
Can Siri answer !e question?

Several Ways to Escape 
Sexual/SOGIE Harassment

一橋大学でセクシャル/SOGIEハラスメントから逃げるいくつかの方法



ハラスメントとは、広義には「⼈権侵害」であり、相⼿に対して⾏
われる「嫌がらせ」、「いじめ」のことです。その対象は、性別、宗
教、社会的出⾃、⼈種、⺠族、国籍、信条、年齢、職業、⾝体的特
徴、セクシュアリティなどの属性、または広く⼈格に関することなど
多岐にわたります。とりわけ、性的な⾔動または固定的な性別規範の
押しつけなどで、⾁体的、精神的に苦痛や不快感を与えるものを「セ
クシュアル・ハラスメント」といいます。

中でも、性的指向または性⾃認、性表現に関するものは「SOGIE
（Sexual Orientation/Gender Identity and Expression）・ハラ」と呼ば
れ、性的指向または性⾃認、性表現に関連した差別的な⾔動や嘲笑、
不当な扱いはもちろん、本⼈の同意なしにその⼈の性的指向や性⾃認
について暴露する「アウティング」もこの中に含まれます。他にも、
地位や権限の優位性を利⽤して、⼤学や⼤学院などで起こる「アカデ
ミック・ハラスメント」や職場における「パワー・ハラスメント」な
どが存在します。⼀橋⼤学においては「国⽴⼤学法⼈⼀橋⼤学ハラス
メントの防⽌等に関する規則」や「ハラスメント防⽌ガイドライン」
に沿って、ハラスメント相談室の相談員がハラスメントの対応をする
ことになっています。

ハラスメントはニュースやフィクションの中だけのことではありま
せん。実際、⼀橋⼤学内でもハラスメントは起こっています。2017年
に⼀橋⼤学院社会学研究科が実施した「⼀橋⼤学キャンパス内差別実
態調査」では、ジェンダー・性に関する差別またはハラスメントを経
験したことがあると答えた⼈は、全体の35.9％に上りました。ハラス
メントは、決して遠い世界のことではないのです。あなたを苦しめて
いるそれもハラスメントである可能性が⼗分にあります。次に挙げる
のは、セクシュアル・ハラスメント、SOGIE・ハラスメントとなり得
る⾏為の⼀例です。⼼当たりがないか左隣のページに掲載しているセ
ルフチェックで確認してみましょう！

ハラスメントは個⼈間だけでなく、集団の中でも起こります。たと
えば、サークルやゼミ等で、先輩、卒業⽣の集団から嫌がらせを受け
るケースです。この場合、「ルール」や「伝統」といった同調圧⼒か
ら、ハラスメントではないかと疑念を抱いたり、拒否したりすること
がより⼀層難しいことがあります。

LGBTQ+ Bridge Networkでは、研究環境を含むコミュニティでハラ
スメントを受けた際に、少しでも不安を減らした上でハラスメントを
受ける環境から離脱する助けになれたらと考え、役⽴ちそうな制度に
関する資料を作成しました。裏⾯で資料の様⼦を確認してみましょ
う！

※実際に制度や相談機関を利⽤するにあたって、詳しい事情の説明を求
められたりする場⾯がないとは⾔い切れません。現在、⼀橋⼤学には、
ジェンダー・セクシュアリティに関する問題解決の専⾨相談機関は常設
されていません。そこで、もし専⾨の相談員に相談したい場合は、学外
の相談機関もまとめていますので、そちらの資料も⾒てみてください。

Definition of Harassment



Sexual harassment               

□断ってもしつこく連絡をしてきたり、交際を迫ったりしてくる。
□⾃分が望んでいないにもかかわらず、合宿やコンパ、デートに何度も誘われ

る。
□理由をつけて⼆⼈きりになりたがる。
□⼀⽅的に⾃分の⾝体に接触してくる。凝視してくる。
□会議や合宿、部活動等で、お茶酌みや⾷事の⽀度、洗濯などは⼥性に、⼒仕事

は男性という性別役割分担が⾏われる。
□ポルノグラフィーや性的な漫画を⾒せられるなど、卑猥な⾏為を無理強いされ

る。
□耐えがたい猥談が周りで繰り広げられる。
□「派⼿に遊んでいるらしい」などの性的な噂を流される。
□⾃分の服装やスタイルについて⾔及されたり、相⼿の好み、考えを押し付けら

れたりする。

SOGIE harassment

□⾃分が秘密にしているセクシュアリティを SNS 上やゼミ・サークル内で勝⼿に
暴露される。
□「お前ゲイ／レズビアンなんだろ？」等⾃分のセクシュアリティをからかわれ

る、嘲笑される。
□⾃分や家族、友⼈のセクシュアリティを理由にいじめられる、無視される。
□「そっち系なの？」といった憶測でからかうような⾔動を受ける。⾃分のセク

シュアリティを強引に聞き出そうとされる。
□異性愛を前提に、恋愛経験や性体験等についてしつこく質問される。
□恋愛感情や性的欲求を抱かないことを理解されず、否定される。「恋愛したこ

とないなんて嘘でしょ？」「いい⼈紹介しようか？」などと尋ねられる。
□⾃分の性別や恋愛対象を定めていないことや男⼥の⼀⽅に限定していないこと

を理解されない。否定される。「結局どっちなの？」などと決めることを強要
される。
□トランスジェンダーを理由に⼊居を拒否されるなど、不当な扱いを受ける。
□⼾籍や⾝体上の性が⼥性/男性であることをもって、⼥性らしい/男性らしい振

る舞いを強要される。
□ホモネタ／レズネタの会話や、オカマ、レズ、ホモといった侮蔑⽤語の使⽤が
横⾏している。
□講義中に「男なんだから」「⼥のくせに」「⼥に学問はいらない」などの性別
役割意識に基づく発⾔を教官が⾏っている。

harassment
Self-Checklist

CHECK POINT

上記に類するもの、或いは⾃分がつらいと感じていたらそれはハラスメントである
可能性が限りなく⾼いです。もっとも、ハラスメントの認定において、⾏う側の認
識の有無は関係ありません。ハラスメントかどうかを決めるのは、された本⼈⾃⾝
です。尊厳を傷つけられる、不快感を抱く、不利益を受けるような⾔動はすべてハ
ラスメントに当たります。



STARTING POINT

Where did you experience harassment？

どこでハラスメントを受けましたか？

Q
in Dormitory/寮

at Hitotsubashi University/
⼀橋⼤学

How to Handle Harassment You Experience in Dormitories

What if I Experience Harassment in the Club Ac=vi=es?

What if I Experience Harassment in (Research) Seminar or Class?

「研究環境からの離脱可能性について」

⼀橋⼤学内でハラスメントを受けた際、発⽣場所毎に有効となりうる制度を紹介
しています。授業内で受けた場合には「履修撤回制度」が、ゼミ・研究室で受け
た場合には「ゼミナール指導教員変更」が考えられます。修⼠課程⽣、および博
⼠課程⽣については「⻑期履修制度」も有効な可能性があります。

OnlyMaster’s Student

Club ac=vity/サークル

Class or Seminar/
授業・ゼミ（演習）

在学⽣：「⼀橋⼤学内相談窓⼝」

⼀橋学⽣が学内の機関に相談したいとき
：学⽣相談室「いまここ」ならびに保健センターでは、臨床⼼理⼠によるカウンセ
リングが受けられます。ハラスメント相談室では、ハラスメントに関する相談、申
⽴てを受け付けています。もっとも、いずれの機関においても、ジェンダー・セク
シャリティに関する知識や相談経験のある職員が常駐しているわけではありませ
ん。相談するにあたっては、カムアウトをする可能性が⾼いと思います。専⾨の相
談員に話したいと思ったら、NPOや⾃治体が運営する学外の相談先をぜひ参考にし
てください。

「⼀橋寮におけるハラスメントに関して」

寮で思うような⽣活を送れずしんどいと感じたとき、⼊寮に不安があるときに
：⼀橋⼤学⽣が主に住む寮（国際交流会館、中和寮、景明館、国際学⽣宿舎⼀橋
寮）におけるハラスメント対応をまとめた資料です。トランスジェンダー学⽣の
⼊居時およびハラスメント発⽣時の⼤学の対応を紹介しています。対応はあらか
じめ定まっているわけではなく、基本的には学⽣からの⾃⼰申告を受けた後にそ
れぞれの事情に応じて検討されます。担当は学⽣⽀援課宿舎管理係です。
もっとも、申告に当たっては、カムアウトをしなければならないのではという不
安があると思います。そんなときは、専⾨的なサポートを受けられる相談機関と
して、NPOや⾃治体が運営する学外の相談窓⼝の存在も⼼に留めてみてくださ
い。その他、各寮の部屋情報なども掲載しています。⼊居や転居を考える際に参
考にしてみてください。

「ゼミナール指導教官変更」

ゼミまたは第⼀演習でハラスメントを受けて⾟いとき、別のところに移りたいと
思ったときに
：制度としては、学部⽣は3年次から4年次に進む際、または後期課程に2年を超え
て在学する際に主ゼミナールの変更をすることができます。担当は教務課です。修
⼠課程⽣と博⼠後期課程⽣の場合、各研究科によって制度が異なります。研究科に
よっては、学⽣便覧に変更制度が明記されていないところもありますが、できない
ことはありません。
変更をしたくなった時や申請に当たって問題がある時には、説明を求められる可能
性はありますが、教務課または各研究科事務室が個別に対応してくれます。

「履修撤回制度」

授業においてハラスメントを受け、履修を続けるのがしんどいときに
：履修撤回制度は、所定の期間内に履修登録を撤回できる制度です。キャップ
（CAP）を消費することなく履修を取りやめることができます。対象はすべての授
業です。学部⽣、修⼠課程⽣および博⼠後期課程⽣が利⽤できます。撤回はCELS
上で⾏います。その際、撤回する理由は特に聞かれないため、第三者へのカムアウ
トを余儀なくされる⼼配がありません。履修や授業関係についての相談は、教務課
教務第⼀係が担当しています。

「休学制度」

⼤学内でハラスメントを受け、学校から距離を置きたいと思ったときに
：休学制度は、様々な理由で修学することができない場合に、⼀時休学できる制度
です。各学期の途中からでも申請できます。対象は、学部⽣、修⼠課程⽣、専⾨職
学位⽣および博⼠後期課程です。申請時には、休学届と理由書を提出しますが、理
由によらず原則休学は認められます。説明の必要は⽣じますが、申請に当たり、担
当教員の署名・捺印が難しいなど困難があるときには、個別に対応してくれます。
担当は、教務課教務第⼆係です。

「⻑期履修制度」

ハラスメント被害により、フルタイムでの修学が困難なときに
：⻑期履修制度は、通常2年のところ、最⼤4年で修⼠課程を履修できるようにする
制度です。対象は修⼠課程⽣です。進級する時に申請できます。原則、就労者や育
児・介護者または障害や疾病のためフルタイム学⽣として就学が困難な者が対象で
すが、ハラスメントを受けた場合にも使えるかもしれません。担当は、各研究科事
務室です。

学外⽣：「他⼤学の学⽣に向けて」

他⼤学の学⽣がハラスメントを受け、悩んでいるときに
：⼀橋⼤学近くの相談窓⼝として「パラソル（国⽴市男⼥平等参画ステーショ
ン）」を紹介しています。パラソルでは、電話および⾯談によるSOGI相談を⾏っ
ており、専⾨相談員が対応します。市⺠でなくとも、誰でも利⽤できます。ま
た、津⽥塾⼤学⽣であれば、専⾨相談員ではありませんが、津⽥塾⼤学内に「セ
クシュアル・ハラスメント等相談窓⼝」があります。他にも、NPOや⾃治体が運
営する相談先も参考にしてみてください。

精神症状に関するセルフチェックリストを使って、⾃分のこころの健
康状態をチェックしましょう！基本的には、ハラスメントが発⽣して
いるだけでもその環境からの⾃主的な離脱を推奨します。しかし、ハ
ラスメントによって右の症状が１つでも現れている場合は、⼼⾝に異
常を来している可能性があり、精神的に危険な状態です。その場合は
下部で紹介されている資料を利⽤し、ハラスメントが発⽣しているコ
ミュニティから離脱することを「強く」推奨します。

※このセルフチェックは、簡易的な質問事項だけで、精神症状の可能性の有無
を⽰唆する⽬的で作成されたものであり、直接の⾯談を含む医師による診断を
代⽤するものではありません。この結果は、あくまで⽬安ですので、こころの
健康に不安がある場合には専⾨医にご相談ください。
※このセルフチェックは家族や友⼈と⾏えるようになっています。必要に応じ
てご活⽤ください。

□ 周囲からクスクスと笑われているように感じる。
□ 授業やサークルに参加したくないと感じる。
□□⾷欲がなくなったり、黙って⾷べたりするようになった。
□□表情が暗く、視線が合わなくなる。挨拶や周囲との会話も少なくなった。
□ 極度の不安や緊張を感じるようになった。
□ 「楽しい」「嬉しい」「⼼地よい」などと感じなくなった。
□□無気⼒な状態が増えた。
□□飲酒量が極端に増えた。
□□将来に対して悲観的な⾒⽅をするようになった。
□□⾃傷あるいは⾃殺を考える、あるいは試みている・実⾏している。
□□上記以外でうつ病やPTSD等で現れる典型的な精神症状が起きている。

Information
LGBTQ+ Bridge Networkでは、その他NPO法⼈による電話相談サービスに関す
るリストや東京・神奈川・埼⽟・千葉県の⾃治体によるサービスの詳細について
の資料も⽤意しています。資料は⼀橋⼤学Pride Forum Resource Centerか
LGBTQ+ Bridge Networkのホームページで閲覧することが可能です。また、
LGBTQ+ Bridge Networkのホームページでは本資料で紹介している資料の詳細
を公開しています。資料請求はホームページのメールフォームから可能です。

嫌なことをされた時、そんなことで傷つく⾃分がいけない、輪になじめない⾃分
の⽅がだめなのだと⾃分⾃⾝を責めないでください。些細なことだと思い込んで
我慢するのではなく、少しでも⾃分が苦しいと感じたのならそれはハラスメント
であり、その場から離脱してよいのです。逃げることは⾃分を守るための⽴派な
⾏動です。我々LGBTQ+ Bridge Networkはその決断を応援します。

Mental Health
Self-Checklist

Endurance

Breakaway

TURNING POINT

in Class / Seminar or Club Activity ?

授業・ゼミ（演習）or  サークル？

Q



What We Are

CONTACT US
⼀橋⼤学LGBTQ+ Bridge Network

hitu.pride.student@gmail.com
https://hitupride.wixsite.com/lgbtqbridgenet
Twitter: @LGBT_Bridge_Net

LGBTQ+ Bridge Network は、⼀橋⼤学⼤学院社会
学研究科に設置されているジェンダー社会科学研究セ
ンター（CGraSS）と⼀橋⼤学卒業⽣有志団体Pride 
Bridgeとの共同事業であるPride Forumに参画している
⼀橋⼤学学⽣によって運営されてるユースグループで
す。⼀橋⼤学内で暮らすLGBTQ学⽣やアライ学⽣など
ジェンダー・セクシュアリティに関⼼を持つ⼈々が集
うことのできる学内リソースセンターの運営やイベン
ト実施を⾏っています。団体の取組みには以下の通り
です。
・リソースセンターの運営及び⼤学内での⽣活に困難
を抱える学⽣と⼤学内外の⽀援をつなげるリソースの
提供
・学内における啓発活動及びイベントの実施
・学内の学⽣ニーズ調査
・国内外の先進的機関・⼤学の取組みの調査
その他、インタビューなどを通じて情報を収集するな
かから、本学にのあり⽅を明らかにするとともに、
数々の対策を図ります。

LGBTQ+ Bridge Network is a student organization affiliated 
by CGraSS (Center for Gender Research and Social Sciences) 
and Pride Bridge (Almni Volunteer Group) at Hitotsubashi
University. Our goal is to build a community where people of 
all sexual
orientations and gender identities feel heard, affirmed, valued, 
and respected by operating a gender and sexuality resource 
center and organizing educational events.
Examples of our work
- Operating a resource center and providing information on 
(mental and physical) support services available on and off 
campus for students with experiencing difficulties in their 
school lives.
- Educating people through campaigns and events (on 
LGBTQ+ rights/issues)
- Conducting needs assessment surveys on campus
- Conducting research on initiatives by universities and 
institutions inside and outside Japan
- Visualizing the voices of LGBTQ+ students through 
interviews and surveys


