
はじめに

　教育の場において、体罰は法により禁じられている、
という知識は教育関係者だけではなく保護者、児童生徒
にも広く知られている。
　筆者が2012年度新入生を対象に「生徒指導・進路指導
論」で実施したアンケートでも1年生70名中、「法律名を
含め、以前から知っていた」と回答した学生が18名、「法
律名は知らなかったが、禁じられていることは知ってい
た」と回答した学生が40名と、およそ8割強の学生が大
学入学前から知識としては、体罰の禁止を知っていたこ
とが分かる。もちろん、教育学部志望の学生であるから、
バイアスがかかっている可能性はあるが、それにしても
大学で専門に学ぶ以前から、こうした知識が広く知られ
ていると考えることは間違ってはいないだろう。　
　しかし、一方で全国の新聞記事データベースを調査す
ると、教員・児童養護施設職員による体罰、それを事由
とした懲戒の記事が載らない月は無い（朝日新聞デジタ
ル　2012年04月29日 ～ 2012年10月28日）。こうした法
令と実態の「乖離」もしくは「混乱」は、体罰そのものに
対する社会的な「議論」があることを意味している。

1．問題の所在

　学校教育における体罰の是非を巡る論議は、大きく二
点あると考えられる。
　第一は、そもそも学校教育において体罰は全面的に禁
止されるべきものか、という主に教育界の「外側」の議
論である。例えば、平成23年9月に大阪府議会に提出さ
れた「教育基本条例案」（2011）では「第47条 校長、副校
長及び教員は、教育上必要があるときは、必要最小限の
有形力（＊ゴチックは筆者による）を行使して、児童生徒に
学校教育法第11条に定める懲戒を加えることができる。
但し、体罰を加えることはできない。」と「必要最小限の
有形力」という文言が挿入されていた。また、東京では
石原都知事が「体罰というんでしょうか、これは不可欠
だと思いますね。体罰も一種の刷り込みだと思うんです
よ。」と発言している（東京都庁Webサイト・東京ビッグ
トーク　2012年5月11日）。
　これらは、社会に存在する体罰に関するある種の意見
を代表したものといえる。
　第二の議論は、体罰とはどのようなものかという定義
に関わる議論である。
　例えば、熊本県天草市（旧、本渡市）内の公立小学校に
通う小学2年生だった男子児童が同小学校教員より体罰
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要　約

　本研究は、2012年度後期に開講された「生徒指導・進路指導論（小）」を受講した学生に対して実施した、
いじめと体罰に関わる学生の意識を調査したアンケートの結果を分析したものである。本調査を通して、
1．本学教育学部学生の体罰に対する肯定意識は高く、およそ6割の学生が「体罰が時に必要な場合もあ
る」という意見に賛意を示したこと、2．いじめに対する認識では学生による差異が大きく、また、全体
として不確かな認識を持つ学生が多いこと、3．いじめに対する認識と体罰に対する意識には一定の相
関関係が見られ、体罰に肯定的な学生ほど、いじめに対する取り組みに消極的であり、また教師一人一
人の役割やはたらきに懐疑的であること、などが明らかになった。
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を受けたとした行為に対して最高裁は「本件行為にやや
穏当を欠くところがなかったとはいえないとしても，本
件行為は，その目的，態様，継続時間等から判断して，教
員が児童に対して行うことが許される教育的指導の範
囲を逸脱するものではなく，学校教育法11条ただし書に
いう体罰に該当するものではないというべき」（2009年4
月28日、最高裁判所第三法廷、判決文より引用）との判
断を示した。
　また、文科省は「問題行動を起こす児童生徒に対する
指導について（通知）」別紙（2007年2月5日）において、「教
員等が児童生徒に対して行った懲戒の行為が体罰に当た
るかどうかは、当該児童生徒の年齢、健康、心身の発達
状況、当該行為が行われた場所的及び時間的環境、懲戒
の態様等の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」と述べ、ある行為が体罰に該当する
かどうかは、一律に判断できないとの見解を示している。
　
　こうした「議論」が教職を志望する学生に有形無形に
与える影響は無視できないであろう。教職志望学生を対
象とした体罰に対する意識調査の先行研究は多数有り、
安藤らの調査では体罰に対して「ある程度なら賛成」と
回答した教育学部生が36.5％であったことを報告してい
る。（安藤、小菅，1994，pp. 69-84）
　同じく安田の調査によれば体罰が「時と場合により許
される」と回答した教育学部学生は45.5％となっている。

（安田，1999，pp. 150-162）
　筆者が2010年度から開講している「生徒指導・進路指
導論」でのアンケート結果でも、毎年、概ね4割程度の学
生が「学校教育においては、時に体罰が必要となる場面
がある」「体罰がやむを得ない場合もある」という意見に

「賛成」と回答している。

2．研究の目的と方法

2.1　研究の目的
　これらの先行研究は貴重だが、いくつかの限界もある。
第一は、意識調査の範囲を体罰に限定している点である。
体罰に対する意識は、学生の教育観・児童観の一部であ
り、それだけが独立して存在するものでは無い。例えば、
いじめに対する認識と体罰に対する意識には何らかの関
係性を見いだすことができるのではないかという仮説を
提起、検証したい。ここで、学生のいじめに対する認識
と体罰に対する意識を取り上げることは、筆者の恣意で
は無い。
　森田によれば、いじめとは、「同一集団内の相互作用過
程において優位に立つ一方が、意識的にあるいは集合的

に他方にたいして精神的・身体的苦痛を与えること」と
定義される（森田，1986，2010）。
　森田は集団や人間関係があるところには様々な優劣関
係（力のアンバランス）が生じると考え、その優劣関係
の優位に立つ一方が自分の力を濫用することで「いじめ」
は起こるととらえている。
　そして、この関係性は各種ハラスメント（上司と部下、
親と子、教員と学生、夫と妻など）においても同様であ
るということを述べている。すなわち、森田の定義に従
えば、いじめと体罰は同一の平面上にある行為なのであ
る。
　国立教育政策研究所の「いじめ追跡調査2007-2009」

（2010年6月）によれば、いじめの要因となる各種スト
レッサーを抑制する効果が最も高い要素として「教師か
らの支援」が挙げられている（p. 10-11）。体罰を容認す
る教員にストレッサーの抑制効果を期待することが可能
なのか。体罰のみを取り上げて意識調査をするだけでは
理解できない学生の教育観把握があり得るのではないか
と考える。
　第二は、それでは大学での講義の意味は何かという自
己に対する問いかけである。先行調査を実施した研究者
は大学での講義で「体罰」の是非を教育的観点・法的観
点から学生に語っているはずである。それらの講義に何
らかの意味があるのか無いのか。学生の意識は、その講
義の反映としてどのように変容していくのか、を検証し
ていくことは、大学教員としての責務であろう。

2.2　研究の方法
　本研究ではクリッカーおよび質問紙により、学生の意
識を調査した。設問は全部で9問とし、いじめに関する
認識を問う設問が6問、体罰に関する意識を問う設問を
3問設定した。
　体罰に関する設問は、筆者が2010年度より継続的に実
施してきた内容とした。いじめに関する設問は、国立教
育政策研究所作成の「いじめに関する校内研修-ツール」
中にある「自己点検シート」から設問を抽出して実施し
た。
　本自己点検シートは、本来教育現場の教員を対象とし
た研修ツールであるため、学生にはそぐわない設問も多
く、学生の立場でも回答ができる設問に絞って6問を設
定した。
　調査は、「生徒指導・進路指導論」を受講した学生に対
して、1回目の授業時に実施し、その後体罰に関する設
問3問は、体罰に関する講義が終了した4回目に再度実
施をし、意識の変容を調査した。
　また、二回目の調査では、体罰に関わる新しい設問も
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用意し、さらに自由記述欄を設定し、意識の変容につい
て学生に記述を求めた。

2.3　調査概要
1）調査対象
帝京大学文学部教育学科初等教育専攻学生および教育学
部初等教育学科初等教育コース学生　
第一回調査　111名
第二回調査99名（1年70，2年24，3年5　男51，女48）
2）調査方法
クリッカーを用いた個別調査（一回目）
質問紙によるアンケート調査（二回目）
3）質問項目
Q1， いじめを行った子どもに対する厳しい指導や、いじめられ

た子どもの人権を最優先する姿勢には、少し神経質過ぎな

いかと疑問を感じている

Q2, いじめを行う子どもや、いじめられる子どもは、だいたい

決まっていると思う

Q3, いじめ対策には学校としての組織的な対応や体制づくりが

必要なのであって、個々の教師の取組に多くを期待されて

も困ると感じている

Q4, 自分たちで問題を解決できる子どもに育てることも大切な

ので、いじめについても教師があれこれ口を出そうとする

のはどうかと感じている

Q5, 子どもというのは、いじめたり、いじめられたりしながら

成長していくものだと思う

Q6, いじめは教師の目が届かない所で行われる事が多いし、イ

ンターネットや携帯電話を用いたいじめなどは学校外で起

きているので、教師や学校に多くを期待されても困ると感

じている

Q7, あなたは今までの学校生活で、体罰を受けた経験がありま

すか？体罰には殴る・蹴る以外に、長時間正座させる、授

業を受けさせない、給食を食べさせないなども含まれます。

また、部活動など正規の教育課程以外の場面も含めます

Q8, あなたは、「学校教育においては、時に体罰が必要となる場

面がある」「体罰がやむを得ない場合もある」という意見に

賛成ですか、反対ですか

Q9, あなた自身が教育現場に行ったとき、体罰をする教員にな

ると思いますか

＊第二回調査ではQ7-9の3問を実施

第二回調査の独自設問

Q. あなたは、体罰を受けたとき、納得と反発（教師への怒り

も含めて）どの程度の割合が多かったと思いますか（例：

納得80：反発20）

Q9
・ あなた自身が教育現場に行ったとき、体罰をする教

員になると思いますか
1．たぶんなる
2．なる可能性がある
3．ならないようにしたい
4．体罰はしない
5．分からない、自信がない

図1　PPTによる設問提示例

3．集計結果

　設問1と5は、「自己点検シート」中「いじめについて
誤った理解をしていないか、いじめに対する思い込みが
ないか、いじめを減らしていく上で妨げになる考え方を
していないか、等について点検していただくためのもの」

（同文書，解説p. 2）、2, 3, 4, 6は「いじめに積極的に取り
組むことを、ためらわせたり、迷わせたりするような事
柄を点検していただくためのもの」（同文書，解説p. 4）
と位置付けられている。なお、すべての設問で「いいえ」
が期待される回答である。以下に結果を示す。

3.1　いじめに関する意識
　全体として、「はい」が上回った質問が4項目見られ、
正確な知識が不足している点、また項目によるばらつき
が大きく、いじめ問題についての理解に差が大きいこと
が確認できる。

表1　いじめに関する意識
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6

いいえ 85 46 54 86 38 51
はい 26 65 57 25 73 60
総計 111 111 111 111 111 111
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図2　全設問の回答結果
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　Q1とQ4は「いいえ」と回答した学生が多い項目であ
るが、それでも2割強の学生が、「はい」と回答している
点は注目すべきである。これらの学生の回答を見ると、
両方の設問に「はい」と回答した学生が8名存在する（男
4名、女4名）。

表2　Q1とQ4のクロス集計
　 教師口出し無用

いじめ神経質 いいえ はい 総計
いいえ 68 17 85
はい 18 8 26
総計 86 25 111

　つまり、この8名はいじめ問題について、「少し神経質
過ぎないかと疑問を感じ」、かつ「教師があれこれ口を出
すこと」に反対するという意識を持っていることになる。
　Q5は、もっとも「はい」と回答した学生が多かった項
目であった。一般論としてこのように尋ねられた場合、
にわかに否定しがたい設問ではあるが、それにしても
65％以上の学生がこのように回答している点について、
本学学生のいじめ問題に関する知識の弱さを確認するこ
とができる。Q5の設問に「はい」と回答した学生と「い
いえ」と回答した学生にその他の回答にどのような特徴
があるだろうか。Fisherの正確検定を用い、Q5とその
他設問をクロス検定したところQ2との間に有意差が確
認された。（両側検定p=0.0427「加害・被害固定=はい」
である確率は、「いじめ成長論」の水準間で異なる）。
　すなわち、いじめの加害者と被害者はある程度固定さ
れているという誤った前提に基づいて「子どもというの
は、いじめたり、いじめられたりしながら成長していく
ものだと思う」と考えている学生が多いことが明らかに
なった。

図3　Q5とQ2のクロス分割表

　Q4 とQ5 に「はい」と回答した学生、すなわち「いじ

めについても教師があれこれ口を出そうとするのはどう
かと感じ」かつ「子どもというのは、いじめたり、いじめ
られたりしながら成長していく」と回答した学生はどの
ような学生だろうか。14名の学生（男7，女7）の、その
他の回答を表4に示す。

表3　Q4とQ5 はいと回答した学生の動向
ID 状況 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6
2 pre はい いいえ はい はい はい いいえ
6 pre はい はい はい はい はい はい
26 pre はい いいえ いいえ はい はい いいえ
33 pre いいえ いいえ はい はい はい はい
49 pre いいえ はい はい はい はい はい
53 pre いいえ はい はい はい はい はい
65 pre いいえ はい いいえ はい はい はい
70 pre いいえ はい はい はい はい はい
73 pre はい はい いいえ はい はい はい
89 pre いいえ はい いいえ はい はい いいえ
95 pre いいえ はい はい はい はい いいえ
96 pre はい いいえ はい はい はい はい
99 pre いいえ はい はい はい はい いいえ
101 pre いいえ はい はい はい はい はい

　特徴的な点として、これらの学生はいずれの質問にお
いても「はい」と回答する傾向があるということである。
特にQ3では回答者全体としては「はい」と「いいえ」が
ほぼ半々に分かれているが、これらの学生では、「はい」
を選択した学生が14名中10名となっていた。このこと
から、これらの学生は、いじめ問題を軽視する傾向が強
く、そのために例えばQ3「個々の教師の取組に多くを期
待されても困ると感じている」と思うのではないかと推
測できる。
　次にQ1からQ6までのすべてをクロス集計し、χ二乗
検定を実施した。回答に有意差が見られたのはQ3とQ4
の組み合わせであった。

図4　Q3とQ4 のクロス分割表
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　すなわち、「いじめについても教師があれこれ口を出
そうとするのはどうかと感じている」学生ほど「個々の
教師に多くを期待されても困る」と回答する傾向が有意
に多いことが分かる。

表4　Q3とQ4のクロス集計
度数 いいえ はい 　
行％    

いいえ 45 6 51
 88.24 11.76  

はい 41 19 60
　 68.33 31.67  
 86 25 111

　以上のことから、「いじめを行う子どもや、いじめられ
る子どもは、だいたい決まっていると思う」という誤っ
た知識が前提となり、「子どもというのは、いじめたり、
いじめられたりしながら成長していく」との「経験知」
がそれを支え、それゆえに「いじめについても教師があ
れこれ口を出そうとするのはどうかと感じ」る傾向が強
くなり、「個々の教師に多くを期待されても困る」と考え
るようになるのでは、という一連の思考経路を推測する
ことができる。
　
3.2　体罰に関する意識
　まず、自身の被体罰体験（Q7）では、体罰を経験した
学生が64名、およそ6割となっている。特に部活での体
罰は日常的であり、それもいわゆる「連帯責任」のよう
な形で行われていることが学生の自由記述から分かる。
　次に、Q8「あなたは、「学校教育においては、時に体罰
が必要となる場面がある」「体罰がやむを得ない場合も
ある」という意見に賛成ですか、反対ですか」という質
問に対する第一回調査の回答結果を図5に示す。

図5　体罰に対する考え方

　この数字は、設問の内容の差異はあるにせよ、先行研
究に比べても、また、過年度の本学学生の意識調査と比
較しても突出して多く、どのような体験に基づく考え方
なのか、本学学生の意識を改めて調査・研究する必要性
を感じる。
　最後に、Q9「あなた自身が教育現場に行ったとき、体
罰をする教員になると思いますか」については、第一回
調査では表5の結果となった。

表5　体罰をする教師になると思うか
体罰をする教師になるか 集計 ％
たぶんなる 4 3.6
なる可能性がある 17 15.3
ならないようにしたい 42 37.8
体罰はしない 45 40.5
分からない、自信がない 3 2.7

総計 111 　

　この設問については、先行研究事例が少なく、比較を
することができない。ただし、筆者は毎年、生徒指導・進
路指導論で尋ねており、概ね例年と変わらない回答状況
であると考えている。すなわち、「たぶんなる」「なる可
能性がある」といういわば、確信犯的な学生が2割前後
存在するということである。
　次に、「体罰容認」の59％の学生はどのような学生な
のか、クロス集計を行ってみた。まず、自身の被体罰体
験の有無による有意差を検定してみた。

表6　体罰被体験と体罰容認態度
体罰やむを得ない

体罰体験 賛成 反対 分からない 総計
いいえ 25 18 4 47
はい 40 18 6 64

総計 65 36 10 111

　χ二乗検定では有意差は見られなかった（p=0.5251　
「分からない」をデータから除外しても有意差無し）が、
　体罰を受けてきた学生の方がむしろ体罰を容認する傾
向が高いことに気付く。男女の性差については図5の結
果となり、男性が女性に対して体罰を容認する傾向が強
いことが分かった。（p=0.0295）
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図6　Q8に対する男女の回答差

　それでは65名（59％）の学生は、Q9についてどのよ
うに回答をしているだろうか。当然ではあるが「たぶん
なる」と回答した4名は体罰容認群の学生であった。こ
こで、回答「たぶんなる」「なる可能性がある」と回答し
た学生を「可能性群」、「ならないようにしたい」「分から
ない、自信がない」と回答した学生を「不明群」、「体罰は
しない」と回答した学生「拒否群」とまとめると結果は
表8のようになった。　

表7　Q8とQ9のクロス集計
　 可能性群 拒否群 不明群

賛成 17 16 32
反対 3 24 9
分からない 1 5 4

χ二乗検定を行った結果、賛成群では「体罰はしない」
と回答した学生が、反対群に比べて有意に少なく、逆に
反対群では「体罰はしない」と考える学生が多いことが
分かる。（p<0.001）

3.3　体罰といじめに対する意識の関係性
　今回、仮説として提示したいじめに対する認識と体罰
に関する意識の関係はどうであろうか。
　Q1からQ9までの全ての設問をクロス集計し、χ二乗
検定を実施した結果以下の3項目で有意差が見られた。
1）Q3とQ8の関係

表8　体罰に対する態度 とQ3 のクロス集計
Q3教師期待困る

Q8体罰やむを得ない いいえ はい 総計
賛成 25 40 65
反対 23 13 36
分からない 6 4 10

総計 54 57 111

　表8に見られるように、「あなたは、「学校教育におい
ては、時に体罰が必要となる場面がある」「体罰がやむ
を得ない場合もある」という意見に賛成と回答した学生

（賛成群とする、以下同じ）ほど、Q3「いじめ対策には学
校としての組織的な対応や体制づくりが必要なのであっ
て、個々の教師の取組に多くを期待されても困ると感じ
ている」に「はい」と回答する傾向が見られる（p=0.0363）。
つまり、体罰を容認する学生ほど、個々の教師の取り組
みに対して疑念的であることが分かる。
2）Q4とQ8の関係

表9　体罰に対する態度とQ4 のクロス集計
Q4教師口出し無用

Q8体罰やむを得ない いいえ はい 総計
賛成 46 19 65
反対 30 6 36
分からない 10 0 10

総計 86 25 111

表9からは、賛成群の学生ほどQ4「自分たちで問題を解
決できる子どもに育てることも大切なので、いじめにつ
いても教師があれこれ口を出そうとするのはどうかと
感じている」に賛成する割合が有意に高いことが分かる

（p=0.0243）。
3）Q6とQ8の関係
　ここは、体罰にたいする態度でもっともはっきりと意
見が分かれた箇所である。Q7「いじめは教師の目が届か
ない所で行われる事が多いし、インターネットや携帯電
話を用いたいじめなどは学校外で起きているので、教師
や学校に多くを期待されても困ると感じている」に対し
て、賛成群では、「はい」と回答した学生が多く（67.6％）、
それ以外の群では「いいえ」と回答した学生が多くなる
という逆転現象が起きている。

表10　体罰に対する態度とQ7 のクロス集計
　 Q7教師学校期待無理

Q8体罰やむを得ない いいえ はい 総計
賛成 21 44 65
反対 23 13 36
分からない 7 3 10

総計 51 60 111
N=111，χ二乗値=12.047，p=0.0024

以上の結果から、体罰賛成群の学生に特徴的な点として、
いじめに対する教師の関わりを軽視、もしくは否定的に
考える傾向が強いことが伺えた。そもそも体罰賛成群の
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学生は、子ども同士のいじめに教師があれこれ口出しす
ることに消極的であり、その結果として「個々の教師に
多くを期待されること」「教師や学校に多くを期待され
ること」を困ると考えているのだと推測される。

4．考察

　まず、本学教育学部の学生が体罰に関して、高い肯定
感を持っている点に留意したい。学生の自由記述を読む
と
・ 言葉だけでは伝わらない場合があるから（1年、女）
・ 何度同じ事を言っても聞かない児童には体罰が必要と

なる場合もあると考えているから（2年、男）
・ 自分は体罰を受けた経験があるのですが、受けた時は

先生に対して腹立たしい気持ちはあったが、今となっ
ては良い経験だと思えるからです（1年、男）

・ 体罰が法律に違反する行為であっても、子どもには
言って聞かない子どもが多いので、最終的な手段とし
て体罰は必要ではないかと考える（1年、男）

・ 児童の指導には、時に「体を通した指導」が効果があ
ると考えるからである。全ての体罰を賛成するわけで
はないが、「学校の規律」や「児童の人間性を伸ばす」
ためには必要であると考える（3年、男）

　このように自身の経験や「信念」を基にして、体罰賛
成論を展開する学生が多いことに気付く。教育という分
野は、こうした「経験知」が比較的有効な側面は確かに
ある。しかし、体罰が子どもに与える否定的な影響は既
に科学的・学問的に明らかである。こうした視点を形成
する講義内容が特に本学においては必要なのではないか
と考える。
　次に、学生のいじめに対する認識と体罰に対する意識
には一定の相関関係が見られることが明らかになった。
体罰に肯定的な学生ほど、いじめ問題に対する関わりに
消極的であり、かつ教師一人一人の役割やはたらきにつ
いて懐疑的な傾向があることが分かった。
この思考の要因は以下の三点かと考える。
第一に、体罰賛成群の学生は
・ 子どもはいじめたりいじめられたりしながら成長する
・ 教師がいじめについてあれこれ口を出すことは正しく

ない
というある種の「信念」を持っている割合が有意に高い
わけであるが、その背景には児童の心理に対する「鈍感
さ」があると考える。
　受講生の中でも「中学校の時、目の前で友達が体罰さ
れているのを見てその時、すごい衝撃を受けて、友達が
可哀想だと思ったし、その時の先生の様子もすごい怖く

見えた。体罰による、周りの子どもへの影響もすごい大
きいと思った」（1年、女）と、周囲への否定的な影響を
記述している学生がいる。こうしたことへの「鈍感さ」が、
いじめ問題でも「ささいな現象」の背景を察知する、丁
寧できめの細かい指導を忌避する（面倒に思う）考えに
つながるのではないだろうか。
　第二に、体罰を肯定する発想の背景には、かつての自
分が「力の不均衡」の強者の側にいた経験、例えば部活
での先輩という立場、があるのではないかと考える。こ
のことが、いじめ問題についても、軽視する傾向を生む
のではないかと考えた。森田が提起する「いじめの四層
構造」に当てはめれば、自身がいじめの加害者ではなかっ
たにせよ、「観衆」「傍観者」の立場にいた学生が多かっ
たのではないか。この点は、調査をしたわけではないの
で推測に過ぎない。今後、調査をしてみたいと考える。
　第三に、教育現場を一種の「閉じた空間」とする発想
があるのではないかと考える。教育というものを児童と
教師の関係性の中だけでとらえ、そこに保護者や社会か
らの関与があることを望まない、いわば「古い」タイプ
の教育像・教師像があるのではないか。
　Q7「いじめは教師の目が届かない所で行われる事が多
いし、インターネットや携帯電話を用いたいじめなどは
学校外で起きているので、教師や学校に多くを期待され
ても困ると感じている」の設問に対して、「はい」と回答
した学生が突出して多かった理由ではないかと考える。
　
　こうした初年次および2年次学生に対して一種の「意
識変革」を学問的に迫る役割が「生徒指導・進路指導論」
には必要である。それでは、この役割は十全に果たされ
ているのだろうか。
　体罰についての一回目と四回目の意識調査の結果とそ
の比較を以下に示す。

表11　Q8に対する意識の変化
賛成 反対 分からない 総計

pre
65 36 10 111

58.6％ 32.4％ 9.0％ 　

post
43 37 19 99

43.4％ 37.4％ 19.2％ 　

体罰についての講義を受講した後であるため、賛成群の
学生は43.4％と減少をしているが、一回目との差異15％
の学生は1:2の割合で「反対」と「分からない」に変化を
している。つまり、体罰の与えるマイナスの影響につい
て理解はしつつも「迷う」学生が多く、また、4割以上の
学生に対しては、その「信念」に変化を与えることがで
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きていない。

表12　Q9に対する意識の変化

たぶんなる
ならないよ
うにしたい

なる可能性
がある

体罰はしな
い

分からない、
自信がない

総計

pre
4 42 17 45 3 111

3.6％ 37.8％ 15.3％ 40.5％ 2.7％ 　

post
3 47 13 35 1 99

3.0％ 47.5％ 13.1％ 35.4％ 1.0％ 　

Q9 「あなた自身が教育現場に行ったとき、体罰をする教
員になると思いますか」という設問に対しては、「体罰は
しない」が減り、「ならないようにしたい」が増えている。
これは、以下のような学生の心情があるのではないかと
思われる。
・ 講義を受け、先生の「しないと思ってもする」という

言葉が響き、心持ちとしては「ならないようにしたい」
ということにしました（2年、男）

・ 子どものためを思って体罰をして、親から反感をかい
たくない。もし教師を続けていけなくなったら嫌だか
ら。そこまでのリスクを考えると、私は体罰はしない
です（1年、女）

　端的に「職を失いたくないから」と書いてきた学生も
複数おり、根底に功利主義的な発想がある学生が比較的
多いことが分かった。
　もちろん、公務員としての教員の法令違反に対する処
分の重さを語ることで体罰に対する認識を変えることは
必要だが、それが全てではないだろう。私の講義では、
何故体罰はしてはいけないのか、という点について教育
学的な観点から理解させることができていないことが分
かる。
　この場合、例えば「体罰は教育の放棄である」等の教
育論を語ることはあまり意味がない。なぜならば、第一
に、体罰に賛成する学生の多くは体罰の「効果」を自身
の被体罰体験で「理解」しているからである。第二に、で
は何故これだけ多くの学校（履修学生の59％）で、現に
体罰が行われているのかという問いかけに対して説得力
のある回答が持てないからである。
　これらの素朴な経験論を克服しうる学問的な根拠を提
示することが「生徒指導・進路指導論」には必要なので
はないか、と考える。
　

おわりに

　今回、過去三年間実施してきた「生徒指導・進路指導
論」のアンケートを論文にしてみようと考えたきっかけ
は、初回の授業で採ったアンケートにみられる「体罰賛

成群」の多さにある。一体彼らは何故、こうも軽々と法
に反する行為に賛意を示せるのだろう、というある種の
カルチャーショックを覚えた。
　無論、冒頭に述べたようにそうした考えを支持する社
会的な背景があることは事実である。それにしても教育
の専門家を目指すために学び始めた学生の姿として、あ
る種の「傲慢さ」を感じたのも事実である。
　18-19歳程度の若者が持つ貧弱な「物差し」で教育、教
育現場を理解したつもりになってしまうことの「恐ろし
さ」を、改めて教える場が大学教育学部の講義には求め
られるだろう。
　とりわけ初等教育コースの場合、「質保証」「即戦力」
の名の下に、臨床系の科目が増加している。特に本学の
学生の場合、「役に立つ」知識・技能を求める傾向が強く、
教育学基礎科目が等閑視される傾向は否めない。
　教育を基礎から学問的・科学的に捉え直す営みを学生
に求めていく（それは本質的に教育に哲学を求めること
だろうが）ことが、必要なのではないか。また、期待も込
めて言うなら、本学教育学部の学生の水準はそれが可能
なところまで、上がってきているのではないだろうか。
　カリキュラム編成を含め、今後の教員養成のあり方を
考える必要があるのかもしれない。
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