
名古屋外国語大学

セクシュアル・ハラスメント防止対策ガイドライン



セク
シュ
アル・ハラスメントは、

大学の学問と 

言論の自由を脅かし、 

研究・教育の場としての 

大学の存在そのものを 

危うくする 

卑劣な行為です。 

セク
シュ
アル・ハラスメントは、

人間軽視の表れであり、 

教育環境を 

最悪にする 

放置できない問題です。 

セク
シュ
アル・ハラスメントは、

全ての学生及び教職員、 

とりわけ 

女性の人権を侵害し、 

大学の秩序を乱し、 

大学そのものの円滑な運営・ 

遂行を阻害します。 

名古屋外国語大学（以下、「本学」という。）は、全ての学生及び教職
員が、個人として尊重され、民族・国籍・人種・出身・職業、或いは性
別等の違いによって如何なる不利益も生じてはならないと考えます。
ましてや教育の場において、地位や立場を悪用して、それらの違い
を「セクシュアル・ハラスメント」に使うなど、決して許される行為
ではありません。
大学にとってお互いの信頼関係のもとに、勉学・課外活動や研究・
教育・職務等の活動が快適にできる環境をつくり、これを維持・向上
させていくことは最も大切なことと考えています。
我々は如何なる「セクシュアル・ハラスメント」も、それを容認し
ません。

はじめに
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本学では、如何なる個人による、如何なる形態のものであっても、
「セクシュアル・ハラスメント」とみなされる行為がそのまま黙認さ
れたり、見過ごされたりして、大学における勉学・課外活動や研究・
教育・職務等の自由が妨げられないよう、この問題に真剣に取り組む
と同時に、全ての学生及び教職員一人ひとりに、等しく「セクシュア
ル・ハラスメント」を防止する義務があるとも考えています。
このガイドラインでは、曖昧になりがちな「セクシュアル・ハラス
メント」の定義を明確にし、相互理解の確認をとると共に、不幸にし
て発生した場合の学生へのガイド、相談の方法（窓口は後掲参照）と
その対応、大学としての方針、協議の仕方等を記しました。
「セクシュアル・ハラスメント」を起こさない大学環境を保障する
のは、学生・教員・職員を問わず、大学を研究・教育・職務の場と
し、或いは学習の場としている我々自身、そして学生諸君なのです。
本学は個人の基本的人権を尊重し、「セクシュアル・ハラスメント」
のない大学づくりに向けて、最大限の努力を払います。皆さんもこの
ガイドラインの趣旨をよく理解され、一層のご協力をお願いします。
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本学はセクシュアル・ハラスメントの問題について 
　　　　　　　　　　　　今後も真剣に取り組みます！ 

本学はセクシュアル・ハラスメントの訴えに 
　　　　　　　　　　　可能な限り迅速に対処します！ 

本学はセクシュアル・ハラスメントを打ち明ける 
　　　　　　　　　　　　あなたの勇気を応援します！ 

本学はセクシュアル・ハラスメントの相談に関して 
　　　　　　　　　　　　プライバシーを厳守します！ 

本学はセクシュアル・ハラスメントの被害に悩む 
　　　　　　　　あなたの力、そして支えになります！ 



性的な言動たとえば、 

性的な含意のある言葉を浴びせたり、 

繰り返したりして、 

相手に屈辱や精神的苦痛を与えたり、 

不快な思いをさせたりすること。 性的な言動たとえば、 
相手の望まない行為を要求し、 
これを拒んだ者に対して、 
教育の場や職場で教育上、 

職務上その他の不利益を与えるなど 
嫌がらせに及んだり、 

それをほのめかしたりすること。 

大学では、教員と学生、先輩と後輩、職員と学生などさまざまな
人間関係が構築されます。それは相互に人格を尊重し、信頼し合う
ことができるものでなければなりません。
ところが、相対的に強い立場にある者が、弱い立場にある者に対

して、その人格を無視して、性的に不快な言葉を投げかけたり、不
快な行動をとる場合があります。
また、このような悪質な場合だけでなく、従来はあたりまえのこ

とと考えられてきた無意識の言動が、相手や第三者にとって不快で
あれば、「セクシュアル・ハラスメント」とみなされてしまうことも
あります。従って、「セクシュアル・ハラスメント」は、ある特定の
発言や行為が必ずそれに相当するとは言えず、判断が難しい場合が
あります。
なぜならば、同じ行為でも、築かれている人間関係、状況、本人

の意識の違いによって、それが「望まない」不快なものであるかど
うかが異なるからです。

そこで本学では、「セクシュアル・ハラスメント」を以下のように
考えます。

セクシュアル・ハラスメントとは何か
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性的な冗談やからかい、
食事やデートへの執拗
な誘い、意図的に性的な

噂を流布する、個人的な性的体験
等を一方的に話したり、聞き出し
たりすることなど 

発言 
性的関係の強要、身体へ
の不必要な接触、ストー
キング、無言電話など 

行動 

性的な理由による極端
な無視・無言による精神
的威圧、いびりなどによ

る精神的いじめなど 

態度 
卑猥な絵画・映像・文章
等を掲示したり、性的な
意図で相手の身体を眺

め回すなど 

 
視覚 

それでは、「セクシュアル・ハラスメント」とみなされる具体的な
言動とは一体どんなことでしょうか。ここでは「発言」「行動」「視
覚」「態度」の4つのタイプに区分して示すことにします。
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「セクシュアル・ハラスメント」は個人によってその感じ方がさま
ざまなために、判断がつきにくいと思われがちです。また、女性だけ
の固有な問題でもありません。女子教員から男子学生への事例や同性
同士の場合などその形態は多様です。
そこでもし、自分が被害にあっていると感じたら、その時には「セ
クシュアル・ハラスメント」に該当すると考え、そして毅然として
「いやだ！」という意思を「言葉」と「態度」ではっきりと表して下
さい。

セクシュアル・ハラスメントを防止するために

嫌だと思ったそのときに、相手にハッ
キリ「イヤ！」と拒否しましょう。

あなたの受けた「セクシュアル・ハラ
スメント」について、日時・場所・行為
の内容や具体的なやり取り・周囲の状
況、第三者の有無等をなるべく詳しく
記録しておいて下さい。

信頼している人に直ぐ相談しましょう。
ひとりだけで悩んでいたり、我慢して
いたりせず、友人や教職員に相談した
り、または相談窓口（後掲参照）に出向
きましょう。

「セクシュアル・ハラスメント」に泣き
寝入りは絶対に禁物です。

もしあなた自身が「セクシュアル・ハラスメント」を
受けていると感じたなら・・・
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セクシュアル・ハラスメントは、被害者の責任で起きていること
は絶対にありません。従って、非があったのではと自分を責めたり、
我慢したりする必要は全くありません。
まず、相手に判るように「NO！」と意思表示できる強い意志を持

つこと、そして実行することが何より大切です。
また、「セクシュアル・ハラスメント」の被害を受けている人を見

たら、決して見過ごさないで、注意をするか他の人に助けを求める
など、勇気をもって行動して下さい。

被害にあっている場面を目撃したら、
放置せず被害者を守ってあげて下さ
い。

被害にあっている人の相談にのり、必
要な場合は証人になってあげて下さ
い。

場合に応じて、相談窓口（後掲参照）に
行くよう勧めたり、同行してあげて下さ
い。

もし自分だったらと考えて、被害者の身
になって勇気ある行動を取って下さい。

万が一、その被害者となってしまったあなたの「イヤ！」と言える
勇気、被害を受けている場面を目撃したあなたの「見て見ぬふりをし
ない！」と誓う勇気、そんな「心」の積み重ねが「セクシュアル・ハ
ラスメント」を起こさない、起こさせない第一歩となるのです。

もしあなたが「セクシュアル・ハラスメント」の現場に
居合わせたら・・・
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もしあなたが、「セクシュアル・ハラスメント」を受けていると感
じ、不快感を抱いたなら、相手との敵対関係、上下関係、師弟関係
にかかわらず、直接、口頭又は文章等で警告を発することができる
のであれば、事態がそれ以上悪化しないよう解決に向けた行動を躊
躇なく起こして下さい。（Ⅱ-もしあなたがセクシュアル・ハラスメ
ントを受けていると感じたら一参照）
それが不可能な場合、速やかに相談窓口に相談して下さい。
本学では相談窓口は何通りも設けています。
これは「セクシュアル・ハラスメント」を受けていると感じている
あなたが、（1）身近な話しやすい相談員に相談したい場合（2）所
属する部門の責任者に相談したい場合（3）所属以外の学内関係者
に相談したい場合（4）学内の教職員とは直接利害関係のない専門
のカウンセラーなどに相談したい場合などさまざまなケースが考え
られるからです。
あなたが一番相談しやすい窓口を選択・利用して下さい。
相談アクセスの方法は、電話でも手紙でも構いませんし、プライバ
シーを守れる場を設けて、面談で相談に応じることも可能です。
なお、相談窓口には守秘義務を課しており、皆さんのプライバシ

ーを厳守するとともに、「セクシュアル・ハラスメント」の行為者と
見なされる者からの仕返し、報復などを含めて相談に関しての不利
益が生じないよう十分に配慮し、速やかに対処し解決が図れるよう
最大限努力します。
従って相談される方も匿名とはせず、必ず氏名等を名乗り、正確

な内容を伝えて下さい。この相談業務は一つ間違えば個人の誹膀中
傷に悪用されてしまう危険があります。そんな不幸な事態を招かな
いためにも、つらくとも勇気を持って、真実をありのまま話してほ
しいと思います。
相談窓口では、相談者と一緒に考え、その対処に全力を尽くします。
不幸にして「セクシュアル・ハラスメント」が起こった場合、ま

ず相手にその行為を認識させること、そしてそれからの話し合い、
調停等で解決できるケースも少なくありません。

セクシュアル・ハラスメントの被害に逢った場合の対処
（相談窓口）
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大学当局は皆さんからの相談を受けた場合、その内容により、具
体的には以下のような対応をします

（1）相談を受けた相談員は、被害を受けた学生の話を聞き、アドバイ
スをしながら解決策を探るとともに、相談者と継続的に話し合い
ながら、経過を注意深く見守ります。同時に当事者のプライバシ
ーに十分配慮しながら、学生部長に報告します。

（2）相談員及び学生部長は当面、事態を見守りながら、その事態が深
刻と判断される場合は学長に報告します。

（3）学長は相談員及び学生部長から報告があった場合には、直ちにセ
クシュアル・ハラスメント防止委員会委員及び委員長を指名し、委
員会の設置を指示します。

（4）セクシュアル・ハラスメント防止委員会は、速やかに状況を掌握・
判断し、必要に応じてセクシュアル・ハラスメント調査チームを設
置します。

（5）調査チームは当事者及び関係者に必要に応じて事情聴取し、その結
果に基づいて基本的な対応や方法を策定し、委員会に上申します。

（6）委員会は調査チームの報告を受けて、その内容を当事者に開示し、
当事者からの異議申立て等を受け付けた後、問題全体を更に精査、
その対応を協議しその結論を学長に報告します。

（7）学長は一連の問題の経緯、調査結果及び委員会の結論等を総合的
に判断し、且つ学部長を通じて教授会の意見を徴した後、大学と
しての対応を決定します。

（8）大学当局は、決定された方針を被害を訴えた学生に伝えると同時
に、必要に応じて、当事者のプライバシーにも十分配慮した上で、
大学全体に向けてその経過及び結果を公表し、再発の防止に努め
ます。

（9）調査の結果、加害者の行為が意図的且つ悪質な事例と判断された
場合、学内規定により、懲戒処分等の対象となることもあります。
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 セクシュアル・ハラスメントを起こさないために 

セクシュアル・ハラスメントを起こさないためには、 
●お互いの人格を尊重し合う 
●お互いが大切なパートナーであるという意識を持つ 
●相手を性的な関心の対象として見る意識をなくす 
●異性に対する慣習的な性差別をなくす 
といった認識が重要であり、特に次の事項について十分認識する必要 
があるといえます。 

（1） 性に関する言動に対する受け止め方には、個人差や男女間、その 
 　 人物の立場等により差があり、セクシュアル・ハラスメントに当 
 　 たるか否かについては、相手の判断が重要となります。 

具体的には、次の点についての注意が必要です。 
 

（2） 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 
　じ言動を決して繰り返さないことが重要です。 

（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りません。 
　セクシュアル・ハラスメントを受けた者が、指導教員、上司等と 
の人間関係を考え、拒否することができないなど、相手が拒否の意 
思表明ができないことも少なくないので、それを同意、合意と勘違 
いしないよう留意する必要があります。 

（4） 勤務時間またはキャンパス内におけるセクシュアル・ハラスメ 
　ントにだけ注意するのでは不十分です。例えば、大学の人間関係 
　がそのまま持続する歓迎会などキャンパス外においても同様に注 
　意しなければなりません。そのため行動は常にオープンな場にお 
　いて行うよう心掛ける必要があります。 

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ります。 
②不快に感じるか否かには個人差があります。 
③この程度のことは相手も許容するだろうとの勝手な憶測は避ける 
　必要があります。 
④相手との良好な人間関係ができているとの勝手な思い込みは避け
　る必要があります。 

9

Ⅳ



10

Ⅳ

名古屋外国語大学 
セクシュアル・ハラスメント相談窓口 

名古屋外国語大学 
セクシュアル・ハラスメント相談窓口 

中国語学科 中国語学科 
相談員　学科長  内 線604 

教務職員  内 線600

学生課 
内 線535～8

日本語学科 
相談員　学科長  内 線702 

教務職員  内 線717

国際経営学科 学生課 

日本語学科 

国際経営学科 
相談員　学科長  内 線655 

教務職員  内 線651～3

保　健　室 内線 

585学生相談室 内線 

344

セクハラホットライン 
0561-75-0724

名古屋外国語大学 
代表0561-74-1111

0561-75-2630

フランス語学科 
相談員　学科長  内 線625 

教務職員  内 線620

フランス語学科 

英米語学科 
相談員　学科長  内 線786 

教務職員  内 線760～2

英米語学科 

相談希望者 相談希望者 相談希望者 
自分が最も相談しやすい 
相談員に相談してください。 

※上記以外にも相談しやすい教職員であれば誰でも構いません。 
※学内で内線を使用する場合は保健室を利用して下さい。 

所属から独立した 
相談窓口 

所属に設置した 
相談窓口 



名古屋外国語大学
〒470-0197  日進市岩崎町竹ノ山57 Tel.0561-74-1111
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