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例えばこんな経験がある方はいませんか。  

「あの人はゲイらしいと噂を流している人を見た」 

「身近な友人にカミングアウトを勧めた」 

「飲み会の後で、泥酔した知り合いが先輩に連れて行かれたの見た」 

「痴かんにあった友達に対して、あなたにも原因があると思うと伝えた」 

 

大学には、様々なジェンダー・セクシュアリティの問題があります。 

性差別や性暴力は、決して他人事ではありません。これらは、私たちが気づか

ないうちに周りで起き、あるいは私たち自身が加害者・被害者になっているか

もしれません。 

 

また、大学ではさまざまな属性をもった学生が生活しています。セクシャルマ

イノリティも含めた誰もが当たり前に安心して生活できる大学や社会を作っ

ていくために、私たちにできること・やってはいけないことを書きました。  

 

この冊子では、いくつかの場面を紹介し、それぞれの場面で「私たちにできる

こと」を“DO”、「やってはいけないこと」を”DO NOT”という項目に書いていま

す。  

実際に自分がその場にいたらどう思うか？どうするか？をイメージしながら

読んでみてください！  
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セクシャルマイノリティ編 

 

＜ジェンダーとセクシュアリティ＞ 

ジェンダーは、社会的に作られた性差（男らしさ・女らしさなど）を指します。 

セクシュアリティは、性的な欲望や性行動など、広く性に関わる人間の事象を

指します。特に、レズビアン・ゲイ・バイセクシャル・トランスジェンダーと

いった、「セクシャルマイノリティの中で、私はどのカテゴリーに属している

か」ということに関する自己認識を指すこともあります。 

 

＜性的指向と性自認＞ 

性的指向は、自分の性的な感情がどの性別に向いているかを指します。 

性自認は、自分がどの性別に属しているかという自己認識を指します。 

 

場面１：知人に自分はゲイだと伝えられた 

※セクシャルマイノリティの人が、他人に自分の性的指向や性自認を開示す

ることを、カミングアウトといいます。 

 

DO: 

• カミングアウトをありのままに受け止め、肯定する 

※カミングアウトすることには大きな勇気が要ります。固定観念や先入観を

持たず、目の前の人の意思を一人の個人として尊重しましょう。 

 

DO NOT: 

• 第三者に知人がゲイだということを教える 

※本人の同意なく第三者に性的指向や性自認についての情報を知らせるこ

とを、アウティングといいます。アウティングは絶対にやってはいけません。 

 

• 「襲わないでよ」と返答する 

※「同性愛者が異性愛者を（性的に）襲う」という考えは典型的なホモフォ

ビアです。ホモフォビアとは、同性愛や同性愛者に対する嫌悪感情を指します。

なお、トランスジェンダーに対する嫌悪感情のことは、トランスフォビアとい
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います。 

  ホモフォビアとミソジニー（女性蔑視）によって作られる男性同士の社会

的な絆を、ホモソーシャルといいます。ホモソーシャルな環境では、男性同士

で、女性を性的な対象とすること、したがって「自分たちは「ホモ」ではない」

ことを互いに確認しあいながら、関係性が作られます。（なお、ホモ・レズは侮

蔑的なニュアンスがあるので、使ってはいけません。それぞれゲイ・レズビア

ンという言葉を使いましょう。） 

 

• 女装するの？と聞く 

※これは性的指向と性表現の混同です。どの性別の人に対して性的な感情が

向くかということ（性的指向）と、どのような性別らしい服装やふるまいをす

るかということ（性表現）は、別個の問題です。ゲイは女装するもの、レズビ

アンは男装するものという考えは、よくあるステレオタイプです。 

 

• 性同一性障害で大変なんだねと思う 

※これは性的指向と性自認の混同です。男性が好きだからといって、女性に

なろうとしているわけではありません。 

 

場面２：サークルで旅行に行くことになり、参加者にトランスジ

ェンダーの人がいた 

DO: 

• 海やプールのような場所を避けて旅程を組む 

 ※更衣室の問題はもちろん、水着という露出度の高い服装になることはトラ

ンスジェンダーの人にとってハードルが高いことが多いです。 

 

• 部屋割りを作るときその人に個室の選択肢もあることを相談する 

 ※当人と他のメンバーとの距離感や仲にもよりますが、細かい部分でお互い

に気にしてしまうことがあるかもしれません。もし相部屋にする場合はきちん

と当人と同室の人に了承を得てからにしましょう。 
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DO NOT: 

• 男女別の浴場しかない宿（温泉旅館など）を予約する 

 ※貸切風呂が安価に使える場合などは事情が違ってきますが、多くの温泉は

シスジェンダー（性自認と身体の性別が一致している人のことです）を中心と

して作られているため男湯女湯しかありません。トランスジェンダーの人の立

場からすると温泉に入れず折角の温泉旅館を楽しむことができません。 

 

※部屋割り、浴場やプールの利用などについて、トランスジェンダーの個人に

よって希望が異なることがあります。何よりも本人と相談して決めることが大

事です 

 

場面３：自分は当事者ではないが、セクシャルマイノリティの人

たちのために支援をしようと思った 

 ※自分はセクシャルマイノリティではないが、当事者の人の理解者・支援者

である人のことをアライといいます 

 

DO: 

• セクシャルマイノリティには様々な人がいることを知り、学ぶ 

 ※マイノリティは多様です。当事者の中にも、考えや意見の違いが存在しま

す。広い視野を持って、様々な人の視点を学びましょう。 

 

• 自分自身が与している差別や排除がないか、考える 

 ※誰もがみな、意識せずとも差別や排除に与してしまうことがあります。差

別的な言動や当事者の人を傷つけるふるまいをしていないか、自分に定期的に

問いかけましょう。 

 

• セクシャルマイノリティの人が生きやすい社会を作るために、自分にできる

ことからはじめる 

 ※いきなり社会全体を変えることは難しいかもしれません。しかし、多くの

人が身の回りのことに問題意識を持つようになれば、それは大きな力となりま

す。ぜひ、自分にできることは何かを考え、行動しましょう。 
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DO NOT: 

• セクシャルマイノリティの人はもっと誇りを持つべきだから、隠れて生きて

いる人にはカミングアウトを勧める 

 ※ストレート（いわゆる異性愛の「普通」の人）を装って生きるレズビアン・

ゲイやバイセクシャルの人々のことをクローゼットにいると言います。（逆に、

自分の性的指向や性自認を広く開示して生きることをオープンといいます。）

そのような人々の中には、自分の性的指向が知られたら、職場での地位を失う

のではないか、異性と結婚しているが、家庭が壊れるのではないか、といった

不安を抱えている人もいます。カミングアウトする・しないは本人の生き方の

問題で、それを尊重すべきです。 

 

• この社会で無力なセクシャルマイノリティの人を守り、代わりに社会と戦っ

てあげなければいけない、と思う 

 ※マイノリティの人々が社会で様々な困難に直面しているのは事実ですが、

そうした人々を無力だと決めつけることは、自尊心を傷つけます。「代わりに

社会と戦ってあげよう」というようなスタンスは、実際に困っている人の気持

ちやニーズから離れてしまうことになりかねません。当事者の人の様々な気持

ちやニーズを理解し、それに沿って行動しましょう。 
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性暴力編 

 

場面１：知人が性暴力の被害にあいそうな時 

※性暴力が起きそうな現場や実際に被害にあった人を見かけた時、私たちが

できることを第三者介入（Bystander Intervention）といいます。 

 

DO: 

• 自分の安全を第一に、周りの状況を見て関わり方を工夫する 

※性暴力の現場に居合わせた時、やめさせるべきだと分かっていても、自分

も何をされるのか分からない、足がすくんで声が出ないなど、第三者介入をす

ることは簡単なことではありません。介入方法は様々なので、自分にもできそ

うなものを選んで、安全第一に、実行してください。 

 

＜具体的な第三者介入の方法：3D*＞ 

・DIRECT 直接介入する＝加害者や被害者になろうとしている者に直接干渉し、

事態の悪化を止める 

・DISTRACT 気を逸らす＝加害者や被害者の注意をひいて、問題となりうる状

況を回避する 

・DELEGATE 委任する＝適切に介入できる別の人に助けてもらうようお願い

する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*3D は Green Dot Violence Prevention Strategy の一環として開発されました。詳細は、alteristic.org

を参照（英語） 
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• 可能であれば、被害にあいそうな人や被害にあった人に対して、「どうしたい

か」「どうして欲しいか」気持ちを確認する 

 ※第三者介入をする際、性暴力の被害にあいそうな人や、被害にあった人の

気持ちを何よりも尊重することが大切です。その後のセカンドレイプなど二次

被害を防ぐためにも、その気持ちに合わせた介入をしてください。 

 

DO NOT:  

• 加害者と自分自身の体格差や権力関係を考慮せずに、正面切って介入するこ

と 

 ※性暴力が起きそうな現場で、自分の安全を考慮せずに介入すると、事態の

悪化に繋がる可能性があります。その後、自分自身が被害者になってしまうか

もしれません。加害者との間に、力関係の差があれば、周りの適切に介入でき

そうな人に助けてもらうようお願いしましょう。 

 

• 見て見ぬ振りをする 

 ※性暴力が起きそうな現場に遭遇した時、「そこに割って入るのは“お節介”

もしくは”野暮”ではないか」と思って躊躇するのではなく、「少しでも迷ったら、

ワーストシナリオを想定して何かしらの介入を」してください。介入しないと

いうことは、加害者の行為を消極的な形とはいえ正当化することにも繋がって

しまいます。第三者は、コミュニティの規範を作る一員です。コミュニティ全

員が性暴力を無くす取り組みをすることは、コミュニティ全体での抑止効果に

も繋がります。 

 

場面２：知人が性暴力の被害にあってしまったら 

DO: 

• 落ち着いて被害者の状況を把握する 

• 周囲に助けを求めることも視野に入れながら相手に寄り添う 

※知人など身近な人が被害にあうと自分自身もショックを受け、どのように

対応すれば良いのかわからなくなる可能性があります。被害を受けたと相談さ

れた場合は、焦らず相手に寄り添うことを心がけましょう。 
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• 被害にあったと相談されたとき… 

・相手の話に丁寧に耳を傾け、どのように感じているのか話を聞く 

・泣いたときはそばに寄り添う 

・被害者の気持ちを尊重し、「あなた（被害者）の話を信じる」「自分はあな

たの味方である」と伝える 

・あなたができることを伝える 

 

DO NOT: 

• セカンドレイプ（二次被害）する 

※「大したことじゃないよ」「忘れた方がいいよ」「性被害を克服すべき」な

ど、相手に自分の価値観を押し付けるような言葉は相手の経験や気持ちを軽ん

じることになり、被害者を傷つけてしまいます。相談してくれたことへの感謝

や、自分は味方であることなどを伝え、被害にあった人が話しやすい空気を作

りましょう。 

 

• 被害者を責めるような発言をする（被害者非難：victim blaming） 

※被害者に対して「そんな服を着ていたから／そんな遅くに出歩いていたか

ら隙があったんだ」「もっとしっかり気をつければよかったのに」など、被害

の原因があたかもその人自身にあったかのように責めることを被害者非難と

言います。無意識にやってしまいがちですが、被害者非難は被害にあった人を

さらに苦しめたり、周囲に助けを求めにくくさせたりしてしまいます。被害者

は 100%悪くないことを伝えましょう。 

 

• 被害者の気持ちをわかったつもりになったり、代弁したりする 

 

場面３：パートナーと性行為の際  

※全ての性的な行為において、お互いの「したい」という意思（性的同意:セ

クシュアルコンセント）は確認されるべきです。 

※付き合っているから、キスしたから、といって性行為に同意しているわけ

でもないし、今日同意したからといっても明日同意するわけではありません。
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その行為一つ一つに同意が必要です。 

※同意の意思表示と受け取り方は個人やパートナーとの関係性によって異

なります。以下の例は、「実際に同意をもらう・与えるにはどうすればいいの

か」パートナーと話したり、考えたりするきっかけにしてください。 

 

DO:  

• 日頃から自分について理解してみる 

※自分自身の性に関する好き嫌いが分かっていると自分の気持ちを相手に

明確に示すことができます。 

 

• あらかじめ性に関する好き嫌いをお互いに話してみる 

※どこまでやっていいのか、何をする・されるのが好きなのか嫌いなのかな

ど話し合うと相互理解が深まります。例えば、「人前でいちゃいちゃしたいか」

「触られたくないところはあるか」「コンドームの他に避妊具（低用量ピル等）

は使うか」など。 

 

• 同意は声に出して確認する 

※コミュニケーションには、声に出す言語的（verbal）コミュニケーション

と動作や表情で伝える非言語的（non-verbal）コミュニケーションがあります。

どちらも相手に思っていることを伝えることができますが、同意を得るには声

に出すコミュニケーションを用いることが大切です。非言語コミュニケーショ

ンは個人により捉え方が異なるため、それだけに頼ると勘違いしてしまうリス

クがあります。 

 

• 相手が何を求めているのか分からない時や相手が話さず、困っている場面で

は、まず一言声をかけてみる 

※「これでいい？」「何かして欲しいことある？」など相手の意見を聞く姿

勢を示してみましょう。相手に安心してもらうことに繋がります。 

 

DO NOT:  

• 相手の同意が確認できない状態で性行為をする／続ける 

※例えば、相手が性行為をしたくないと伝えてきたとき、相手が眠っている・
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泥酔して意識がないとき、自分だけが楽しむことができればいいと思っている

ときなど、相手の同意が確認できないときは、すぐに行為をやめましょう。 

 

 

About us  

本冊子は、性暴力の問題に取り組む Tottoko Gender Movement と、LGBTs の問

題に取り組む TOPIA という二つの東京大学のサークルが合同で作成しました。 

  

Tottoko Gender Movement は、大学から性差別や性暴力をなくし、ジェンダ

ー平等なキャンパスの実現を目指してさまざまな活動を行なっていこうとす

る、東京大学の学部生・大学院生・卒業生による学内サークルです。 

 

TOPIA は、ジェンダー・セクシュアリティの問題に関心のある東京大学の学生

を中心として、性的マイノリティが東京大学やあらゆる場所で安心して生きる

ことができる社会を目指して活動しています。 

 

当事者向けの情報やさらに詳しいことは... 

できることガイド IN 東京大学－ジェンダー・セクシュアリティとキャンパス

ライフ－ 

https://topiaut.wordpress.com/possibilities_guide/ 

セクシュアル・コンセント（性的同意）ハンドブック 

https://chabujo.com/download/sexual-consent-handbook-dec-2018/ 

https://topiaut.wordpress.com/possibilities_guide/
https://chabujo.com/download/sexual-consent-handbook-dec-2018/

