


・自分の体型や服装の話をされて嫌な気持ちになった

・自分は付き合っているから性行為して良いと思っていたが、
   相手は乗り気でなかった

こんな経験ありますか？
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なぜ性的同意は必要なの？性的同意ってなに？1. 2.

すべての性的な行為において確認されるべき同意を

性的同意

といいます。性的な行為への参加には、お互いの「したい」
という積極的な意思表示があることが大切です。

本来、性は精神的にも身体的にも人を豊かに
してくれるはずなのに何かモヤモヤが残る、嫌な気持ちになる。
その原因はお互いの “同意” がなかったことにあるのかも。
同意のない性的言動は性暴力です。
皆さんはこれまで “同意” を大切にしていましたか？
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自分はしたいけど 相手に誘われたけど

「今なら何をやってもあり」
 「少しくらいハメを外しても大丈夫」

 

交友関係が一気に広がる大学生活で、好きな人と出会い、パートナー
と過ごす時間を持つようになる人もいるでしょう。
そんな中、性的経験を重ねる機会が増えるかもしれません。

「相手は嫌がっていないかな」「断ったらどう思われるだろう」
 
こう感じてしまう場合、それは性的同意をとれていると言えるのでしょ
うか。また、性的同意が求められるのはパートナーの間だけではあり
ません。サークル等の飲み会で、お酒も入って楽しくなってきたとき、

ここでの「すべての性的な行為」の中には、性行為だけでなく、
ボディタッチや性的な言葉がけなども含まれます。 と、思わず判断が鈍ってしまうこともないとは言えません。

誰もが被害者 / 加害者になってしまう可能性があるからこそ、
お互いの「したい」という積極的な意思を確認し合い、常に性的同意を
とることが必要です。
望まない性的経験によって傷ついたり、誰かを傷つけることなく、
快適な大学生活を送るためにも、性的同意について考え、
理解することが大切です。



ここに全体のグラフを貼る

1年生のデータ

知らない
44.9％

1 つ以上知っている
55.1％

学内の相談機関について
1つ以上知っているか

第三者に対し
「セクハラや性暴力を受けているのではないか」

と思った経験

ある
18.9％

ない
81.1％

数字で見る、性暴力の実態3．

第三者が性暴力やセクハラとみられる行動が起
こっているのを見聞きすることがあったかを問
う調査では、全体の約２割 (18.5%) があるとの
回答を得ました。

見たり聞いたり ...

「性暴力に関する実態調査」 Safe Campus Keio 実施
アンケートは、2020 年 9 月 10 日～ 10 月 10 日の１ヶ月間実施。学内の性暴力の実態把握
を目的とし、対象は学生、職員、卒業生の慶應義塾大学関係者とした。センシティブな内容で
あることを事前に告知したうえで Google Form にて任意で回答を回収。総回答数は 325 件。

性暴力が起こりやすい場所は？

日常生活に及ぼす影響

性暴力を受けたことがあるという回答の中で、最も多くを占めるのが先輩からの被害です。
また、性暴力は赤の他人よりも、知人の学生間で発生しやすく、中でも不均等な力関係にお
いて権力を持つ先輩が加害者になる傾向が報告されました。

性暴力が起こった場所について質問したところ、
「性的発言・性的なジョーク」の 60%、
「同意なく体を触られる」の 80%、
「同意のない性行為」の 77％が「飲み会の場」で発生し
ていたことがわかりました。
また、性的発言や性的なジョークの多くが、授業中にも
起こっているということが判明しました。

アンケートからは、心身への不調、自己肯定感や人間関係への負の影響があるケースが
複数確認されました。また、全体的に、加害者ではなく、性暴力を受けた側がそれまで
の生活や行動を変えざるを得ない現状が見えてきました。
一方で、「特に影響はなかった」 という回答も多く見られます。これらの結果に基づくと、

「被害者らしさ」というものは 存在しないということがわかります。
被害を受けた側が、以前と同じように友達とご飯に行ったり、飲み会に行ったりするこ
とにより、被害を受けたという事実が疑問視されてはならないのです。

相談機関、知っていますか？
学校に相談しなくても自分で解決できる問題だと捉
えている人が多く、頼りたくても誰かに話すのが恥
ずかしいと思う人やその情報の守秘義務がどう守ら
れるかに不安を感じている人もいます。
また、調査によると 7 割以上の学生が入学してから
性暴力に関する説明会などを受講していないという
現状が明らかになっています。

飲み会の場
サークル活動
授業中

1．
2．
3．
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※本調査では、性暴力の経験を具体的な設問の中で定義しています。
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もし被害に遭ったらどうしたらいい？4．
もし被害に遭ってしまっても、決して自分を責めないでください。No と言えなかったあなた
が悪かった訳ではありません。
また、「性的なことだから」といって、周囲の人に相談することをためらって、ひとりで抱え
込まないでください。あなたに寄り添い、サポートしてくれる存在を見つけることから始めま
しょう。友達が性的被害にあったとき、傍に寄り添って話を聞くだけでも、相手は安心するこ
とができます。
被害を乗り越えることは簡単なことではありません。周りの人の支えがあってこそです。誰か
に相談すること、そして相談できる環境をつくることが大切なのです。
皆さんの通うキャンパスにも、相談ができる場所があります。小さなことでも、抱え込まずに
話してみることで心が軽くなるかもしれません。

三田キャンパス南校舎地下一階に設置。
毎月第 3 水曜日の 13:30 ～ 16:30 に開いているが、
現在は新型コロナウィルスによる三田キャンパス閉鎖
により開講していない。(2021 年 2 月現在 )
前日までに電話か窓口の事前予約が必要。
TEL: 03-5427-1575（学生生活支援担当窓口問い合わせ）

法律相談
面談フォームに相談したい内容を記入し
3 営業日以内に担当者からの返信により面談日を設定。
2 名の面談人が中立の立場でヒアリングを行い、
解決方法を一緒に考えていく。

ハラスメント防止委員会

HP: http://www.harass-pco.keio.ac.jp/

心身ウェルネスセンター
湘南藤沢キャンパスに設置。
性被害のこと以外にも学業や対人関係、将来の事について
心のカウンセリングを受けることができる。
日英に言語対応が可能。

HP: https://counseling.sfc.keio.ac.jp/
TEL: 0466-49-3411

学生相談室
三田・日吉・矢上・芝生田キャンパスに設置。
性被害のこと以外にも学業や対人関係、
将来の事についても心のカウンセリングを受ける
ことができる。友人、家族と一緒の相談も可能。
● 三田学生相談室：03-5427-1575

● 日吉学生相談室 : 045-566-1027

● 矢上学生相談室 : 045-566-1431

● 芝共立学生相談室 : 03-5400-2640

バイスタンダーとしてできること5．
覚えておきたい 5つのD

学内で相談が可能な機関

バイスタンダーとは、傍観者、第三者、居合わせた人のことを意味します。ハラスメントを
目撃したとき、私たちにはどんなことができるでしょうか。

ハラスメント自体と関係ない話をしはじめることで、事件が起こるのを防いだり加害者の邪魔
をしたりすることができます。
具体的には以下のような行動が挙げられます。

・嫌がらせを受けている人の知人のふりをする
「あ！〇〇さん、ちょうど探してたんです。」など、
ハラスメントと関係のないことを話し、加害者を輪に
入れない
・意図的に飲み物をこぼしたり、財布の小銭を落として
みたり、加害者や周りの人の気を逸らす

Distract 注意をそらす

Delegate「委任」とは、第三者に対して援助を求めることです。
具体的には以下のような行動が挙げられます。

・店の責任者、バスの運転手、駅員、先生を見つけて介入してもらう
・委任できる人を見つけている間は被害を受けている人に時間を聞く、
道を聞く、被害とは無関係な話を友人に試してもらう

Delegate 第三者に助けを求める

p5 p6illustration: https://icograms.com/



映像などで証拠を残すことは被害者にとって助けになることがあります。
※撮影は、自分が安全な状況にいるときだけにしましょう。

ハラスメントを撮影する時のコツ

Delay 後で対応してみる（その場にいなかった、または行動を起こせなかった場合）

たとえその場で行動を起こすことができなかったとしても、事件の後、
被害者の様子を尋ねるだけでも助けになります。多くのハラスメントは
短時間に起こるため、その状況が終わるまで待ってから嫌がらせを受けた
方に声を掛けるのも良い選択肢でしょう。

何が起こっているのか、または加害者が今何をしているのか注意することで、ハラスメントに直接
対応する方法もあります。これは危険を伴う可能性があり、加害者の敵意があなたに向くことで状
況が悪化することもあります。そのため、直接介入する際は

この 3 つを確認し、全て当てはまった場合に直接介入を行なってください。

証拠を残すDocument

直接介入するDirect

・被害者に大丈夫か尋ねる
・あなたが被害者をサポートできる方法があるか尋ねる
・被害者の目的地まで同行したり、しばらく一緒にいることを申し出る
・必要な場合、警察への事件の報告を補助する
・事件の証拠がある場合、被害者がその資料を必要としているかどうかを尋ねる

その場合は、以下のことができます。

p7 p8

ハラスメントに直接介入するとき、加害者へ掛ける言葉は以下のような
ものが挙げられます。

「それは不適切じゃないかな。」「失礼だと思うよ。」
「放っておいたらどうですか。」
「それ、ハラスメントだよ。」

ここで最も重要なのは、言葉を短く簡潔にすることです。直接介入することで状況がエスカレート
する可能性もあるため、加害者と対話・討論・議論しようとしないでください。
加害者があなたの言葉に反応した場合は、加害者に意識を向けるのではなく、嫌がらせを受けてい
る人を助けるために最善を尽くしてください。

５Ds 引用：Haftel, Roy, Entenmann, Okeyo, & Garlock, 2017
　　  Hollaback BYSTANDER RESOURCES https://www.ihollaback.org/bystander-resources/ 

責任を持って、安全に撮影するために注意すべきことは以下の通りです。

　1. あなたと嫌がらせを受けている方の安全が確保されていること
　2. 状況が悪化する可能性が低いこと
　3. 嫌がらせを受けている方が助けを求めていること

1. 安全な距離を保つ
2. 場所を特定するために周囲にある道路標識やその他の目印を撮影する
3. 日時を言う

被害者を助けている人はいますか？
いない場合は他の 4Ds を活用しましょう。

状況を把握

他の人が既に助けに入っている場合、上記のコツを参考にしながら撮影を開始しましょう。
自分の安全を確保し、撮影を開始する

相手の許可なしにネットに載せたり、他のことに使用してはいけません。
撮影後は、映像をどうしたいか被害者に確認を取る

何をするにしても相手をサポートすることに集中するようにしてください。
被害者から目を離さない

illustration: https://icograms.com/



あなたへのメッセージ6． 気分が変わった人に無理やりお茶を飲ませないし、飲ませてはいけません。
「性的同意」も同じです。お茶を飲みたくない人＝性的な行為をしたくない人に対して、
無理にせまってはいけません。

動画で学べる性的同意7．

行動する傍観者 ( 性教育 YouTuber シオリーヌさん )

「あなただったら、どうしますか？」＃性暴力を見過ごさない 
私たちは生きていく中で、周りの誰かが性暴力に直面している場面に遭遇するかもしれません。
その誰かが知人、他人であれ、私たちには見過ごすか、介入するかという 2 つの選択肢が与えら
れます。あなたの些細な行動で、私たちは性暴力をなくす社会に近くことができます。この動画
をみているそこのあなた、勇気を出してみませんか？ #ActiveBystander 

p9 p10

tea consent

シオリーヌさんより

性暴力のない社会づくりを「私たちの一歩」から始めよう　　

慶應義塾大学総合政策学部　小笠原和美 教授

性教育 YouTuber 中島梨乃さん （慶應義塾大学 総合政策学部 在学）

「自他の尊厳」を尊重するために、「性的同意」を理解し、実践することはとても大切なことです。
そしてその同意は「真の同意」でなければなりません。上下関係やその場の雰囲気で「NO」と
言えないこともあります。「抵抗しなかったから / イヤだと言わなかったから OK」ではありま
せん。"Yes means Yes." です。
性暴力はあなたの身近に起こるかもしれません。その時「見て見ぬふりをする大人」にはなって
ほしくない。性暴力のない社会は、私たち一人一人が踏み出す一歩でつくることができます。
あなたはどんな未来をつくりますか？

性被害と聞いて「自分には関係ない」と思う人もいるかもしれません。
しかし、あなた自身、人から傷つけられる可能性もあるし、人を傷つ
ける可能性もあります。書かれている知識を、今すぐに全て暗記しよ
うとしなくて大丈夫。何かあったら読み返してみてください。このパ
ンフレットはきっとあなたやあなたの周りの人たちを守ってくれます。

「ムードがない」「わざわざ言わなくてもわかるでしょ」とコミュニケーション
を省略しようとせず、少しの勇気を持って対話をしてみようとされる方が
一人でも増えるといいなと思います。

性的なスキンシップをとる時に相手の明確な YES を確認するという「性的同意」のカルチャーは、
日本ではまだまだ根付いていません。しかし同意のない性行為は暴力であるということを一度認
識すると、性的同意は自分と相手の権利を尊重しあったパートナーシップを育むために欠かせな
いものであると、ご理解いただけることでしょう。

https://youtu.be/oQbei5JGiT8  ( 日・中・英・韓字幕あり )

「性的同意」を得ることの意味・必要性を理解できない時は、誰かにお茶を淹れる場面を考えてみま
しょう。お茶が欲しくない人、意識のない人、最初は飲むと言ったけれどやっぱり飲みたくないと

https://youtu.be/sp1e9hKZ97w

皆さんは、これらのメッセージをどう受け止めたでしょうか。
メッセージを受け取った皆さんからのコメントやアクションを待っています！
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