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 キャンパス・ハラスメント防止および問題解決 

 のためのガイドライン 

 

 

この冊子は、日本女子体育大学におけるすべての者が、個人として尊重され、

キャンパス・ハラスメントのない快適な環境のなかで、学び、研究し、働く権

利を保障されるために、本学に集う学生、教員、職員等すべての構成員が認識

すべき事項についてまとめたものです。 

本ガイドラインは、本学の大学院生、学部学生、留学生、科目等履修生等、

専任教員、助手、非常勤講師等の教員、専任職員、嘱託職員およびその他の職

員等に適用されます。またティーチング・アシスタント等名称の如何を問わず、

本学のコミュニティーの構成員と認められる者についても適用ないし準用さ

れます。また、教育実習・保育実習やボランティア活動等に伴う学生と学外者

との教育上の環境においても準用されます。 

 日本女子体育大学はキャンパス・ハラスメントを防止し、良好な教育・研究

環境を確立するために積極的に取り組みます。そして、あらゆる嫌がらせ（ハ

ラスメント）の防止に努めます。 

 

「キャンパス・ハラスメント」は、大学の教育・職場環境において生じる様

々な嫌がらせ（ハラスメント）の総称です。性的言動によるセクシュアル・ハ

ラスメント、勉学・教育・研究に関連する言動によるアカデミック・ハラスメ

ント、優越的地位や職務上の地位に基づく言動によるパワー・ハラスメントな

どを含みます。 

 

 

Ⅰ セクシュアル・ハラスメント 

 

１．セクシュアル・ハラスメントとは 

 「セクシュアル・ハラスメント」とは、勉学・研究・課外活動・就労など

の関係において、相手方の意に反する性的言動によって、相手方に不利益を
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与えたり、不快感を与えたりして、修学・就労上の環境を悪化させることを

いいます。 

 具体的には、研究・教育上または職務上の地位・権限を利用して性的要求

をすること（地位利用型セクシュアル・ハラスメント）、あるいは利益・不

利益を条件に性的要求をすること（対価型セクシュアル・ハラスメント）や、

勉学や職務の遂行を妨げ、教育・研究・職場環境を悪化させること（環境型

セクシュアル・ハラスメント）などがそれにあたります。 

 

２．セクシュアル・ハラスメントを行わないために認識すべき事項 

（１）意識の重要性 

 セクシュアル・ハラスメントを行わないために、本学構成員は次のような

点の重要性を十分に認識してください。 

① お互いの人格を尊重しあうこと 

② お互いが大切なパートナーであるという意識を持つこと 

③ 相手を性的な関心の対象としてのみ見る意識をなくすこと 

④ 異性を劣った性として見る意識をなくすこと 

 

（２）基本的な心構え 

① 性に関する言動に対する受け止め方には、個人間、男女間、そしてそ

の人物の立場等により差があります。セクシュアル・ハラスメントに

あたるか否かについては、相手が不快に思うか否かの判断が重要とな

ります。具体的には、次のような点に注意するようにしてください。 

(1) 親しさを表すつもりの言動であったとしても、本人の意図とは

関係なく、相手を不快にさせてしまう場合があること 

(2) 不快に感じるか否かには個人差があること 

(3) この程度のことは相手も許容するだろうという勝手な憶測をし

ないこと 

(4) 相手との良好な人間関係ができていると勝手な思い込みをしな

いこと 

② もしも相手が拒否し、又は嫌がっていることが分かった場合には、同
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じ言動を決して繰り返さないようにしなければなりません。 

③ セクシュアル・ハラスメントであるか否かについて、相手からいつも

意思表示があるとは限らず、それを同意・合意と勘違いしてはなりま

せん。たとえば、上司や指導教員等といった場合、明確に拒否の意思

表示ができないことも少なくありません。 

④ 勤務、授業・研究時間内又は大学内におけるセクシュアル・ハラスメ

ントにだけ注意するだけでは不十分です。たとえば、学内での人間関

係がそのまま持続するような歓迎会、ゼミナールの酒席等の場におい

ても、セクシュアル・ハラスメントを行わないように注意しなければ

なりません。 

 

３．セクシュアル・ハラスメントになり得る言動 

 セクシュアル・ハラスメントになり得る言動として、例えば、次のような

ものがあります。 

（１）主に大学内で起きやすいもの 

 ① 性的な内容の発言関係 

  ○性的な関心、欲求に基づくもの 

   ・スリーサイズを聞くなど身体的特徴を話題にすること 

   ・聞くに耐えない卑猥な冗談を交わすこと 

   ・体調が悪そうな女性に「今日は生理日か」、「もう更年期か」などと

言うこと 

   ・性的な経験や性生活について質問すること 

   ・個人の性的な風評を流したり、性的なからかいの対象としたりするこ

と 

  ○性別により差別しようとする意識等に基づくもの 

・「男のくせに根性がない」「女には仕事は任せられない」「女性は職

場の花でありさえすればいい」「女は学問などしなくとも良い」など

と発言すること 

・成人に対して、「男の子」「女の子」「僕、坊や、お嬢さん」「おじ

さん、おばさん」などと人格を認めないような呼び方をすること 
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 ② 性的な行動関係 

  ○性的な関心、欲求に基づくもの 

・ヌードポスター等を職場に貼ること 

・雑誌等の卑猥な写真・記事等をわざと見せたり、読んだりすること 

・事務室、研究室のパソコンのディスプレイに猥褻な画像を表示するこ

と 

・身体を執拗に眺め回すこと 

・食事やデートにしつこく誘うこと 

・性的な内容の電話をかけたり、性的な内容の手紙や電子メールを送り

つけたりすること 

・身体に不必要に接触すること 

・不必要な個人指導を行うこと 

・浴室や更衣室等をのぞき見すること 

  ○性別により差別しようとする意識等に基づくもの 

・女性であるというだけでお茶くみ、掃除、私用等を強要すること 

・女性であるというだけの理由で仕事や研究上の実績等を不当に低く評

価すること 

 

（２）主に大学外において起こるもの 

  ○性的な関心、欲求に基づくもの 

・性的な関係を強要すること 

・職場やゼミナールの旅行での宴会の際に浴衣に着替えることを強要す

ること 

・出張への同行を強要したり、出張先で不必要に自室に呼んだりするこ

と 

・自宅までの送迎を強要すること 

・住居等までつけ回すこと 

  ○性別により差別しようとする意識等に基づくもの 

・カラオケでのデュエットを強要すること 

・酒席で、上司、指導教員等のそばに座席を指定したり、お酌やチーク
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ダンス等を強要したりすること 

 

４．就労上又は修学上の適正な環境を確保するために 

セクシュアル・ハラスメントは、個人的な感じ方や従来からの悪しき慣習

などによって判断が微妙なこともあります。 

そのためには、本学構成員全員が日頃から、お互いの人権を守るという認

識を持つと同時に深刻な状況に発展しないように配慮することが必要です。 

（１）一人で我慢しない 

判断が微妙な場合や恥ずかしい、不利になるという気持ちから我慢してし

まうと状況は変わりません。 

 

（２）「トラブルメーカー」というレッテルをはらない 

被害を受けたとする人がより不利な状況に追い込まれたり、加害者とされ

る人が訴えられて意表をつかれた思いをすることがあります。周囲の人も、

個人的な問題としてではなく、本学構成員全員が就労上又は修学上の適正な

環境を確保していくためには必要なことだと考えてください。 

 

（３）勇気を出して行動を 

他に被害者を作らないためにも勇気を出してセクシュアル・ハラスメント

防止の行動を起こすことが望まれます。 

 

 

Ⅱ アカデミック・ハラスメント 

 

１．アカデミック・ハラスメントとは 

アカデミック・ハラスメントとは、『研究教育の場における権力を利用し

た嫌がらせ』です。 

アカデミック・ハラスメントは、それが起きる場面によって、研究活動

に関するもの、教育指導に関するもの、それ以外の職場いびりに類するも

の、暴力的発言や行為など相手に身体的・精神的な傷害を与える行為に分
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類することができます。 

それらの行為は、嫌がらせの意図の有無にかかわらず、教育を受ける権

利、研究教育を行う権利、働く権利あるいは人格権・自己決定権への侵害

に他ならず、アカデミック・ハラスメントとみなされます。 

 

２．アカデミック・ハラスメントの防止 

アカデミック・ハラスメントによる人権侵害、研究教育活動の阻害や組

織イメージの低下を防ぐためには、アカデミック・ハラスメントを未然に

防止することが大切かつ有効です。そのために必要なことは、正しい理解

・許さない姿勢・確固たる措置・人権擁護の４つです。 

 

３．アカデミック・ハラスメントになり得る言動 

 アカデミック・ハラスメントになり得る言動として、例えば、次のような

ものがあります。 

（１）卒業・進級妨害（学生の進級・卒業・修了を正当な理由無く認めないこ

と） 

・理由を示さずに単位を与えない 

・卒業・修了の判定基準を恣意的に変更して留年させる 

・卒業に必要な単位や卒業研究など取得しているのに、“お礼奉公”として

実験の手伝いや雑用を強要し、それを行わなければ卒業させない 

 

（２）精神的虐待（本人がその場に居るか否かにかかわらず、学生や部下を傷

つけるネガティブな言動を行うこと） 

・「お前は馬鹿だ」 

・レポートや卒業論文などを指して「幼稚園児の作文だ」 

・実習中や実験中などを指して「子供の遊びだ」 

・「こんなものを見るのは時間の無駄だ」 

・「君は（出来が悪いから）皆の笑い者だ」 

・「君みたいな奴が就職できるわけがない」 

・些細なことに対して大声で叱責する 
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・「妊娠されたら職場が困る」「最近妊娠する人が多くて・・・・」 

 

（３）誹謗・中傷 

・職務上、知りえた学生の個人情報を他の教員や学生に告げてまわり、結果

として大学での当人の居心地を悪くさせる 

・虚偽のうわさを流す。怪文書を配る 

 

（４）不適切な環境下での指導の強制 

・午後１１時以降からなど深夜に指導を行う 

・必要のない徹夜指導、休日指導などを強要する 

・他人の目が行き届かない状況で個人指導を行う 

 

（５）権力の濫用 

・「食事に付き合わないと指導しないよ」 

・「ドライブに付き合わないと単位出さないよ」 

・「そんなことを言うなら辞めてしまえ」など退職を促す威圧的言動をする 

 

（６）プライバシー侵害（プライバシーを必要以上に知ろうとしたり、プライ

ベートなことに介入しようとしたりすること） 

・家族関係・友人・恋人のことなど、プライベートについて根堀り葉掘り聞

く 

・交際相手のことをしつこく聞き、「そういう人はやめたほうがいい」など

と勝手なアドバイスをする 

 

 

Ⅲ 問題への対応と対策 

 

１．セクシュアル・ハラスメントやアカデミック・ハラスメント（以下：ハラ

スメントと略す）に起因する問題が生じたときには 

（１）明確に意思表示をする、信頼できる人に相談をする 
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ハラスメントが発生した日時・内容およびこの件に関して相手や第三者と

接触した事実・内容等を記録しておきます。 

 

（２）学内の相談員に相談する ―― 相談の窓口等 

当事者双方だけでなく関係者からの相談にも対応します。相談者と同性の

相談員が複数で同席します。 

相談することによって不利益となることがないように十分に配慮します。 

相談員への連絡は、直接面接、電話、電子メール、手紙等いずれの方法で

も構いません。＜相談員名は別途お知らせします。＞ 

 

（３）相談の処理の流れ 

相談の処理は、被害者からの求めと防止委員会の判断により行われます。

必要に応じて、別に定める委員会によって調停や調査を進めます。最終的に

は学長が理事会に報告し必要な措置をとります。 

 

２．ハラスメント被害者や相談者への不利益取扱いの禁止等 

（１）不利益取扱いの禁止 

① ハラスメントのことで、大学の相談員に相談したり、苦情・調停の申

出をしたことを理由に、大学はその者に対して一切の不利益な取扱い

をしません。 

② ハラスメントに関して、その防止又は解決のために正当な協力および

対応をした者に対して、大学は一切の不利益な取扱いをしません。 

③ 「不利益な取扱い」とは、教職員については、昇任、配置換等の任用

上の取扱いや昇格昇給、勤勉手当等の給与上の不利益な取扱いのこと

をいい、学生等については、進学、進級、成績評価及び教育研究上の

指導を受ける際に対しての不利益な取扱いのことをいいます。 

 

（２）虚偽の申出及び報復行為の禁止 

① 本学の構成員が故意にハラスメントの事件を捏造したり、虚偽の相談

・苦情申出をすることを一切禁止します。 
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② 不快である旨の明確な意思表示や調停・苦情の申出を受けたハラスメ

ントの当事者が、被害者、相談員及び調停・調査を行う教員に対して、

正当な不服申立ではなく、報復及び嫌がらせを目的とした行為を行う

ことは厳しく禁じます。 

 

３．秘密（プライバシー）厳守 

ハラスメントの相談や苦情処理のプロセスにおいては、これに関与した相

談員、調停委員等は、関係者のプライバシーと秘密を厳守しなければなりま

せん。本人の同意や承諾がない限り、職務上知り得た相談者や苦情申立者の

氏名、住所、電話番号等の個人情報のみならず、相談内容、相談事項につい

て正当な理由なく漏らしてはなりません。相談者や苦情申立者と相談員等の

間の守秘義務は、信頼関係を築き維持するための基本であり、関係者のプラ

イバシーに最大限の配慮がなされることにより、率直かつ誠実な話し合いの

場が持てることになります。 

 

 

Ⅳ ハラスメントの具体的な事例 

 

以下の内容は、セクシュアル・ハラスメントやアカデミック・ハラスメン

トになり得ると考えられる具体的な事例です。 

 

◎言葉によるセクシュアル・ハラスメント 

例１）講義の最中、Ａ教授はいつも卑猥な冗談を言う。女子学生の一人が笑わ

ないでいると、「君には冗談が通じないね」と一言。彼女は抗議したいが、

成績評価が悪くなるのを恐れて我慢している。 

例２）上司から「可愛いね。きれいだ」と仕事中にも連発され、食事にも誘わ

れた。そういう態度をとり続ける上司が嫌になり、誘いを断り、距離を置く

ようにしたところ、仕事中に「その態度は何だ、上司に向かって、少しは考

えろ」と怒鳴られた。とっさに言い訳もできずあやまったものの、悔しくて
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涙が止まらなかった。 

例３）職場で「オバサン」と言われたり、短いスカートや流行の服を着ている

と「年甲斐もなく若いかっこうをして」と言われたりする。注意すると「コ

ミュニケーションの一環のつもりなのに、そういうならもう話さない」など

と言われる。大変傷ついているのだが、上司はさほど深刻に考えていないよ

うに見える。 

例４）実技実習で課題ができない女子学生に対し、Ｂ教授は「頭がでかいから」、

「尻がでかいから」、「足が短いから」などと、身体的なことに関する差別

的表現を平気で使う。言われた学生は教授に対し、激しい怒りを感じている

が、何も言うことはできない。 

例５）研究室での演習の授業で、Ｃ教授から出された課題はかなり難しいもの

であった。受講しているほとんどの女子学生が課題をできずに提出できなか

った。それらの学生に対し、Ｃ教授は「これだから女には学問は向いてない

んだよな」と言った。学生たちはその場では「そうですよね」と言いながら

も、差別に対する怒りを感じていた。 

 

◎視線・動作によるセクシュアル・ハラスメント 

例６）実験室のＤ助手は個別指導の最中に、ある女子学生の手を握った。学生

はショックで動くことができなかった。それからというもの、実験の最中に

彼はじっと彼女を見つめるようになった。彼女が気が付くと目配せする。彼

女は悩み続け、ストレスから勉学意欲もなくしてしまった。 

例７）実技指導の際に、Ｅ教授はいつも特定の女子学生に示範をさせ、彼女の

腕や肩、腰に触れて説明をする。彼女もはじめのうちは示範できる優越感で

気にはならなかったものの、度重なるうちに、身体に触られる不快感が生じ

てきた。拒否しようとしたが、その言葉が出てこない。 

例８）実技実習の際に、Ｆ教授はいつも特定の女子学生の方ばかり見ている。

授業中、彼女が視線を教授に向けるといつも目が合う。動きをチェックする
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ために観察しているはずなのだが、彼女にとっては必要以上と感じる観察に

よって、その授業を受けることが苦痛になった。 

例９）実技実習の際に、Ｇ教授は手取り足取り指導してくれる。かなり上手く

できて幇助が不必要と思われる女子学生に対しても、必ず身体に触って指導

する。彼女たちの中には、スキンシップと感じている者もいるが、数名の学

生は不快感を感じている。 

 

◎行動によるセクシュアル・ハラスメント 

例１０）卒論指導の最中に、ゼミのＨ教授はある女子学生をデートに誘った。

彼女が誘いを断ると「指導する気がなくなった。あなたは本当に卒業したい

のか」と含みのある言葉を返した。彼女は卒業できなくなるかもしれない予

期せぬ事態に狼狽した。 

例１１）直接の指導教員Ｉ教授から一対一で食事などに誘われた。研究指導を

してもらう立場もあり応じていたところ、身体を触られることが何度かあっ

た。そのため、その後は誘いを断ったところ、研究室の同僚等の前でからか

いや批判の対象にされるようになり、毎日の通学が苦痛になった。 

例１２）Ｊ教授はコンパの席ではいつも女子学生を自分の隣に座らせ、酒の酌

をさせている。女子学生はＪ教授の機嫌を損ねないように笑顔で受け答えを

しているが、心の中では激しい嫌悪感を抱いている。 

例１３）ＫとＬは同じ研究室の大学院生である。ＫはＬに交際を申し込んだが

断られた。しかしＫはあきらめない。Ｌに毎晩電話をしては性的な言葉を投

げかける。留守電には性的な意味を含んだメッセージを入れる。最近ではＬ

の後をつけ回し始め、Ｌはすっかりおびえてしまっている。 

例１４）運動部に所属するある女子学生は、遠征先の宿泊所で、深夜にＭ監督

の部屋に呼び出された。緊急のミーティングかと思って急いで行ったとこ

ろ、酒の酌を２時間ほどさせられた。次の夜も呼び出され、断ったところ、

その後の練習では一言も声をかけてくれなくなり、運動部を辞めようと考え
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ている。 

例１５）Ｎ教授は、ゼミに所属するある女子学生だけを毎日のように研究室に

呼び出す。彼女が研究室に行くと、Ｎ教授は決まってコーヒーを入れるよう

指示する。コーヒーを飲んだＮ教授は、「君の入れたコーヒーを毎日飲めて

幸せだよ」と言う。その後、他愛もない世間話につき合わされる。こんな毎

日が続くと思うと、彼女は卒論をやめようかどうか悩んでいる。 

 

◎言葉によるアカデミック・ハラスメント 

例１６）講義の課題レポートをA教授に提出に行くと、「お前のレポートを見

る時間はない」とつき返され、単位を出してもらえなかった。 

例１７）実技の実習中で上手くできなかった学生に対して、B教授は「お前は

幼稚園児のお遊戯でもやっているのか」と学生全員の前で言われた。 

例１８）部活内での人間関係に悩んで、その悩みを顧問の先生に相談した。し

かし、次の日に部活に行くと、他の先生や部活の友達に無視されるようにな

り、顧問の先生にしか相談していない事が部活内で告げまわされていた。 

例１９）卒業研究を行うために、研究室に行き実験をしようと思ったら、C教

授に「お前には実験用機材は使わせられない」と理由もなく、使用させても

らえなかった。 

 

◎行動によるアカデミック・ハラスメント 

例２０）卒業研究のために、D教授に指導をお願いすると、「今は忙しいから、

夜の１１時に××で」と言われて、学生は深夜なので断ると「やる気がない

奴には指導できるか。お前は本当に卒業したいのか」と含みのある言葉を返

された。 

例２１）卒業に必要な単位や卒業研究など取得しているのに、E 教授は「お前
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が卒業できるのは私のおかげだぞ」と言い、学生に自分の仕事の雑用や実験

の手伝いなどを強要し、これをしないと卒業に必要な単位を取り消すと言わ

れた。 

例２２）運動部に所属するある学生が、練習のない休日や練習が終了してから

の夜遅くに、F 監督に呼び出され、「お前の技術はまだまだ」と言われ、個

人指導をさせられるようになった。学生は断りたかったが、指導されなくな

るのを恐れて我慢していた。 

 

 

Ⅴ ハラスメントを判断するポイント 

 

上記の例と同じようなことが起こっても、すべてがセクシュアル・ハラス

メントやアカデミック・ハラスメントと判断されるわけではありません。た

とえば、 

 

◎「身体に触れればセクシュアル・ハラスメント」といった固定的で安易な判

断をするのは間違っています。教員から学生への身体的接触があっても、実

技を伴う授業のように、教育に必要な行為として相互の信頼関係の上で
．．．．．．．．．．

その

行為が行われ不快感や恐怖感などを喚起させないときは、問題にはなりませ

ん。 

◎「教員から特定の学生への呼び出しが度重なればアカデミック・ハラスメン

ト」というわけでもありません。勉学意欲を失って休みがちな学生への支援

や励ましのため、研究室で相談にのったり、頻繁に電話したりすることも、

相互の信頼関係の上で
．．．．．．．．．．

なされる限り、問題にされることではありません。 

 

 すなわち、セクシュアル・ハラスメントやアカデミック・ハラスメントを

防止するためには、「相互の信頼関係」が大切であり、日頃から、お互いの

立場を尊重しあって、健全な人間関係を確立していくことが必要でしょう。 
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Ⅵ ハラスメント相談・対応・調査の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

相談の受付 

ﾊﾗｽﾒﾝﾄ防止委

員長の対応 

学長の措置 

相談員の対応 

ハラスメントに関する相談は、ハラス

メントを直接受けた人のほか、その人

から相談された人や見聞きした人も

行えます。 

相談員が、相談者や関係者に事情を聴

いて、ハラスメント防止委員長に報告

します。 

ハラスメント防止委員長は直ちに相

談内容を学長へ報告します。また必要

と認めた場合は、調査委員会を設置す

るよう学長に要請します。 

学長は、報告を受けて相談内容を確認

し、被害者救済のために適切な措置を講

じます。 

 
学長は、相談内容

から調停活動等が

必要と判断した場

合、調停委員会を

設置します。調停

委員会は調停の経

過と結果を防止委

員長に報告しま

す。 

 
学長は、防止委員

会の要請に基づ

き、調査委員会を

設置します。 

調査委員会の 

意見具申 

 

 

防止委員長は、調

停委員会の報告を

受け、内容等を学

長に報告します。 

調査委員会は、関

係者への事情聴取

を含めた調査を行

い、学長にその結

果を報告します。 

学長の措置 

学長は防止委員会、あるいは調査委員会からの報告・

意見具申を受け、速やかに必要な措置を講じます。 


