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ＳＴＯＰ！ハラスメント 
 

ここ数年、ハラスメントという言葉が日常的に使われるようになりました。ハラスメ

ントは放置すれば当事者間だけではなく、周囲の人間関係や信頼関係にも影響を及ぼし、

心身の健康を損なうことになりかねません。さらに、本人を取り巻く環境や作業効率も

悪化させます。このメンタルヘルスガイドは、教職員の皆さんがハラスメントに関する

理解と認識を深め、ハラスメントのない環境を維持することを目的に編成しました。 

 

 

第 1 章 ハラスメントとは  
 

１ ハラスメントとは 

 

 

 

 

を言います。 

 

本学では「自由・愛・正義」を建学の精神として掲げてい

ます。大学における人間関係では、まさに自由で平等な関係が保証され、互いに相手を尊

重しあうこと、人道的に正しい行いをすることが基盤になります。ハラスメント（セクシ

ュアル・ハラスメント及びその他のハラスメント）は、個人の人権を侵害するものであり、

いかなる場合にも許されるものではありません。 

 

２ ハラスメントの分類 

 ハラスメントは従来、「環境型」と「対価型（地位利用型）」に分類されてきました。 

 

環境型･･･不快な言動によって教職員の就労上又は学生の修学上の環境が害されること 

 

対価型（地位利用型）･･･不快な言動を拒否することによって教職員が就労上又は学生が修

学上の不利益を受けること 

３ 加害者の分類 

ハラスメントの加害者のタイプは以下の三つに分類することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらは重なる場合もありますし、これら以外のハラスメントもあります。また、これ

らは必ずしも上司から部下、男性から女性に対して行われるだけではなく、同僚・同性間

などどんな人間関係でも起こり得ます。加害者とされる人が相手の不快感を察してすぐに

行動を改めたり、謝罪したりせず、繰り返し行われた場合にはハラスメントとして大きな

問題となり、相手の精神的苦痛が増すことになります。 

相手の意に反する不適切な言動（不作為を含む）により相手を不

快にさせたり、不利益や損害を与えたりすることによって、学び、

研究し、働く環境を悪化させること 

 

①  故意に嫌がらせを行う･･･「積極的加害行為者」  

②  嫌がらせを見て見ぬふりをしたり、加害者に加担して（強要され

た場合も含む）嫌がらせを行う周囲の人･･･「消極的加害者」  

③  故意ではなく、あるいは悪意なく行った言動が相手の気持ちを著

しく傷つけてしまう･･･「無自覚的加害行為者」  
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第 2 章 セクシュアル・ハラスメント／ジェンダー・ハラスメント 
 

１ セクシュアル・ハラスメント 

 セクシュアル・ハラスメントとは「相手の意に反する性的な言動によって、不利益

を与えたり、環境を悪化させたりすること」です。 

 

 【事例】 

・ 共用部屋に露出の多い姿をした女性（場合によっては男性）の

ポスターを貼る 

・ 性的な経験や性生活について質問したり、卑猥な冗談を言う 

・ カラオケでのデュエットを強要する 

・ 食事やデートにしつこく誘う 

・ 身体に不必要に接触する      など。 

 

これらの行為は、当事者同士がお互いに理解し合っている、とりわけ親しい間柄である

場合は許容範囲内となることもありますが、相手によってはハラスメントになり得ること

を理解しましょう。つまりは相手との人間関係や距離感を読み違えないことが大切

になってきます。 

 

Ｑ１ セクシュアル・ハラスメントの判断が難しいのですが、どのような場合に問

題とされるのですか。 

 

Ａ１ セクシュアル・ハラスメントで訴えられた人は、お

おむね「私はやってない」「合意の上だ」「恋愛関係にあった」

などと主張します。 

セクシュアル・ハラスメントに該当する言動の多くは密室

で行われるだけでなく、しばしば、学生や部下が権力を持つ

上司や指導教員の性的要求を拒絶できずに関係が形成される

ことがあり、被害を訴えても訴えられた人は「性的強制」の

事実を否定します。このような場合には「どちらの言い分を

信用すべきか」という問題になり、当事者間の言い分が食い違っていれば客観的な事実

に基づいて判断せざるを得ないことになります。判例では、日常的に性的言動が行われ

ていたか、当事者の主張に一貫性があるか、詳細であるかどうか（日記・記録など）、

具体性などから客観的事実を判断しています。 

 

セクハラと法的責任 

・民事上の責任 

加害者は被害者に不法行為、責務不履行に基づく損害賠償請求をされます。 

・使用者の責任 

セクハラ行為が、業務中や業務の一環としての時間におこった場合は、使用者の 

責任も追及できる可能性もあります。 

・刑事上の責任 

刑事責任には、強姦罪、強制わいせつ罪、軽犯罪法上の付きまとい行為などがあり、

ストーカー行為については、傷害罪、信用毀損罪、名誉毀損罪、などの適用のほか、

ストーカー法の適用も可能性があります。 
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Ｑ２ 密室で２人きりになる、挑発的な服装をするなど被害にあう側にも問題があ

ると思います。そういう場合にはセクシュアル・ハラスメントにはならないのではない

ですか。 

 

Ａ２ 「密室で２人きりになるなんて」「暗い夜道を一人で歩いているから悪い」「服

装が挑発的だったからだ」･･･これらの主張は加害者のみならず、世間一般から被害者

に浴びせられる典型的な言葉です。 

服装に関して言えば、映画「告発のゆくえ（1988年：米）」でも見られるように誰が

どんな服装をするかは、プライバシーや自己決定権に属する問題であり、どんな服装を

するかは基本的には個人の自由なのです。したがって、「被害者にも責任がある」とい

う主張は弁解や偏見に過ぎず、加害者のみならず、世間一般の抱くこうした誤解が二次

被害を生む要因ともなっているのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

判例１「教授のセクハラ的言動」が問題になった事例 
 

Ａ市立大学教授(64)が、海外での調査旅行中に秘書兼雑用係として雇用した女性に

対してセクハラ行為を行った。 

旅先のホテルで２人きりになった状況を利用して、原告の意思に反し、かつ、これ

に秘して、あらかじめバイアグラを服用のうえ、客室のドアを閉め鍵を掛けてセクハ

ラに及んだが、これが失敗に終わった後にも、「僕は、家でねえ、妻とはもう長いこ

と・・・ないんだね。」など性的な話題をだしたり、「僕はＡ子さんには特別な感情を

もっていてねぇ。」「いつもそういう目であなたのことを見ていますよ。」などと原告

に対する自己の性的ないしは恋愛感情をほのめかしたり、「あなたが結婚したら、僕

はサッと手を引きます。」などと、あたかも原告との一時的な性的関係を望むような

発言をするなどの言語によるセクシャルハラスメントを行った。 

 

市に対し、慰謝料として 100 万円、弁護士費用として 20 万円の支払いが命じられ

た。少なくとも被告は、性的関係を結ぶ目的を有しており、かつ少なくとも原告を本

件客室に誘った夕食の時点から、これらを計画的に行おうとしていた。セクハラ行為

は、公権力の行使に当たる職員がその職務を行うにつきなした違法有責な行為であ

り、市は国家賠償法第 1条 1項に基づき原告に生じた損害を賠償する責任がある。な

お、本件セクハラの訴えを原告が市に対し文書送付等を行ったことについての、加害

者の反訴請求は棄却されている。 

 

判例２ セクハラが問題になった事例 

Ｂ大学大学院医学研究科で講師を務めていた男性が、院生だった女性へのセクハラを

理由に戒告の懲戒処分を受けたのは不当として、同大に処分取り消しを求めた訴訟で、

名古屋地裁は請求を棄却した。橋本昌純裁判長は「大学側の処分に裁量権の乱用はない」

と述べた。 

元講師は 99年、学会参加時にホテル内でキスしたり、性的関心を示す電子メールを

送って院生に不快感を与え、研究環境を損なったとして、01年 2月に処分を受けた。元

講師側は「合意の上の行為で院生は不快を覚えていない」と主張した。 

判決は「元講師の行為で、指導教官と院生としての研究上の信頼関係が失われたとは

認められない」と処分理由の一部は事実誤認としたが、セクハラに当たることは明らか

で、処分が著しく妥当性を欠くとは言えないと判断した。 
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２ ジェンダー・ハラスメント 

 ジェンダー・ハラスメントとは「性別により差別しようとする意識などに基づく

言動によって、不利益を与えたり、環境を悪化させること」です。LGBT1など性の多

様化とその権利が謳われるようになった現代では、個々の性に対する価値観を尊重した

対応も問われるようになってきています。 

 
 【事例】 

・ 「男のくせに根性がない」「女には仕事を任せら

れない」などと言う 

・ 「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 

・ 「男のくせに赤い服を着るな」と言う など 

 

Ｑ３ 「他の人は冗談だって分かっている、ハラス

メントと思う方が気にしすぎ」と言われます。 

 

Ａ３ 「ハラスメントをどう受け止めるかは個人差がある」「何でもハラスメントと

言われるから、何も言えない」「他の人は笑って許してくれる」などの主張は一面では

正しく、他の一面では間違っているといえます。例えば、強制わいせつなど刑法犯に該

当する行為である場合やわいせつ文書の掲載などは、一般人の考える社会通念に反する

ものとして、個人差や男女における認識の差はないといえるでしょう。 

 

しかし、前述したジェンダー・ハラスメントとされる行為や性的接触・態度に関して

は相手によって「個人差」が出てくる可能性があります。ハラスメントか否かは、「相

手」の受け止め方が基本であり、「不快かどうか」は相手の受け止め方次第です。そし

て、これらの行為は相手の人間性を損ねる行為（性差別、支配従属関係の乱用など）で

あるかどうかで、社会的に非難の対象とされるのか、法的に違法なのか総合的に判断さ

れるのです。 

 

 

第３章 アカデミック・ハラスメント／パワー・ハラスメント 
  

１ アカデミック・ハラスメント 

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』のことです。 

 

この場合の『権力』とは「地位、権限、立場上保有する権利な

どから派生する力」のことを言います。 

また、『嫌がらせ』は、意図的なものだけに限らず、もっともら

しい理由をつけられて行われる行為であっても、相手の利益や人

権を不当に侵害したり、相手が不快に感じれば、ハラスメントに

なります。 

【事例】 

                                                
1 LGBT：LGBT（エル・ジー・ビー・ティー）または GLBT（ジー・エル・ビー・ティー）とは、女性同性愛者、男

性同性愛者、両性愛者、性的違和（性同一性障害）などを含む性別越境者などの人々を意味する頭文字。 
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・ 研究成果や業績を搾取する 

・ 実験機器など、必要な備品を使用させない 

・ 部下や学生に自分の記念日をお祝いさせる 

・ 単位や成績と引き換えに何らかの（多くは性的）要求をする 

・ 「何度言ってもミスばかりする。もう君には指導しない」 

・ 「お前のような学力が低い学生がいると他の学生の迷惑だ」    など。 

 

アカハラと法的責任 

・民事上の責任 

アカハラは、教員や学生の研究を行う権利や教育を受ける権利を侵害する行為であり、

不法行為（民法 709条）に該当するものとして、それによって発生する損害（経済的損

害、精神的損害を問わない）を賠償する責任が生じます。この場合、アカハラを行った

本人に加えて、使用者である大学（国立大学・学校法人）も損害を賠償する責任を負う

ことがあります（民法 715条）。 

・刑事上の責任 

 アカハラに対する刑事上の責任については、その態様ごとに異なりますが、刑事責任

を追及される場合は非常に限定されています。 

 たくさんの人がいる教室などで、悔辱的な言動を行った場合、名誉毀損罪（刑法 230

条）や悔辱罪（刑法 231 条）に該当する可能性があります。また、「単位はやらない」

「卒業させない」なごといって、私的な雑務を強要したり研究発表を妨害したりする行

為などは、場合によっては強要罪（刑法 223条）に該当することがあります。 

 

Ｑ４ 本人のためと思って厳しく指導をしてきました。多くの卒業生から、「あの

時、厳しくしてもらったから社会へ出てもやっていけている」と感謝されています。自

分のやり方が間違っているとは思えません。 

 

Ａ４ よかれと思って厳しく指導し、そのやり方がぴったり合う人もいれば、そうで

ない人もいます。指導教員が学生や研究員に学業・研究の一層の成長を望んで、課題や

研究テーマを与えたが受け手側がそれを負担に感じ、心身に変調をきたすような場合、

これはハラスメントになり得ます。 

セクシュアル・ハラスメントと同様に、受け手側が負担に思うかどうかという主観的

な要素が、ハラスメントになるかならないかを左右するのです。 
「留年してゆっくり研究すればいい」、「就職せずに研究職を目指したらいいから、内

定は辞退したほうがいい」などの指導教員の言葉は、意図はどうであれ本人の意向に反

する行為を強いる場合には、アカデミック・ハラスメントとみなされます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

判例３ アカハラが問題になった事例 

Ｃ大学医学部助教授が、同教授から、物品購入・事務機器利用を妨害され、講義・

実習を取り上げられるなどの嫌がらせを受け、また、大学の措置にも問題があったな

どとして、教授と国に対して損害賠償を求めた。 

判決では、助教授の主張のうち、教授が講義・実習の取り上げを行い、これに対す

る大学も適切な指導を怠った点、大学が助教授の所属を当該講座からはずした内容で

職員録を発行した点についてのみを違法と認定し、国に対して 55万円の賠償を命じ

た。 
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２ パワー・ハラスメント 

パワー・ハラスメントとは「職権などのパワーを背景にして、本来の業務の範疇を

超えて、継続的に人格と尊厳を侵害する言動を行い、就業者・就学者の働く環境を

悪化させ、あるいは立場的な不安を与えること」です。 
 
 パワー・ハラスメントは、最初は「些細なミスの指摘やコミュニケーションのズレ」

から始まり、次第に「態度や性格も含めた叱責の繰り返し、本人の不調」、そして「無

能、精神疾患者の烙印を押す」、というように進行し、放置すると最悪の場合には「本

人の入院・退院」まで進行します。 

 

【事例】 

・ 「バカヤロー！」と言いながら足で蹴ったり、胸ぐらを掴み上げる 

・ 机やキャビネットを叩きながら怒鳴る、殴る 

・ 仕事を与えない、回覧をまわさない、無視する 

・ 「役立たず」「明日からこなくていい」など、退職を促す 

・ 「あいつは人格障害だ」と言う             など。 

 

Ｑ５ 昔から厳しい指導、叱責はありましたし、自分もそれに耐えて一人前になり

ました。最近の人が弱くなっただけの気がします。 

 

Ａ５ 近年、教育現場や職場を取り巻く環境は大きく変化しました。ただ、マニュア

ル通りに仕事（研究）を行えばよいだけでなく、その人の個性やコミュニケーション能

力、柔軟性が必要とされ始めています。従って、これまでの現場で重要視されてきた目

標や価値も変わってきますし、個人の価値観や仕事（研究）に対する意識も多様化して

います。 

従来、上司（指導教員）には「管理能力」が求められてきました。しかし、現在では

部下（学生）の創造性や主体性を最大限に活かして、一人一人のモチベーションを向上

させる方向へ変わってきています。時代や環境の変化に対応できずに従来のマネジメン

ト（指導）を行おうとすれば、そこにはパワー・ハラスメントが起こる土壌が生まれま

す。 

実際に指導を名目とした「いじめ」がなされることが多く、家族のこと、個人的なプ

ライベートな領域（体型など）について言及して個人攻撃を繰り返せば、それはパワー・

ハラスメントになります。最近の人が弱くなったと感じるのなら、なおさら現代の流れ

に合った指導、叱責の方法を見つけ出すことが上司（指導教員）の役割りになるのでは

ないでしょうか。 

 

Ｑ６ 何をしても、言っても「ハラスメント」と受け取られそうなので、話ができ

なくなります。いっそ、何も言わないでおこうと思ってしまいます。 

 

Ａ６ 外部の相談機関においても「パワー・ハラス

メントだ！」と過剰に反応するタイプの人がいること

は指摘されています。 

こうした人達は他罰的で自己保身的であったり、社

会性に欠けたり、仕事や組織で働くということが分か

っていない人、社会的マナーやルールといった感覚に

ズレがある人たちです。しかし、こうした人たちはご
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く少数であり、ハラスメントを訴える多くの人は実際に深刻な被害に遭っています。 

 

「何を言っても誤解されるから、何も言わない」のも過剰な反応とは言えないでしょ

うか。誤解されないように話をする、どうしてそれが必要なのかという合理的な理由を

丁寧に説明する、相手に敬意を持って接する、こうした心がけをすることで、ハラスメ

ントは防げます。 

 

また、何気なく行った言動が相手を不快にさせた、あるいは不快にさせたらしいと感

じたら、すぐに謝罪をして、二度と同じことを繰り返さないことです。そのためには日

頃から場の空気を読むなど、周囲の状況に配慮する姿勢が必要です。 

 

 

第４章 アルコール・ハラスメント 
 

１ アルコール・ハラスメント 

お酒の席などで行われる、アルコール飲料全般にかかわる嫌がらせです。とくに大学

生活ではゼミの親睦会や新入生歓迎会、追い出しコンパなどを含め、飲酒の機会が多く

なります。とりわけ新入生歓迎会では、20 歳未満の未成年者は未成年者飲酒禁止法に

より法的に飲酒自体が禁止されていることを念頭に、飲酒を進めない・飲酒を見逃さな

い事が大切です。ここ何年かは一気飲みによる死亡事故も起きており、不適切な飲酒は

命の危機にかかわる社会的な問題となっています。 

 

【事例】 

・部の伝統や罰ゲームとして飲酒させる 

・お酌や飲酒の強要をする 

・成績や単位評価などと引き換えに一気飲み（競争を含む）をさせる 

・酔っぱらって他者の嫌がる迷惑行為をする 

・「飲めて一人前だ」など、飲めない人への配慮ない言動をする 

・意図的に酔いつぶそうとする 

 

２ アルコール・ハラスメント対策 

アルコール・ハラスメントは「上下関係を利用する」、「はやし立てる」など、相手に

プレッシャーを与えて飲まざるを得ない状況に追い込む行為であり、人権侵害に当たり

ます。また、飲酒運転にもつながる危険性を有しています。 

アルコール・ハラスメントを防ぐための責任は教員が同席していれば教員、そして主

催者（あるいは幹事）にあることや死に至る危険性があることなどを常に明確に意識し、

飲めない人にはアルコール以外の飲料を用意することや酔いつぶれた人が出た場合は

必ず付き添って救急医療につなげ、家族が来るまで付き添うなど、責任を持つことが大

切です。 
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第５章 ソーシャルネットワーク・ハラスメント 

／モラル・ハラスメント 
 

１ ソーシャルネットワーク・ハラスメント（ソーハラ） 

ブログ、動画共有サイト、ＳＮＳ等のソーシャルメディアを通じて行われるハラスメ

ント行為のことです。表立って目に見えないだけに陰湿性や攻撃性が加速する傾向があ

ります。 

最近ではソーシャルメディアを利用したストーカー行為や別れた相手との交際中の

写真をネット上の不特定多数にばら撒くリベンジ・ポルノも社会的問題になっており、

ソーシャルメディアを用いる際の倫理観が問われるようになっています。 

 

【事例】 

・友達申請の強要 

・面識の無い「友人の知人」に 友達申請をする 

・「いいね」の連発 

・「いいね」やコメントの強要 

・ソーシャルメディア上の内容を公の場で話す 

・投稿された写真をダウンロードしている 

・「友達」「グループ」外し 

 

２ ソーシャルネットワーク・ハラスメント（ソーハラ）対策 

ソーハラ対策としては以下のことを心がけるようにしましょう。また普段から知人・

友人などとも互いに意識し、時には話し合うことが、被害に遭わないための第一歩です。 

 

・知られたくない人の前ではソーシャルメディアを利用している話をしない。 

・自分の意向に合った公開、検索設定をする。 

・ソーシャルメディアに対しての自分の関わり方を決めておく。 

・文字を媒体とするため、人によって受け取り方が異なる点に注意する。 

 

以上の点に留意して、ソーシャルメディアを快適に利用しましょう。 

 

３ モラル・ハラスメント 

不当な言動（行為・態度）を繰り返したり、あるいは計画的に意図して行ったりする

ことで、相手の人権を侵害し、精神的な嫌がらせのことです。巧妙に人の心を傷つける

ため、実際には実態が掴みにくく被害者は精神的に追い詰められ、疲弊することになり

ます。 

【事例】 

・無視をする 

・メールやメモで業務連絡をしてくる（口を利くことを避ける） 

・学業や仕事上の連絡をしない 

・相手の能力に見合わない（簡単すぎる、難しすぎる）作業を与える 

・話し合いの要求に応じない 

・悪い噂や中傷を流す 

・目の前で大きな音でバタンとドアを閉める（当てこすり） 

・わざと失敗するようにしむける              など。 

 

モラル・ハラスメントは、関係がこじれた時に気まずさなどから人が取りやすい行動

も含まれるため、常に意識をして自分の行動に気を付けていくことが必要です。モラ

ル・ハラスメントがエスカレートすると周囲の者も含めた関係者の職場環境を悪くしま
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す。その一方で、修学（仕事）上のストレス、プレッシャー、仕事上の対立、職務上の

正当な決定などはモラル・ハラスメントにはなりません。 

 

Ｑ７ もしもハラスメントの被害にあったら、どうしたらよいのでしょうか。 

 

Ａ７ まず大切なのは今現在、あなたが置かれている状況を冷静に客観的に把握する

ことです。そのためには、「いつ」、「どこで」、「だれが」、「なにを」、「どのように行っ

たか」の記録を残します。こうすることによって、少なからず気持ちが整理されるだけ

でなく、実際に、加害者を訴えたり申立てをしたりする際に役立ちます。また、メール

履歴、録音なども用意するとよいでしょう。また、記録する際には、ハラスメントの被

害だけを記録すると捏造とみなされる場合もあるため、できればその他の日常の出来事

も記録した日記に書くのが良いでしょう。 

 

次に自分がどうしたいのか、態度を決めます。これらには、「我慢をする」「異動・研

究室変更を願い出る」「退職・転職、退学・転学する」「加害者と話し合う」「組織内で

支援を求める」「外部機関に相談する」など、さまざまな選択肢があります。ひとりで

考えるのが難しい場合には、家族や組織外の知人・友人に相談するのもいいでしょう。 

 

そして行動を起こす前に、起こしたらどうなるだろうか（相手はどう反応し、自分は

どう反応するのかなど）というシミュレーションも充分に行う

必要があります。組織内に支援者・理解者を得ることは「孤立

を避ける」ためにも重要です。 

「眠れない」「食べられない」「やる気がでない」など、心身

に変調が生じている場合には、早めに専門機関を受診したり、

電話で医療相談を行っている機関や保健所などに相談してみ

たりするのも有効です。 

 

 

学生相談室では、ハラスメント被害者本人が来られない時には、 

第三者（ハラスメントに気づいた周囲の人）相談にも応じています。 

  

  学学生生専専用用ののハハララススメメンントト相相談談窓窓口口はは、、「「学学生生相相談談室室」」でですす。。  

  
【【ee--mmaaiill】】harass@aitech.ac.jp  
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第６章 ハラスメントを防止するには 
 

①  加害者をつくらないこと！ 

大学としてハラスメントを許さない姿勢を保持するとともに、全構成員に対して講

習会などの機会を設け、アカデミック・ハラスメントが人権侵害に他ならないことを

知ってもらい、嫌がらせ行為をしない・させない意志を強く持ってもらうことが必要

です。 

 

② 一人で悩んで我慢しないこと！ 

ハラスメントを感じないようにしたり、受け流したりしているだけでは、状況は改

善されません。むしろ深刻化させる可能性もあることを認識して、信頼できる人・専

門家などに相談しましょう。 

 

③  見てみぬふりをしないこと！ 

身近な人がハラスメントの被害に遭っている場合には、見てみぬふりをすると修学

上又は就労上、快適な環境の形成を妨げます。ハラスメントをなくすことは皆にとっ

て必要であるという考えに立って、勇気を出して行動することが求められます。 

 

気気づづいいたた人人がが勇勇気気ををももっってて学学生生相相談談室室にに来来ててくくだだささいい！！  

 

④ 大学のハラスメントの防止等に関するについての規程を見てみましょう！ 

ハラスメントの防止等に関する規程に目を通して、自分が被害者・加害者になって

いないか、周囲の人に被害者・加害者はいないかを一度はチェックしてみましょう。

規程をチェックすることで、本学のハラスメント対応についても理解することができ

ます。 

 

④  コミュニケーションを円滑にしましょう！ 

ハラスメントは些細なコミュニケーションのズレから端を発す

ることが多いのが現状です。修学環境・職場環境を快適に保ち、学

業や作業の効率をよくするためにも、日頃から円滑なコミュニケー

ションと互いを尊重する気持ちを大切にし、風通しの良い環境を心

がけましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

● ハラスメントに関して、さらに詳細な情報を希望される場合は学生相談室までお問い

合わせ下さい。 

● 本人がハラスメント相談に来られない場合であっても、教職員や同僚の方の相談には

応じることができます。 

 

⇒ ハラスメント相談に関するお問い合わせは学生相談室まで 

 八草キャンパス学生相談室 第 2 本部棟 4 階 

 平日 9：00～16：30 

  ℡ 0565-48-8121(内線 1020,1022) 

E-mail harass@aitech.ac.jp（ハラスメント専用窓口） 

または gakusou@aitech.ac.jp(学生相談室) 

 


