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追悼動画の中で事件についての思いを話す松中さん＝本⽥さん提供

 ⼆〇⼀五年に⼀橋⼤法科⼤学院（国⽴市）の男⼦学⽣＝当時（２５）＝が同性愛者である

ことを同級⽣に暴露（アウティング）された後、転落死してから⼆⼗四⽇で六年。同⼤でＬ

ＧＢＴなど性的少数者の学⽣らを⽀援するサークル「ＬＧＢＴＱ＋ Ｂｒｉｄｇｅ Ｎｅｔ

ｗｏｒｋ」が追悼動画をつくった。同⽇から動画投稿サイト「ユーチューブ」で配信する。

出演者は性の多様性を学ぶ⼤学になってほしいと願いを込めた。（⽵⾕直⼦）

 動画はサークルの代表本⽥恒平さん（２６）＝同⼤⼤学院博⼠課程⼀年＝が企画。ＬＧＢ

Ｔの居場所づくりを進めている同⼤卒業⽣らの団体「プライドブリッジ」の代表、松中権さ

んや、ともに副代表で社会学者の川⼝遼さんと市⺠団体「ＬＧＢＴ法連合会」事務局⻑の神

⾕悠⼀さんのインタビューなどを収録している。

 松中さんは同性愛者であることを公表しており、インタビュー動画で⾃⾝の⼀橋⼤在学中

を「当事者のことを⼩ばかにする会話があってつらかった」と振り返った。また「⼀橋⼤と

⾔えばＬＧＢＴＱ＋、性の多様性について学ぶ⼤学だよね、というようになってほしい」と

訴えている。

 男⼦学⽣は⼀五年六⽉、同級⽣からＬＩＮＥ（ライン）のグループで同性愛者だと暴露さ

れ、次第に体調が悪化。⼤学側に相談したが、クラス替えなどの対応をとってもらえず、同

年⼋⽉に校舎から転落死した。
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【詳報】横浜市⻑選挙 野党⽀

援の⼭中⽒が18万票差で初当

選 菅政権に打撃「厳しい結

果。これが⺠意」
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 動画では、遺族が損害賠償を求めて同⼤などを提訴し、控訴審で⼆〇年⼗⼀⽉、アウティ

ングを「⼈格権ないしプライバシー権などを著しく侵害する許されない⾏為」と認めた判決

が出され、その後に確定する経過を説明。裁判資料も踏まえて事件を紹介している。神⾕さ

んは動画で「事件があって変えようという動きが出ている。⼀橋、変わったよねと⾔われる

ことはとても⼤事」と話した。

 動画作成に参加した同サークルメンバーの松下倫⼦さん（１８）は「学部⽣の中でも事件

を知らない⼈が多い。⼀橋⼤⽣に⾒てほしい」と話した。本⽥さんは男⼦学⽣の妹と友⼈

で、命⽇に学内に献花台を設けるなどの活動をしてきた。「⼀橋⼤が今後どう変わっていけ

るのか動画から感じ取ってほしい」と語った。

 動画配信では⼆⼗五〜⼆⼗七⽇、各インタビューのロングバージョンも順次、公開する。

詳しくは「ＬＧＢＴＱ＋ Ｂｒｉｄｇｅ Ｎｅｔｗｏｒｋ」で検索。サークルホームページ

で遺族へのメッセージも募っている。

関連キーワード

東京

PR情報

＜新型コロナ＞⼊院先が1週間以上決まら

ず、⾃宅療養中に死亡 東京の70代⼥性

 東京都は２３⽇、新型コロナウイルスの感染者が

新たに２４４７⼈報告されたと発表した。前⽇と⽐

べ、⼊院患...

8⽉23⽇  �

夏休み延⻑や臨時休校…増える⼦どもの感

染、⾸都圏の学校の対応は？全授業をオンラ

インに切り替える学校も

 新型コロナウイルスの感染拡⼤が続く中、⾸都圏

の学校の多くが今週から新学期を迎える。⽂部科学

省は学びの...

8⽉23⽇  �

歌舞伎町でホームレスに暴⾏か 15歳を書

類送検 ツイッターに動画拡散

 東京・歌舞伎町の路上でホームレスの男性の頭を

踏み付けたなどとして、警視庁新宿署は２３⽇、傷

害の疑いで...

8⽉23⽇  �

⼩池知事、パラ学校連携観戦を「より⼀層安

⼼に」と意欲…授業は「感染リスクが⾼い活

動は中⽌を」

 東京都の⼩池百合⼦知事は２３⽇、開会を翌⽇に

控えたパラリンピックを児童⽣徒が観戦する「学校

連携観戦プ...

8⽉23⽇  �

＜新型コロナ・23⽇＞東京都で新たに

2447⼈感染、重症者は272⼈

 東京都は２３⽇、新型コロナウイルスの感染者が

新たに２４４７⼈、死者５⼈が確認されたと発表し

た...

8⽉23⽇  �

明治期の鉄道遺構「⾼輪築堤」の⼀部を史跡

指定へ ⽂化審議会が萩⽣⽥⽂科省に答申

 ⽂化審議会は２３⽇、１８７２（明治５）年に東

京・新橋と横浜を結ぶ⽇本初の鉄道が開業した際に

造られ、東...

8⽉23⽇  �

東京の新着 記事⼀覧 �

渡辺省亭 ―欧⽶を魅了した花⿃画―

幻の名匠、初の回顧展。7⽉17⽇〜8⽉29

⽇、静岡県三島市の佐野美術館で開催

ゴッホ展──響きあう魂 ヘレーネとフィ

ンセント

9⽉18⽇から東京都美術館にて開催

動物の絵 ⽇本とヨーロッパ

古今東⻄の動物を描いた絵画を展覧。9⽉

18⽇〜11⽉28⽇、府中市美術館で開催

ニュース深掘り講座〜オンライン〜

論説委員、記者がニュースを徹底解説。

7/15、8/12、9/16、全3回

DC展 スーパーヒーローの誕⽣

スーパーヒーロー集結！6⽉25⽇〜9⽉5

⽇ 六本⽊・東京シティビュー

＜東京新聞の本＞

ネコが⻑⽣きする処⽅箋 専⾨医が教える

本当の健康と幸せ

南部美⾹ 著

＜東京新聞の本＞

幕張少年マサイ族

椎名誠 著

東京  主要ニュース  新型コロナ  

＜新型コロナ・22⽇＞東京都

で新たに4392⼈感染、⽇曜で

過去最多 重症者は271⼈

東京  主要ニュース  新型コロナ  
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