キャプテン、殴られ役など）、理由不明、そ
の他）、暴力の具体的な種類や内容

5． 体罰が最もひどかった時期と内容
6． スポーツ指導に暴力を用いることの是非（絶対
にいけない、仕方ない、必要である）

7． 自分が指導者になったら暴力を用いるか（絶対
使わない、少しぐらいは許される、そのときになら
ないとわからない、使いたくないが使うかもしれ
ない、厳しい指導には必要だ、絶対に必要だ）

なお、質問紙には心理的側面に関する質問内容
が続くが、本稿では以上の部分までの結果を報告す
る。

結果および考察

体罰の経験と指導者の属性について
図1は校種ごとの体罰経験で、中学校・高校にお

ける体罰が多かった。小学校で体罰を受けていた学
生もおり、中学校での体罰の約半数程度みられた。
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回答者の学生の学年ごとの比較では、大学1年生
で体罰の経験者が少なくなっていた。特に高校時の
体罰の経験者が目立って少なかった。図2は体罰を
行った指導者の属性であるが、中学校・高校は圧
倒的に教員が多かった。日本のジュニア期のスポー
ツ体験が学校における部活動を中心としている実態
が表れている結果といえる。小学校では外部指導者
の割合が多く、スポーツ少年団の指導者や習い事
の指導者がこれにあたるといえる。図3は体罰を行っ
た指導者の性別であり、男性の指導者からの体罰
が多かったが、女性からの体罰もあった。スポーツ
の指導者の男女比は大きく男性に偏っており、図3の
結果も指導者の性比のベースレートを反映したものと

なっている。高校では、体罰を行った指導者の4人
に1人が女性という結果であった。そして図4は、今
回の調査対象者全体における体罰経験者の割合で、
28％という結果であった。阿江（2000）では37％で
あったことと比較すると、体罰経験者は減少している
といえる。

体罰を受けた原因について
図5は、体罰を受けた理由をグラフ化したものであ

る。最も多かった理由は、「言われたことができない」
という理由での体罰であり、圧倒的多数を占めてい
た。これは阿江（2000）の結果と一致するものであっ
た。他には、「試合に負けた」「皆の代表として」など

図1　校種ごとの体罰経験（％） 図3　体罰を行った指導者の性別（人数）

図4　過去の体罰経験
（記入漏れ除く）図2　体罰を行った指導者の属性（人数）
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があった。阿江（1995）は、5人の本学学生に対す
るインタビュー調査を行っており、その結果によると、
体罰は「連帯責任」「殴られ役」という形で、殴られる
原因を作った本人以外の部員に行われることもあり、
チームという集団をコントロールする目的で行われるこ
ともあることが示されている。「皆の代表として」という
回答は、本研究でも阿江（1995）のインタビュー調査
を裏付ける結果であったといえる。

体罰の多い競技領域や競技レベルについて
図6は、体罰を受けた経験をもつ学生の競技種目

を尋ねたものである。バレーボール、バスケットボー
ルが多く、次いでソフトボール、ハンドボールという
結果であった。バレーボール、バスケットボールは
競技人口が多いため、その影響を差し引いて考える
ことが必要であるが、総じて球技領域での体罰経験
が多かった。図7は、全国大会出場回数と体罰の経
験をグラフ化したものであり、全国大会への出場回

数の多い学生のほうが、体罰経験者の割合が多いこ
とが見て取れる。また図8は、県大会以上への出場
回数と体罰の経験をグラフ化したものである。この図
からも競技力の高い層において体罰の経験者が多い
ことがわかり、阿江（2000）と同様の結果が得られた
といえる。

体罰に対する学生の意識について
図9は、体罰の是非に関する回答を円グラフにし

たものである。体罰は絶対悪とみる者は61％、仕
方ないとみる者は34％、必要であるとする者は5％で
あった。体罰を必要ないし仕方ない（必要悪）とみな

体罰の理由  小学校
体罰の理由  中学校
体罰の理由  高校  
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図5　体罰を受けた理由（人数）

図7　全国大会経験回数と体罰の有無（人数）

図8　県大会以上の大会経験回数と体罰の有無（人数）図6　体罰を受けた種目（人数）
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す学生が約4割もいることが示された。図10は、調
査回答者自身が指導者となった際に、体罰を使用す
るか否かを尋ねたものである。64％は「絶対使わな
い」と回答しているが、「少しぐらいは許される」が6％、
「そのときにならないとわからない」が20％、「使い
たくないが使うかもしれない」が8％、「厳しい指導に
は必要だ」が2％であった。実に36％が、将来のス
ポーツ指導において自身が体罰を使用する可能性が
あるとの結果である。阿江（2000）における、体罰経
験者も非経験者も、約50％が体罰に対して容認する
方向性の意見を持っていたことと比較して、パーセン
テージは減ったとはいえ、本研究でも同じ方向性の

結果が得られたということになる。

まとめと今後の課題
調査の結果、概ね阿江（1995；2000）と同じ方向
性の結果が得られた。体罰の経験者のパーセンテー
ジは阿江（2000）では37％であり、本調査では28％
であったことから、多少減少したといえる。この結果
は、体罰に反対する世論の高まりの影響ともいえるが、
昨今の学生の多様化による影響も考えられる。図7・
図8からは、競技力が高い層における体罰経験の多
さが指摘できるが、近年、本学以外に体育大学や
体育専攻の学部が増加したことや諸々の要因により、
本学学生の競技力は従来よりも多様となっていると考
えられるためである。また阿江（2000）や庄形（2011）
によれば、真剣に青春をかけて運動部活動に打ち込
む学生は、体罰を「自分が未熟だから、しかたがな
い」と捉えてしまう傾向があるという。そのことが、本
調査における体罰容認の割合の36％という数字につ
ながるといえる。
庄形（2011）では、体罰を受けた際にはいやな気
持ちになり、やる気が落ちてしまうが、体罰の経験は
後から考えると精神的に強くなったという気持ちになっ
たり、卒業後はOGの共通の話題として場を盛り上
げる思い出として機能するという。本学学生の場合も、
体罰を受けていた当時は非常に苦痛に思っていたの
が、時間が経過するとそれが「青春の思い出」のよう
な位置づけとなり、「頑張っていた自分」と一体化し
て想起され、それが体罰を容認する気持ちにつなが
る可能性も考えられる。
忘れてはならないことは、本調査の対象は本学学
生であり、「体育大学に進学しようと思った人」である
という事実である。体罰が苦痛でしかたなく、そのス
ポーツをやめてしまった人、体育大学への進学をし
なかった人などは、調査対象に含まれていないので
ある。体罰を受けた経験で深く傷ついた人の暗数が
多くあることを考慮に入れなくてはならない。体育大
学の学生には体育・スポーツの指導者となる者が多
い。そのような立場においては、現実の指導場面で
は決して体罰に頼った指導を行うことがないよう、心
しておく必要がある。

絶対いけない 仕方ない 必要である

絶対使わない

使いたくないが使うかもしれない

厳しい指導には必要だ 絶対に必要

少しくらいは許される

そのときにならないとわからない

図9　体罰の是非

図10　指導者になったときの体罰使用の可能性
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