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報道機関への公開質問状 

 謹啓 

 時下、益々ご清祥のことと存じます。 

 さて、今般の豊川工業高校陸上部顧問・渡辺正昭先生の指導問題並びに一連

の体罰問題報道等につきまして、以下の公開質問状を提示しますので、真摯に

ご対応くださいますようお願いいたします。 

この書面は、今回取材を受けました私の知る限りの報道機関にお送りいたし

ております。 

今般の問題に関し、私は報道関係者に対し多くの時間を割いて真剣に答え、

意見を開陳して参りましたが、一部機関を除き、充分意を汲まれたとは言えな

い報道がなされたばかりか、情報源が明らかにされない中で、一方的で短絡的

な報道があまりにも多く、憤りを感じております。 

また、３８，０００を超える署名（当初の３７，８０８＋その後の４００名

以上、追加提出）への評価などが一切なされずにきたことは、報道機関のある

べき姿を問われるものであると考えます。 

こうした経緯に照らし、報道機関には、この公開質問状を無視せず正面から

お答えいただく責務があると存じます。 

また、末尾にケース毎の質問と○×の回答欄を設けました。こうしたことは、

ケースバイケースなので外面的な質問には答えられない、というのであれば、

一連の体罰報道を外面的、短絡的に報道してきた各機関の本質的な責任が問わ

れると存じます。 

教育の方向性を誤ると、長期にわたる大きな社会問題となること、その方向

性に関し報道機関は大きな社会的責任を負っていること、また、教育について

哲学的に根本から問い直す時期にきていることを念頭にあえて恥を顧みず質問

させていただきます。 

今回接した多くの記者やテレビ関係者からは、『正直、これが無名の学校のこ

とだったら取り上げない』・『報道機関は単なる伝達屋』・『体罰を全面的に否定

するつもりはありません』・『空想・・・』・『学生時代、自分も先生に殴られた

ことがあるが、先生の愛情と受け止めています』というさまざまな返答を受け

ており、各位それぞれ自身の言葉で、本物のジャーナリストらしい見識ある回

答を願う次第です。 

謹白 



記 

■質問 （順不同です） 

 

① 報道機関による体罰報道という『社会的な作用』に対し、地域社会を中心に

約３８０００あまり（当初の３７，８０８＋プラス分）の『反作用』として

の署名が集まり取り纏められました。その意味をいかにお考えで、その価値

をどう捉えておみえになるでしょうか。これだけの数の署名について、正面

から向き合った回答をお願いいたします。さらに、渡辺先生に感謝している

人々にどれだけ取材をなさったのでしょうか。その具体的な取材方法をお答

えください。 

② 署名に際し、代表発起人は個人情報の全てを公開しました。一方、作用させ

た側の報道機関は、情報源の公開を行なっておりません。情報源の公開なし

に報道するのであれば、捏造や歪曲、あるいはある種の企図にそった操作や

誘導はいくらでも可能です。それでいて、一旦報道されれば、それは、その

まま事実であるかのように社会の中に浸透していきます。情報源の公開と反

証の機会を設けるべきです。いつ、どこで、どの記者が、誰に、どのように

取材し、また裏を取ったのか、お示しください。また記者名が記された署名

記事もほとんど見受けられませんが、いかなる理由でしょうか。 

③ 報道にさきがけ、豊川工業高校陸上部の練習や試合をじっくり取材し、見た

ことがある記者はいかほどいたのでしょうか。また、陸上部の方針や成果に

ついてご存知だったのでしょうか。私のところには、まったく知らない中で

私に簡単な取材を行ない、翌日にはひどい体罰として報道したものが多々あ

りました。ものごとの『光と影』を論じる場合、光の部分を知っていなけれ

ば影を論じるに値しません。渡辺先生をはじめ、部員や周囲の人々の２０年

にわたる努力と研鑽の日々を、その一日一日がどんなに尊いものであったか、

見たこともない者が一瞬にして否定できるとは思いません。各位がどの程度、

陸上部のプロセスや実績、そして周囲への影響等をご存知だったのか、詳細

に回答ください。 

④ 言葉の定義をお願いします。『暴行』『暴力』『体罰』『励まし』『気合』『抱擁』

『身体指導』・・身体接触をともなう言葉を定義ください。また、そもそも

『体罰を全面的に否定するつもりはない』とする主旨のことを発言した記者

は複数おります。こうした身体接触の在り方について、報道機関としてどう

いう見識をお持ちか、他人の言葉を借りず、ジャーナリストとして、自身の

言葉でお答えください。 

⑤ 「体罰はしてはならぬと法律に書いてあるから、あってはならない・・・」

と、一部記者が論じております。むろん法律を順守する義務は深く承知して

おりますが、しかし、法の精神やその是非、つまり法について論じられない

言論機関というのは、社会的な役割を果たしているといえるのでしょうか。

言論機関における法律論言及の是非をいかにお考えかお示しください。 



⑥ 今回の体罰問題の報道のなかで、一部の記者から、「体罰は必ずしも一様に

問題だとは思わない」という声を複数聞きました。報道機関として、一記者

の意見や考えを封じ込めたことはない、と断言できますでしょうか。 

⑦ マスコミは、有名レスラーのビンタをはじめ、有名作家が舞台上で有名映画

監督を殴ったことや有名プロ野球監督の鉄拳などを美談として報じてきま

した。そうした報道の真意をお教えください。また、番組中の暴力行為や激

しい暴行シーン等についていかにお考えでしょうか。 

⑧ 今回テレビ関係者からの取材を受ける中で、撮影スタッフに対し『テレビの

現場でアシスタントディレクターが殴られているのを、私は何回も見たこと

があり知っています。ありますよね』と聞くと、ほとんどのスタッフが頷き

ました。マスコミの現場にこそ、身体接触行為があるのではありませんか。

外部スタッフをはじめ全ての関係者への調査をなさってはいかがでしょう。 

⑨ 報道機関の方々の中で、教育現場に身を置き、長い時間、児童・生徒と向き

合い、ともに悩み、励まし、叱り、褒め、失敗し、あるいは間違いをおかし、

立ち直り、という生身の人間としての教育の実体験や現地経験等を継続的に

積んだ方、あるいは、その過程を間近で長く見てきた方がおみえになります

でしょうか。おみえならお会いし語り合いたいと存じます。お教えください。 

⑩ 『医は仁術である』というのが医療従事者の根本哲学であることは周知の事

実です。では教育はなんでしょうか。『教育は愛である』という考えは賛同

に値しますでしょうか。 

⑪ 心や愛という目に見えないものでは議論できないというのであれば、もはや

教育の議論は成り立ちません。教育とは数字や単純な結果で表される外形を

みるのではなく、子どもの心の成長をこそ見ようとし、それを願い導くもの

であるからです。そうした見解をおもちでしょうか。 

⑫ 子供の成長のためには、身体的苦痛や精神的苦痛を乗り越えることが必要だ

と思います。しかし、報道の風潮は『ただ優しく』『ただ自由に』『ただ思う

ように』という方向へ流れているように感じます。子どもたちにとって何の

苦痛もない、快適でストレスのない教育環境や教育現場をこそ望んでおられ

るのでしょうか。また、厳しさや苦境、困難というマイナスの環境も子ども

たちの成長には必要であるとしたら、どういう方法でそうした状況を設け、

また厳しさを伝えていけばよいのでしょうか。 

⑬ 『受傷』は決して、身体接触だけによってもたらされるものではありません。

言葉の暴力でも、また身体接触を伴わない身体的指導でも『受傷』すること

がありえますが、この点は理解できますでしょうか。 

⑭ 体罰と称される問題を『セクハラやパワハラと同じだと思う』と語った記者

がいましたが、本質が違います。なぜなら、セクハラやパワハラは当該行為

を受けた者がそう感じた瞬間に、問題そのものが生じているのに対し、教育

的指導の場合は、その時点においては、反発したり悔しい思いをしたり理解

さえできなかったとしても、のちのち、それも１０年も２０年も経ってから、



指導の意味や愛情が理解され、感謝されるということが多々あります。教育

の根本はこの『時間性』にこそあります。理解できますでしょうか。 

⑮ 愛知県の高校の退学者数と転校者数とその理由の詳細をご存知でしょうか。 

⑯ 本件とは直接関係のない事がらですが、いじめ問題の報道では『いじめ撲滅』

と称し、いち早い発見と大人たちによる適切な対応を求める論調がほとんど

です。しかし、いじめの問題の根本は、『いじめられている友を守れ！助け

なさい』と大人たちが子どもたちに言えないところにあると考えます。なぜ

言えないのかと言えば、大人たちが友を守ることをせず、すぐ、行政に問題

を預け、警察に頼る生活を送っているからです。まず、当事者に最も近い者

たちが、問題解決に立ち上がる姿勢が重要なはずで、それでも解決できない

ときに、次の方法がとられるべきではないでしょうか。大人たちに自らの力

で問題の解決に向かう決意と強い意思と何より勇気がないからこそ、子ども

に『友を守れ！』と言えないのです。報道機関が、『友を守れ！』と言うの

をほとんど見たり聞いたりしたことがありませんが、なぜでしょうか。 

⑰ このままの単純化した報道が続けば、『何もしない先生が一番いい先生』と

なってしまいます。『成長してもらいたい』と、心から願う指導者は、その

気持ちが強ければ強い程、さまざまな事象や問題を抱えます。私は、身体の

接触を伴う指導者の愛のほとばしりは、時としてありうる、と考えています。

【決して暴力や暴行を容認しているものではありません】。しかし、それら

がすべて一様に問題行動として論じられるのであれば、一切何もしない先生

が一番いいことになります。情熱をもった指導者が、成功と失敗の狭間で苦

悩しながら、人の成長に心を砕く人間活動に、社会はエールをおくるべきと

考えます。見解をお示しください。 

⑱ 今回、『勝利至上主義』という言葉で同部や同先生を糾弾してきたマスコミ

ですが、全く異なります。取材が全然ないか不十分なまま、イメージを先行

させた報道機関の責任は極めて重たいものです。もし、証拠があるというの

なら具体的にお示しください。反対に、明らかに勝利至上主義を取る学校や

部活動を見過ごしていないと断言できますでしょうか。 

⑲ ところで、『勝利至上主義』を社会に広く蔓延させたのはマスコミではない

でしょうか。オリンピックでのメダルの数や世界大会での結果や優劣だけを

論じ、単純化した報道姿勢をとってきたマスコミはその責任と社会的役割を

どうお考えでしょうか。ちなみに、私は、ものごとの価値はプロセスの中に

こそある、と考えております。 

⑳ 最後に、単なる伝達屋ではない『ジャーナリスト』とはいかなるものである

か、お答えください。そして、ジャーナリストとして、私のように個人的に

論戦を挑む者にいかに向き合っていかれるのか、基本姿勢を回答ください。 

 

 

 



 

 

■ケーススタディ【容認されると考える場合は○を、容認できない場合は×を】 

番号 ケース ○× 

１ 野球の伝令役の肩を叩いてグラウンドに送り出す  

２ 代打の選手を送り出す時に、お尻を強く叩く  

３ 「泣くな。強くなれ！」と怒鳴る  

４ 「努力なんかしなくてもいいよ」と、いつもなぐさめる  

５ 練習を完結できない選手に対し、「お前なんか、やめちゃえ！」

と怒鳴る 

 

６ 暴力をふるってきた生徒にやられ放題となる  

７ 暴力をふるってきた生徒にやりかえす  

８ 授業で話しを聞かない生徒を無視する  

９ 授業で話しを聞かない生徒に厳しく注意する  

１０ 授業で話しを聞かない生徒にチョークを投げる  

１１ １０分間、正座をさせる  

１２ ３０分間、正座をさせる  

１３ ６０分間、正座をさせる  

１４ １２０分間、正座をさせる  

１５ 剣道師範が竹刀の先で生徒の手元を小突きながら竹刀の握り

を直す 

 

１６ フルコンタクトを旨とする空手の流儀の指導の中で、先生や

先輩が相手をうちのめす 

 

１７ 僧侶がきょうさく（あるいはけいさく）という木の板で座禅

研修を受けている生徒を叩く 

 

１８ ふらふらになるまで、ランニングさせる  

１９ ラグビーで倒れた生徒にバケツで水をかける  

２０ ラグビーで倒れ意識朦朧とした選手に試合を続けさせる  

２１ 練習で水を飲ませない  

２２ 練習の合間に、一定量の食事を強要する  

２３ うれしい時、感激した時に同性の生徒に抱きつく  

２４ うれしい時、感激した時に異性の生徒に抱きつく  

２５ 「がんばれ。死ぬ気でがんばれ」という  

２６ 「必死でやれ！死にはしないから」という  

２７ 「俺の目を見て話せ！」と強要する  

２８ 反抗・反発する生徒を無視する  

２９ モンスターペアレントに言われ放題となる  

３０ モンスターペアレントに言い返す  



３１ 暴力的威嚇に対し、すぐに警察沙汰にする  

３２ 暴力的威嚇に対し、自らがまず対処する  

３３ 喫煙した生徒に「たばこって美味しいよな・・」と同調する  

３４ 喫煙した生徒のたばこを取り上げ、返さない  

３５ だらしなくしている生徒の制服のネクタイに直接触り、首元

までギュッとしめ直す 

 

３６ 授業が終わると、部活動をサボって帰ろうとする生徒の手を

強引に引いて練習させる 

 

３７ テストでカンニングした生徒が泣きながら「もうしませんか

ら今回だけは許してください。お願いします」というのを許

さない 

 

３８ 修学旅行で「嫌いな人と一緒の部屋はイヤです」という生徒

の部屋を変更する 

 

３９ 約束が達成されたら「よかったね」とごほうびを用意する  

４０ 「こんなごほうびが待っているからがんばれ」という  

４１ 何度注意しても直さない長髪の生徒の髪を学校で切る  

４２ 何度注意しても過剰な爪の装飾をしている生徒の爪の装飾を

学校で取りさる 

 

４３ 「殴れるもんならやってみろ」と挑発してくる生徒の前から

逃げる 

 

４４ 「殴れるもんならやってみろ」と挑発してくる生徒を殴る  

４５ 「殴れるもんならやってみろ」と挑発してくる生徒のことを

校長にいいつける 

 

４６ 何があっても、決まりだからと定時で帰る  

４７ 卒業までが先生の仕事の対象であると考える  

４８ 工作機械を誤って危険な操作をした生徒の手元をはたいて、

操作をやめさせる 

 

４９ ふてくされて反省がないと判断される生徒の目をじっと見て

長時間対峙する 

 

５０ いじめを受けた子の親が、「やり返してきなさい」といった

のを聞き、「やりかえしてきなさい」といった親を注意する 

 

 

■この公開質問状を紙面や放送にて完全に公開していただくことを希望します。

（この公開質問状は、教育委員会をはじめ、各所に配布します。また、ホーム

ページにアップし、また回答もそのまま公開することがあります） 

 

荻野滋夫  携帯 090－9921－7307 自宅 0532-54-7485 ＦＡＸ0532-33-1431 

メール：ogino194@ruby.ocn.ne.jp 住所：愛知県豊橋市中柴町１２番地 
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