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問題と目的

青年期において、セクシュアリティの問題は最も重要

なテーマのひとつである。思春期、青年期は子どもから

大人への移行期であり、第二次性徴を含めた急激な身体

的な成長、変化が起こり、それに伴いセクシュアリティ

の問題も浮上してくる。しかし、性的な体験を取り扱う

べき個人の自我はまだ発達途中であり、青年期の若者は

自身に起った変化をなかなかこなしきれないものである。

ブロス（1962）が、青年期には安定した非可逆的な男

性性と女性性が確立されると指摘したように、青年期の

心理的な発達課題のひとつに性的なアイデンティティの

確立という課題がある。これは性器優位性（genital pri-

macy）とも呼ばれ、身体の成熟によって活発になる新

たな性的な意識や関心を受け入れ、幼児期に形成された

古い性的なアイデンティティを修正し、より成熟した男

性としてのアイデンティティ、または女性としてのアイ

デンティティを形成することを意味する。自己の新しい

性的なアイデンティティがある程度確固としたものとな

って、異性の性的なアイデンティティについての理解が

深まり、そのうえで個人は異性との青年期以降の成熟し

た愛情関係を営んでいく。

杉山（1992）は、思春期の性の時代的な変化について

「性意識や性役割などのじゅうぶんな変革をともなわず

に、性行動のみが活性化している」と述べている。この

記載は約20年前のものであるが、現在の思春期、青年期

にも当てはまる。しかも、心理的に未熟なまま、行動先

行で性が進んでいくことは、セクシュアル・ハラスメン

トをはじめとする性にまつわる問題行動につながりやす

い。

大学生にとって、部活・サークルという課外活動のコ

ミュニティは、学生が他者との関係の中で心理的な成長

を育むにあたっての重要な機会のひとつである。学生に

とって課外活動の場は、①学業以外での活動が保証され、

②所属学科にとどまらない幅広い友達作りが可能で、③

先輩後輩という上下の交流や組織や集団の中での交流に

ついて学び、④同年齢集団の中でのインフォーマルなつ

き合いを通して心理的な成長がもたらされるなど、豊か

な経験を持つことができる場所である。

しかしながら、こうした豊かな可能性を持つ課外活動

も、ひとたび責任者が運営の仕方を誤るとグループの混

乱を招き、メンバー同士がお互いへの配慮を欠いてしま

うとメンバー間に大きな傷つきが生まれる。しかも近年、

課外活動やデートなどのインフォーマルな場においての

セクシュアル・ハラスメント、デート DV、ストーカー

という性にまつわる問題行動が深刻である。これらの問

題行動は課外活動での豊かな相互交流を損なってしまう

大きな要因のひとつであろう。

性にまつわる問題行動の発生にあたっては、権力関係

の問題、支配−服従の問題、自己中心性の問題など、

様々な要因が取り上げられている（沼崎，2001）。その

中でも、青年期の学生の間でこれらの問題が発生する場

合、心理面やパーソナリティにおける未熟さが関与する

ケースが多くみられる。問題行動の加害者の心理やパー

ソナリティには、自己中心的な考え方、相手に対する配

慮や思いやりのなさといった未熟さがみられることが多

い。彼らは相手が自分とは違った意思をもった独立した

人間であることへの認識が薄く、自分本位な性的欲求や

愛着を相手に向けがちである。

青年期の性にまつわる問題行動にアプローチし、問題

行動への心理的な支援をするにあたり、性的なアイデン

ティティ、性を取り扱う個人の自我やパーソナリティ、

対人関係の持ち方に注目することが重要である。自己の

性的なアイデンティティを確立し、異性のセクシュアリ

ティを理解することは、心理面やパーソナリティにおけ

る成熟につながる。そして個人の内面が成熟することは

対人関係の持ち方の成熟に影響を与える。これらの要因

は相互に関連し合いながら、個人個人の心理的成長を推

し進めていくのである。

筆者のうちの伊藤は、宇都宮キャンパス学生相談室の

臨床心理士として、学生の心理面のサポートに携わって

いる。「コミュニティ心理学からみる QOLを高める学

生相談活動�─帝京大学宇都宮キャンパスの取り組みと

課題─」（滝澤）による指摘のように、宇都宮キャンパ

スの学生相談室の機能として、援助活動、教育活動、コ

ミュニティ活動、実践研究活動が挙げられる。本学生相
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談室では、大学生への教育活動の一環として、学生が他

者との相互交流を通して心理的な成長を育むことができ

る心理教育プログラムを計画・実施し、学生の QOLの

向上、学内コミュニティの育成、学生の心理的成長の促

進にアプローチしている。

その活動の一環として、今回は課外活動時のハラスメ

ント予防のための心理教育ワークショップを実施した。

本研究の目的は、性にまつわる問題行動への心理教育

を行うことが、学生の心理的な成長、特に①性的なアイ

デンティティの確立、②他者に対する理解を深め、他者

に対する思いやりの態度を持つことを促進するかどうか

について明らかにすることである。

方法

研修計画を作成するため、予め、研修の対象である大

学公認の全部活・サークルにアンケートを配布し、研修

の対象者がセクシュアル・ハラスメントについてどのよ

うなイメージを持っているのかを事前にアセスメントし

た。その後、研修計画を作成し、それを2010年�月下旬

に実施した。

�．アセスメント

事前アンケートの結果、課外活動中に起りそうなセク

シュアル・ハラスメントとして、「下着一枚で部室内を

歩き回る（男子）」、「気やすく体に触る」、「女性に対し

ての侮辱」、「容姿や体型について言う」、「女性に対して

猥褻な話をする」等の意見があがった。これらの意見を

見ると、性の問題をめぐって、異性がどんな考え方や感

じ方、受け取り方をするかについての認識不足や、自分

の言動が異性にはどのように受け取られてしまうのか客

観視できないという自分についての認識不足がうかがえ

る。

タイソンら（1990）は、青年期の性的なアイデンティ

ティの最も望ましい達成の一部として、「望んでいる愛

情対象の性について明確な考えをもつことにより、性的

な好みに関する姿勢が安定してくること」、「その愛情対

象に向き合った際の青年の性別役割同一性が、多かれ少

なかれ確固としたものになってくること」をあげている。

異性の感じ方や考え方を具体的に理解することは、異

性についての現実的なイメージを作り上げることである。

そして、性別による違いにふれることは、自身の性につ

いての理解を深め、現実的で確固とした性的なアイデン

ティティを作り上げていくことにつながるだろう。

また、より成熟した性的なアイデンティティを確立す

ることは、性の問題をより成熟したやり方で扱っていく

ことにもつながると思われる。どのような性的なアイデ

ンティティを確立するかは個人によって様々だろうが、

性的なアイデンティティをある程度確固としたものにし

ておくことは、青年期のアイデンティティ形成にとって

重要なことである。

次に、「先輩（男）だからといって強引に後輩の女の

子を食事に誘う」、「恋愛経験を執拗に聞く」、「女性観、

男性観の押しつけ」、「着替えをのぞく」等の行為も課外

活動中に起こりうるということだった。これらの意見を

見ると、他者、特に異性を自分とは違った意思をもった

独立した存在としてとらえられず、未熟で自分本位の欲

求や要求を相手に向けていることがうかがえる。そして、

自他の間に適切な境界を定めることができず、自分本位

に相手の尊厳やプライバシーを侵害していることがうか

がえる。

自分とは感じ方や考え方の違う、全く別の存在として

周囲の他者をとらえ、その他者を尊重し、思いやる視点

や態度を持つことが重要である。このような視点や態度

を身につけることは、自己中心的な未熟な段階から他者

配慮のできる成熟した段階への心理的な成長を達成する

ことにつながるだろう。それに加えて、自他の適切な境

界を保って、他者の存在を侵害することなくマナーを守

った付き合いができるようになることは、対人関係の持

ち方を成熟させることにつながる。自分本位で欲求充足

優位の未熟な対人関係の持ち方を放棄し、他者に配慮し

た成熟した対人関係をもてるようになることは青年期の

重要なテーマである。

それから、課外活動中に起こりそうなセクシュアル・

ハラスメントの例として、「性的嫌がらせ」、「言葉によ

るセクハラ」、「相手に不快な思いをさせる」という漠然

とした回答が多くみられ、無回答の団体もあった。研修

会に参加予定の学生の大半が「セクシュアル・ハラスメ

ント」という言葉の存在を知っているようだが、セクシ

ュアル・ハラスメントについての具体的で現実的なイメ

ージを持っていない学生も多いのではないかと推測しう

る。そのため、学生がより深いレベルで性差やセクシュ

アル・ハラスメントの問題を理解していくためには、性

別によって感じ方や考え方が異なることを具体的、現実

的に理解してもらう必要がある。それには、これまで本

学生相談室で実施してきた、セクシュアル・ハラスメン

トに関する一般的なレクチャー、マニュアル的な対応のア

ナウンスという表面的な心理教育だけでは不十分である。

�．研修計画の作成

以上のことから、今回の研修会は、男女両方の学生が

なるべく同じ割合で参加してもらうこととした。そして、
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参加学生が具体的にイメージしやすい仮想ケースを検討

素材として用い、参加者各自が自分で想像し、考え、そ

してグループでのディスカッション体験を通して学ぶよ

うな実践的プログラムを実施することが効果的ではない

かと考えた。

・研修の目標

学生がセクシュアル・ハラスメントや性についての理

解を深め、生産的な対人関係の確立を育むためには、以

下のような点に留意してアプローチしていくことが必要

である。①性別によって感じ方、考え方、物事の受け取

り方が違っていることを実感してもらい、異性や性差へ

の理解、そして自己の性的なアイデンティティについて

の理解を深めてもらうこと。②個人個人で感じ方、考え

方、物事の受け取り方が違っていることを実感し、自分

の感じ方と他者の感じ方の間にあるズレを認識してもら

うこと。③性差や個人差を認識した上で、他者に対する

思いやりの姿勢を持つこと、他者に配慮したコミュニケ

ーションを持つこと、自他の間に適切な境界を定めるこ

とが必要であることに気づいてもらうこと。

・研修の内容

以下の表�のように研修内容を計画した（伊藤・滝

澤・横山・古玉，2010）。ワークシート�、�について

は、資料�、�に示す。
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表� 研修内容

学習のねらいと活動 学習内容と留意点 準備物

導入

10分

①導入

研修のねらいを理解する。

セクシュアル・ハラスメ

ントについて理解する。

研修のねらいとセクシュアル・ハラスメントについての講

義をする。

ハラスメントに当たるかどうかは、受け取る側がどう感じ

るかで決まることを強調する。

相手の感じ方や気持ちを理解すること、コミュニケーショ

ンスキルを向上させることがセクシュアル・ハラスメント

を起こさないために重要であることを強調する。

キャンパスガイ

ドブック

展開

40分

②信号ゲームを行う。

仮想事例をもとにセクシ

ュアル・ハラスメントに

ついて理解する。

③グレーゾーン事例を考

える。

個人間での認識の違いに

気づく。

④セクシュアル・ハラス

メントが起こった場合の

対処法を考える。

問題解決能力を高める。

ワークシートを人数分用意する。

セクシュアル・ハラスメントの仮想事例を検討素材として

使用する。

仮想事例として、サークル内で起こりそうな身近な例、男

女交際がこじれた際のやり取り、ストーカー的な行動、性

犯罪を提示する。

セクシュアル・ハラスメントに当たるものに赤色、当たる

か当たらないかの判断が難しいものに黄色、当たらないも

のに青色のカードを挙げてもらう。

セクシュアル・ハラスメントのグレーゾーンに当たる日常

場面での行動にはどんなものがあるか、個々の団体で事例

を考えてもらう。

他大学で起こったセクシュアル・ハラスメント事例を検討

素材とする。

個々の団体で、同様の事件が起こったらどう対応するべき

かを考えてもらう。

その後、本学では学生相談室がハラスメントの相談窓口に

なっていることを参加学生に知らせる。

ワークシート�

（資料�）

赤・青・黄色の

カード

ワークシート�

（資料�）

キャンパスガイ

ドブック

まとめ

10分

⑤研修会の振り返り

アンケート用紙に回答を

して、今日の研修内容に

ついて振り返る。

事後アンケート調査用紙の配布し、回収する。 事後アンケート

用紙



・実施

「楽しい課外活動を運営するために 第�回ハラスメ

ントの予防について」と題して、本キャンパスの部活・

サークルの責任者に対する、セクシュアル・ハラスメン

ト予防のための研修会を�/21（木）、25（月）、29（金）

の�日間にわたって実施した。そして、全41団体中、38

団体（参加率92.7％）、66名の部活・サークルの責任者

が参加した。研修会当日の参加者の男女比は男性43名に

対し女性23名であった。

結果と考察

従来の講義形式のセクシュアル・ハラスメント研修で

はなく、参加メンバー同士が積極的な話し合いをもつと

いう体験形式で本研修会を実施したことにより、以下の

ような点で学生の心理的成長を促すことができたかどう

かを考察する。ここでは特に、①性的なアイデンティテ

ィの形成を促したこと、②他者に対する理解を深め、他

者に対する思いやりの態度を育成したことについて考察

する。

この研修の詳細については、伊藤・滝澤・横山・古玉

（2010）に掲載している。

性的なアイデンティティの確立について

今回の研修会は男女で話し合いに加わるという形式を

取った。日常生活において男女が参加してセクシュア

ル・ハラスメントについての話し合いを持つ機会はかな

り少ないことであろう。「いつもなら考えられないよう

な他人のセクハラ基準について考えた」という感想がみ

られ、多くの学生が、本研修会で新しいことを学んだと

回答していた。異性にとってセクシュアル・ハラスメン

トとはどのようなものか、異性にとってどの程度のこと

までがセクシュアル・ハラスメントに当たると判断され

るのか、セクシュアル・ハラスメントに当たるような行

いを受けた異性はどのように感じるのかといった点につ

いて男女で集中的に情報交換をする新しい経験を提供で

きたと考えられる。

研修実施後のアンケートには、「自分では知らないう

ちに加害者になってしまう」、「自分では気づいていなか

ったことが、ストーカーだったりセクハラだったりした

のでびっくりした」、「女性の感じ方と男性が思う女性に

してはいけないことの感じ方が違うことを改めて知っ

た」、「意外と女性の心は広い」という回答がみられ、今

回の研修会は、参加学生が男女の性差によって考え方、

感じ方、受け取り方が違ってくることに気づく機会にな

ったと考えられる。

また、少数だが「男子学生のほうが圧倒的に多いキャ

ンパスで、ハラスメントなんて気にしていられない」と

いう意見もみられた。佐々木・尾崎（2007）は性同一性

を「斉一性・連続性をもった主観的な自分の性別が、ま

わりからみられている社会的な自分の性別と一致すると

いう感覚」と定義しているが、この意見は性別をめぐる

自己と周囲との不一致を示唆しているようである。男子

学生のほうが女子学生よりも圧倒的に多いという本キャ

ンパスならではの問題を反映しているものと考えられる。

異性の性的なアイデンティティ、そして自身の性的な

アイデンティティへの理解を育んだという点で、本研修

会は学生の性的なアイデンティティの形成を促したので

はないかと思われる。

他者についての理解と他者への思いやりについて

研修実施後のアンケートには、「人によって感じ方、

考え方が違うことが分かって勉強になった。その差は自

分が思っているよりも大きいことが多い」、「色々な考え

の人がいるな〜と。周りとは考え方がちょっと違うのか

なと思った」、「人によって感じ方が違うので、自分の考

えだけを押しつけてはいけないと思った」、「自分は大丈

夫と思っていても、他の人は同じ思いじゃなかった」と

いうような回答がみられた。参加学生にとって、異なっ

た考え方、感じ方を持つ他者とディスカッションをした

経験は、個人ごとに感じ方、考え方、物事の受け取り方

が違っていることを改めて実感する機会になったと考え

られる。他者と自分との間にあるズレを意識することは、

他者とは明確に異なる自分、自分とは違った意思をもっ

た独立した存在としての他者を意識することであり、そ

れは心理面、パーソナリティにおける成熟を意味する。

また、アンケートには「相手の気持ちになって考える

ことができるように努力したい、相手を思いやれるよう

になりたい」、「（今後の課外活動では）女子への声かけ

を行い、相談にのってあげたり、相談しやすい雰囲気作

りをする」「新入生の立場になって物事を考えたい」と

いう感想があがった。このことから、参加学生の中に他

者や異性に対する配慮や思いやりの気持ちが育まれたこ

とがうかがえる。これは対人関係の持ち方に対する視点

が自分中心から他者配慮ができる段階へと移行したこと

を示し、今後の成熟した対人関係を営んでいく下地にな

ることだろう。

エリクソン（1959，1997）によれば、青年期に続く成

人期の心理的な課題の一つとして、青年期で獲得した性

的なアイデンティティをもとに、異性との間で親密性を

築き、結婚生活、家庭生活でお互いに妥協や犠牲を伴い

ながらも協力して現実的な生活を営んでゆくことが挙げ
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られる。本研修会で育まれた思いやりや配慮の気持ちは、

続く成人期において、自分とは異なった考え方、感じ方

をする異性との共同生活に入る下地を準備することにな

るであろう。

最後に、今回の研修会では、参加学生が同世代グルー

プの中で責任を持って自分の意見を出し合い、それぞれ

の意見を皆で共有した。このような参加者同士の相互交

流を通して共通の課題に取り組んだことが重要であった。

このような主体的、協力的な姿勢が育まれることは、セ

クシュアル・ハラスメントの問題に限らず、今後の創造

的な課外活動を営んでいく上で欠かすことができない。

そしてそれは学内コミュニティの活性化につながること

であろう。

今後の課題

研修会の様子やアンケートの結果から、以下のような

問題点と今後の課題が明らかになった。

実施後アンケートによれば、22.7％の学生が「今日の

研修会は役に立ちましたか？」という質問に「どちらと

もいえない」、「いいえ」と答えている。そして「新しく

学んだことはありましたか？」という質問に対しては、

34.8％の学生が「どちらともいえない」、「いいえ」と答

えている。そのため、今後の研修会の実施に当たっては、

事前のアセスメントを十分に行い、参加学生の役に立て

てもらえるよう研修内容を吟味する必要があるだろう。

学生のニーズに合わせた、そして学生の心理的発達段階

に合わせた研修テーマを選び、より効果的な研修の実施

方法についての検討することが今後の課題である。

具体的には、①上手なグループ運営のためのリーダー

シップ研修、②学生が相互に支え合う姿勢を育むピアカ

ウンセリング研修、③自分と相手、お互いを大切にしな

がら自己主張をするためのアサーション・トレーニング

をはじめとした対人スキルの研修、④他者を尊重する姿

勢を身につけるための傾聴スキルのトレーニング、⑤自

己について振り返り、自分の感情に気づくような芸術療

法、⑥各団体の創造的なつながりを促すグループワーク

といった取り組みを通して学生の心理的成長を育んでい

きたいと考えている。

また、今回は単発形式で研修会を実施したが、単発の

研修会では学生の気づきや理解がその場限りのものにな

りやすいことが懸念される。研修で得た気づきや理解を

本当の意味で自分の中に位置づけ、実生活に活かしても

らえるよう、一定期間継続して同一テーマに取り組んで

もらうような継続形式の研修会を準備する必要があるだ

ろう。

そして、今回の研修会は「ハラスメント予防」をテー

マにしたため、学生相談室側が学生達をリードし、指導

する形式をとった。しかし、今後はなるべく学生主体で

研修会を進めたいと考えている。単に学生相談室側が差

し出した知識を学生が受け取るだけでは、学生の真の心

理的成長への貢献には不十分である。学生達がお互いの

相互作用の中で、彼ら自身の手で、彼ら独自の新たな気

づきを手に入れることが、学生の主体性や自己効力感を

育むことになるだろうと推測されるからである。

時代や社会状況の変化のために学生の質が変化してい

ると言われるが、以上のような学生の QOLの向上への

取り組み、心理的な成長を育む取り組みを続けることは、

学生相談室の心理支援として重要である。
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資料�

ワークシート�（質問項目のみ掲載）

信号ゲーム

セクハラだと思うものに赤色、セクハラでないと思うも

のに青色、分からないものに黄色のカードを上げてくだ

さい。

事例�：私のサークルは女子学生が数人しかいない。部

員の田中君（仮名）は頻繁に活動中に性的な冗

談や卑猥な表現を口にする。大多数の男子学生

は大笑いをしている。

事例�：その新入生歓迎会の席で、部員から王様ゲーム

をしようという提案があった。

事例�：私の後輩の加藤（仮名）君は、ピンクが好みで、

ピンクのシャツやアクセサリーを身につけるこ

とが多いのだが、部員の仲間から「女みたい、

気持ちわるー」と言われている。

事例�：後輩の田中君（仮名）は、廊下で同じ部の女子

学生に会うと、足から腰、胸、頭と全身を見て

ニコリと笑う。課外活動中、胸元に視線を向け

るときもある。

事例�：上級生の加藤君（仮名）は廊下で会うと声をか

けながら、肩や背中をたたく。

事例�：同じ部の佐藤君（仮名）のアパートの部屋で活

動の資料を作成しようと、コンピューターを借

りようとしたら、待ち受け画面が女性の水着写

真だった。

事例�：課外活動する教室（部室、道場）で、いつも数

人の男子学生が小声で猥談に興じている。

資料�

ワークシート�（質問項目のみ掲載）

事例：

女子学生の南さん（仮名）は、少しつき合っていた男子

学生の北君（仮名）と別れることにした。北君は別れる

ことに一度は納得した、そして

（ ）

①そのまま縁をきる。

②廊下で会ったら挨拶する。

③廊下で会うたびに体にタッチしてくる。

④「これからは、友達の�人として活動してゆこう」と

いうメールをたまに送ってくる。

⑤「これからは、友達の�人として活動してゆこう」と、

いつも食堂や教室で隣に座ったり、食事や映画に一緒

に行く。

⑥「もう一度つき合わないか」と、もう一度南さんにア

タックする。

⑦「もう一度つき合わないか」と、何回も電話、メール

をしてくる。

⑧「もう一度つき合わないか」と、約束なしに家の前で

待っている。

⑨「もう一度つき合わないか」と、南さんの行く先にた

びたび現れる。

⑩「もう一度つき合わないか」と、強引に南さんの部屋

に入る。

⑪「もう一度つき合わないか」と、セックスを迫る。
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