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2-5 もしよろしければ、具体的な被害や状況

をお書きください。現在の被害や、時間が経

ったから言えることも、可能な範囲でお答え

ください。 （４月 23日７４８人回答） 

 

〇友達と中学高の下校中、車から乗り出して

性器を見せてきた。また、駐車場で話してい

たら、目の前で衣服を脱ぎ、追いかけてき

た。 
 
〇電車の二人がけの席の手前を陣取り逃げら

れなくして触られる。 

お昼時に人通りのある道を歩いいていると、

後ろから来た自転車が私の真後ろで止まり、

おしりを触ってすぐ逃げていった。少したっ

てから警察に行き、同一犯による連続的な犯

行だと分かった。 
 
〇満員電車で股の間に脚を差し込まれ下着越

しに性器を触られた。満員電車で手でスカー

ト越しに臀部を撫で回された。電車の揺れを

利用して勃起した男性噐をスカート越しに押

し付けられた。電車でつり革に掴まっている

と肘で胸を何度もどつかれた。プールで泳い

でいるとずっと後ろからついてこられ、プー

ルから上がってもじろじろ舐めるように見ら

れた。 
 
〇夜一人で帰宅している時に徒歩や自転車で

跡を付けられることは何度もありました。電

車で体の密着、道で突然「ブス」などと怒鳴

られることも。加害者は全員男性です。 

映画館で隣の席に座られて膝にかけた服の下

から足を触られた。自由席だったので移動し

たがついてこられた。 
 
〇祖母と混雑している電車に乗っている時、

近くの中年の男が自分のズボンに手を突っ込

んで性器を弄りながらこっちを見てニヤニヤ

笑っていた。子供心に怖くて祖母の体の影に

隠れたが首を伸ばして探していた。 

二十代の頃は路上を歩いていたりショッピン

グモールを歩いていると正面から歩いてきた

男にいきなり胸を掴まれた。電車の中で不自

然に肘を曲げて腕で私の胸に触ってきた 

北海道のスーパー銭湯の露天風呂に友達と入

っている時男湯から何度も覗かれた。 
 
〇すれ違いざまに肘を出して胸にぶつかって

くる。 

腕組みして見えないようにしながら横から触

ってくる。 

中途半端な女装して痴漢しておいて「同性愛

者だから触るわけがない」ととぼけられる 

わざとぶつかられる。 

夜道で下半身を露出しながら「しごいてくれ

ませんか」。 

人がまばらな女性専用車両でわざわざ横に座

って「自意識過剰なんだよブス」と言われ

る。 

電車内で真後ろでありえないほど近づいて匂

いを嗅がれる。 

電車内で何度離しても隣に座ったおっさんか

ら膝をすりつけられる。 

寝てるふりで何度も太ももに手を置いてくる 

突然意味不明なことを怒鳴られる。 

道を歩いていたら「やれるかやれないか」品

評される。 

自転車に乗って後ろからお尻から股間あたり

に手を突っ込んでさわり逃げる。 
 
〇満員電車の混雑を利用して触ってくる。 

少し胸の開いた服の場合、座っていると上か

ら覗き込んでくることもあった。「見えた

よ」などと言う。 
 
〇中学生の時、下校時に後ろから抱きつかれ

下着を脱がされた。高校生の時、通学時の満

員電車で、一度「止めろ」と言ったら顔を殴

られた。社会人で痴漢に「触るな」と言った

ら駅のホームで大声で怒鳴られ殴られた。周

囲の誰も助けてくれなかった。被害届を出し

たが、監視カメラの内容を見て警察から「な

んで助けを求めなかったの」と言われた。言

葉を選ばなくて良いなら「死ね」と思った。

自分がやられてみろ。 
 
〇①受験日の混雑した京阪電車内で痴漢②

自転車通学中にバイクで追い抜きざまに胸を

つかむ③梅田の書店で立ち読み中に、後ろか

ら体を押し付けてくる④路上で露出した性器

を見せてくる⑤空いてる電車内でよろけたふ

りをして何度も体を触ってくる⑥駅構内でわ

ざと強く肩で体当たりしてくる、など。 
 
〇阪急特急で隣に座ってきたサラリーマンぽ

い背広の男がコートを掛け布団のようにして

眠ったふりをしてコートの下で太ももをさす

ってきた。若かったので声も出せず窓側にい

たので通路に出ようとしても寝たふりで簡単
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には出られず。またぐように足の上に乗り上

がって逃げた。一番お気に入りだった傘を置

いてきてしまったけど取りに戻れなかった。

悔しくて泣けた。 

襲われかけたのは、深夜バイト帰りに玄関の

鍵を事務所に取りに入ったら後ろについてき

ててのしかかってきたので悲鳴をあげたら逃

げていった。すごく怖くて悔しくて泣いた。 

本人ではないけど 5 年ほど前に小学生の姪

が、JR 大阪～新大阪間で下半身を触られたら

しく電車を降りてから吐いた。一緒に乗って

いたのに少し離れてたっていたので気づけな

かった。 

自分が被害にあうより姪を守れなかったこと

が悔しくて悔しくて悔しくて悔しくて。 
 
〇書店や図書館でつきまとってくる人がいる

ので、よく見たらカバンに入れたスマホやカ

メラでスカートの下をかすめるように盗撮し

ていました。それぞれ別の人物からの被害

で、書店で 1 回、図書館で 1 回です。こちら

が気づいて追いかけたら、慌てて逃げていき

ました。どこかネットに顔が見える状態で上

がっていたらと思うとゾッとします。 
 
〇通学途中の山手線の車内で痴漢をされた。

なんだか変な位置に他人の手が当たるなと思

っていたら、じわじわと探られるようにお尻

を触られた。その日は長いスカートを履いて

いたのと、その後一、二駅で目的地に着いた

のでお尻だけで済んだが性器に手が及んでい

たかもしれないような手つきだった。その日

はいつもより車内が混んでいて、ほとんど身

動きが取れない状況だったので、振り返って

も誰が痴漢をしているかわからなかったし、

降りる駅まで逃げることもできなかった。 
 
〇ぶつかられるのは梅田など人がたくさんい

る駅周辺が多いです。 

あとをつけられた、に関しては私の杞憂かも

しれませんが、スーパーからの帰る時に私よ

り先にスーパーを出たはずの人が私の後ろを

自転車でついてきていて、別れ道で違う道に

行ったはずなのに U ターンしてまた戻ってき

たりと不審な感じでした。あと、カラオケオ

ールを友達として、朝の 6 時くらいに三宮で

ファミレスを探している時もサラリーマンら

しき男の人たちが 4,5 人くらいでついてきた

時もありました。 
 

〇満員電車ではほぼ毎日痴漢に遭っていまし

た。世の中の男性の半分は痴漢なんじゃない

かと思っていました。プライベートゾーンを

触られたり性器を押し付けられたり掴まされ

たり。夜道で羽交い締めは３度ほどあり、今

でも夜道を歩くのが怖いです。 

押し倒された→夜 8 時すぎの車大通りの人気

のない陸橋下で、制服を着て階段を登ってい

たら、後ろから口を押さえられおし倒され

た。抵抗したので未遂で終わったが、帰った

ら足は擦り傷だらけだった。電車→隣に座っ

ていたおじさんに太腿を触られた。おじさん

はジャンパーのおじさん自身のポケットに手

を入れて布越しに私の太腿を触っていた。最

初気づかずに、なんだろう？と思って不安だ

ったが、おじさんの手がだいぶ太腿の中心に

着ていたのでそこで痴漢だ！とわかり車両を

降りた。いつも電車の痴漢は、痴漢なのか

な？とわからない程度に触ってくるので、判

断がわからないことが多い触り方をしてく

る。また、30 歳の頃も満員電車でおしりの

間に性器を押しつけてこられた。自分もぼん

やりしているし、ちがうかもな？と疑いたく

なくて疑いを誤魔化してしまうほうなので、

不安だったが、あれはやっぱり形がはっきり

背面から感じ取れたので、痴漢だと思う。こ

れもまた、ハッキリとわからない感じで触れ

てくるのが電車の痴漢の特徴のように思う。 
 
〇沢山ありすぎて書ききれませんが、昭和の

時代には「そういうもの」と受け流していた

ものも多かったです（露出魔や胸タッチな

ど）。 
 
〇5 歳→おもちゃ売り場で母を待っていたら

男が「お母さんあっちに来てって言ってた

よ」と違う場所へ誘導しようとした。断ると

性器を押し付けて匂いを嗅がれた。 

16 歳→通り過ぎざまに胸を触られ顔を見られ

て「ブサイクに触ってもうたわ」と言われ

た。 

24 歳→通勤電車で痴漢。何度もある。 

33 歳→授乳期の子供と公園へ行ったらおじい

さんに「ええ乳してんな。わしも飲みたい

わ」と言われた。 
 
〇特急に乗っている時、タイツに手を入れら

れ臀部を触られた。 
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〇通学に電車を使用していました。満員電車

だったので立ったままの乗車です。その時は

全く気付きませんでしたが、降車後、コート

の裾に精液が付着していました。 
 
〇電車の 2 列シートで隣に来て、寝たふりし

ながら触ってくることが多かった。 
 
〇時間が経ってあれは痴漢だったんだ警察に

言ってよかったものだったんだと分かりまし

た。 

当時を思い出して取り乱すようなことは無い

ですが、された事は鮮明に覚えてますし、自

分を今でも責めてしまいます。 

あの時自分が注意できてたら、知識があれ

ば、私以外の被害者も減らせたかもしれない

と後悔しています。 
 
〇空いている電車で二人席の通路側に座ら

れ、胸あたりに頭を押し付けてきた。同じく

車内で通過駅を聞かれ答えるとそのまま隣に

座られ手を握られた。通勤の電車で電車を降

りる際に強く寄られぶつかられた（同様のこ

とを他の女性にもしていた）電車の降りるタ

イミングでお尻を触られた。商業施設でティ

ッシュを配っていると「結婚してないの？い

いね。でも胸が小さいね」などと言われた。 
 
〇自転車で通りすがりに胸を触られたり、叩

かれたり、唾をかけられたこともあります。 
 
〇いろいろありすぎて書ききれない 
 
〇思い出すと気分が悪くなるので詳細には書

けません。最も多かったのは電車内の痴漢

で、制服を着ているときが最も多かったで

す。膣に指を突っ込んでくる人もいました。

痴漢した後、家まで後をつけようとしてくる

人が多かったので毎回駅の近くにある塾に逃

げていた。 
 
〇電車の中で露出。 
 
〇通学路の見通しが悪い路上に性器を露出す

る男がいると高校で有名だった。在学中複数

回遭遇したが直接触られるなどの被害はなか

った。女子比率の高い共学校だったので、女

子はみな見ない・反応しないよう先輩たちか

ら言われていたが、ショックを受けて泣き出

す友人もいた。見て見ぬふりをしてやり過ご

していた。誰かが警察に通報したりしたのか

は分からない。 
 
〇小学 1 年生時、駅舎内で友人（女性）と 2

人で遊んでいたら、駅職員から、これから休

憩時間なんだけど一緒にテレビ観るか？と、

誘われて友人も一緒だった事もあって安心し

てついて行ってしまった。休憩室には布団が

敷いてあって照明も点いていなくて変だな

ぁ。と、思った。テレビを観ていたら、さ、

こっちに座り。と、膝にのせられて性器を触

られた。当時は自分の性器が何かもわからな

かったので、何してんだろ？くらいの感じだ

ったが、だんだん気持ち良くなっていくから

ね。というその男の変な言葉に怖くなって、

友人と一緒にそこから逃げた。友人も触られ

た、と言っていた。2 人とも何となく悪い事

をした（悪い事をされた、ではなく）という

後悔が残ってしまい、その話題には触れなく

なった。 

随分、昔の出来事ですが、忘れられない心の

傷になっています。 

きっと、その男は常習者なんだったろうと思

います。 
 
〇5 歳→一人で下校中。道を聞かれて案内し

ていたら、物陰に連れ込まれ陰部を見せつけ

られた。その後の事はよく覚えていないが、

帰宅し母親に話したところ警察を呼んで話を

聞かれた。犯人が捕まったとは聞いていな

い。 

18 歳→山手線乗車中、つり革に掴まって寝て

しまった。気がつくと２０代くらいの男がす

ぐ背後に立ち、陰部を押し付けていた。 

男は私が気がついた所で、すぐに渋谷駅で電

車を降りていった。私は怖くて何も言えなか

った。 

周りはかなり空いていた（立っているのは数

人くらい）が、他の乗客は何も反応がなかっ

た。 
 

〇◼️高２のとき、バス停でバス待ち中に中年

男性が近づいてきて肩を密着させ「sex の話

しましょう」と何度もささやいてきたのが一

番怖かった。きれいな OL さんも近くにいた

のになぜ私？というのと、皆が見てみぬふり

なのに絶望して、ひたすら下を向いて耐えて

いた。 

◼️高校時代、制服で電車に乗って模擬試験会

場に行くときなどほぼ毎回痴漢に遭いまし
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た。怖くて降りるまでじっとしているしかな

かった。 

◼️駅の改札を出るなり、「胸でかっ」と言い

ながら見知らぬおじさんに片胸を鷲掴みされ

た。その時は社会人になっていたけど、あっ

という間のことで反応できなくて悔しかっ

た。 
 
〇お昼寝の時間に隣の男の子に性器を触られ

た。 

・スーパーで買い物中お尻を触られ、お店を

出たところで「誰かに言ったらどうなるかわ

かってるな」と言われた。 

・小学校下校時、人気のない歩道橋で性器を

出すおじさんに会った。 

・路上で歩いていたら、後ろから来た自転車

に乗った高校生男子が追い越したあとすぐに

正面まで自転車を漕いできてすれ違いざまに

笑顔で胸を触られた。 
 
〇古本屋で本を読んでたらすれ違い様にお尻

を触られ(あからさまになぞるように)最初は

偶然かとも思いましたが同じ男が何周もして

るのであからさまに痴漢目的で店内徘徊して

いました。別の古本屋でも無駄に距離が近い

男性が本を読んでる訳でもないのに側にぴっ

たりつけてじっとしていたり、ナンパをして

きたり、局部を見せてきた露出狂にも遭遇し

ました。      

電車では股間を押し付けてきたり尻や局部を

触ってきたり睨んで止める人も居れば触り続

ける輩もいました。電車の降り際に胸を触ら

れたりもするので捕まえるのも難しく車両を

変えるしかありませんでした。 

犯人はおおむね 30 代前半～60 代、やせ形か

ら小太りまで様々でしたがいわゆるおじさん

のリーマンが多かったです。どの路線でも朝

ラッシュ時には居ました。電車内の痴漢は同

じ犯人、違う犯人合わせて 20 回以上ありま

す。         

仕事帰り、22 時過ぎにコンビニで本を見て

たらガラスの向こうから知らないサラリーマ

ンのおじさんがこちらを見てニヤニヤと手招

きしてきた事もあります。怖くて店を出られ

ず店員さんにお願いして店外から見えないお

店の奥側(バックヤードではなくあくまで店

内)で 1 時間以上待機して、店員さんに外に

誰も居ないか確認してもらってやっとお店を

出れました。     

駅構内でぶつかれるのもしょっちゅうでわざ

わざこっちが進行方向をずらしたのにも関わ

らずこっちに進路を変えて寄ってきてぶつか

ってきます。      

ビラ配りのバイトをした時に普通の事しかし

ていない(その場から動かずビラだけ差し出

す)のに急に叩かれて怒鳴られた事もありま

す。 
 
〇書店：本棚から本を取るふりをして隣にい

た私の胸を触った 電車：満員電車で下半身

を押し付けてきた。 
 
〇朝登校途中で自転車に乗っていると前から

バイクの人がきて胸を触られた。 

夜に帰宅途中、駅からつけられお尻を触られ

た。その人は何度か家まで付き纏われまし

た。逃げてる姿を見てかわかりませんが自転

車に乗りながらおなってました。 
 
〇電車ボックス席 まだ明るい夕方前 空いて

いてボックス席の中一人で座っていた。珍し

くスカートだった。 

空いてるのに隣に座ってきて、膝を触ってき

た。 

子供だったので、スリかな？と思った。性犯

罪が世の中にあることは知っていたが自分と

結びつかなかった。胸を触られて漸くわかっ

た。 

逃げ方が分からなくて次の駅で降りると言え

ただけ。それまでだからと言うので我慢し

た。目に見えるところにほかの大人がいなか

ったこともあるだろうが、被害者が思考がフ

リーズするのは本当にそう。 
 
〇高校、大学時、阪急京都線梅田方向の通

勤、通学時 満員の急行や特急だと乗った瞬

間から 3〜4 人分の手が伸びてきた。普通電

車でも 1〜2 人張りついてきた。普通のサラ

リーマン空いていてもわざわざ隣に座って太

腿を触ってくるのがいた。 

図書館では本を選んでいる後ろを通り過ぎざ

まいきなり卑猥な罵声をあびせてくる等。 
 
〇満員電車の中で鞄が当たっているのかと思

っていたら、駅に停車の際に電車が揺れて隙

間ができた時に手が見えた。股間を触られて

いた事が分かった。でも、手がビクッとした

のでむこうも気付かれたと分かったようで、
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痴漢されていたと発覚した瞬間に下車され

た。 
 
〇・通りすがりに陰部を見せられた。 

 ・男性に車の窓越しから呼び止められ、道

を聞かれたので説明していると、男は運転席

に座ったまま、自分の性器をずっとこすって

いた。暫く気づかなかったが、気づいてすぐ

逃げた。 

 ・電車内でお尻を触られる。 

 ・電車内で手の甲を使ってわかりくいよう

に胸を触ってくる。 

 ・中学時代、タクシー内でいくらだったら

ヤらしてくれるか？と聞かれた。 

 ・電車内で蹴られた。 

 ・昼間の地下鉄御堂筋線で男に股間を触っ

てきた。 

 ・御堂筋線。小柄。ピチピチの服を来てい

て、満員だった時に体を押し付けてきた。 

 ・コートの前を開けて、裸を見せてきた。 
 
〇①同世代の男子(学校はわかるが知らない

人)にお尻を触られた。その時はただただ驚

いて無の感情だったが、数年後、じわじわと

嫌悪感が湧いてきた。 

②大学前で待ち伏せして声をかけられた。切

り上げようとしても下宿先に帰る道中ずっと

付いてこられたので、家が特定されそうで怖

かった。強い語気で断れば何か危害を加えら

れるのではないかと言う心配から、強く言え

なかった。家を通り過ぎ、コンビニに入って

事なきを得た。 

③電車にて、エアドロップで男性器の画像が

送られてきた。犯人は特定できなかった。 
 
〇電車内での接触の痴漢は初めて電車通学す

る初日からスカートに性液をかけられる。 

月極めの駐輪場に停めてあった自転車のハン

ドルとサドルに性液が付けられてあった。 

早朝の通学路に車を止めて中で車内で性器を

いじっているのを見せつけてきたなど。 

また、赤ちゃんを抱っこしていて抵抗できな

い状況のときにわざと体にぶつかった勢いで

さらに身体を触られるなど。 

キリがないです。 
 
〇当時 20 代、50 代の男性に電車の中で馴れ

馴れしく話しかけられ、ホテルに誘われた。 

まわりの乗客が遠回りに、助けるわけでもな

く、興味深そうに興味津々で伺っていたのが

それも気味が悪かった。 
 
〇中学へ通学する電車で座席に座っていた

ら、横に座っていた男が腕組みのポーズで巧

妙に隠しながら私の胸を触ってきた。 
 
〇商店街を歩いている時、すれ違い様に。 
 
〇小学生 露出して見せる男性 。中学生 旅館

で押し倒される。車の中で触られる 。大学

生  書店内で隣にぴったりくっついて胸を触

られる。夜後をつけてくる。夜行の中で眠っ

ていたら手を勝手に相手の性器に持っていか

れる 。酔うと抱きつく教師 。大人 整体師に

襲われる 露出被害多数。 

 
〇10 歳書店で通りすがりにお尻を触られ

た。 

13 歳映画館で隣の客に太ももを触られた。 

16 歳バイト帰りに「3 万でどう？」と声を

掛けられた。 

高校生から 20 代前半まで通学や通勤の電車

内で何度も体を触られた。 

24 歳映画館で隣の客に触られた（初めて警

察を呼んでもらいました）。 
 
〇高校生のときに自転車通学していたら、前

から来た車から卑猥な言葉をかけられた。 

 ・商店街を歩いていたら、前からきた自転

車に乗っている男に卑猥な言葉をかけられ

た。 

 ・路面店のような薬局で外に置いてる商品

を見ていたら、男にスカートの中を覗かれた

(警察に届けた)。 

 ・コンビニの駐車場で男と目が合い、車で

家に帰宅途中に赤信号で停止していたら、そ

の男が後ろから車でつけてきていたようで私

の車の窓をノックしてきて怖かった(落し物

などを届ける様子でもなかった)。 
 
〇満員電車の中でお尻や胸を触られた。スカ

ートを徐々に上げられた。 

路上でペニスを出されて見せられた。 
 
〇家族と外出中、電車に乗り込む時にスカー

トに手を入れられ下着の上から性器を触られ

た。 
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〇電車内で臀部に性器を押し付けながらゲッ

プをかける痴漢に遭遇。それを泣きながら当

時の恋人に話すと、興奮してセックスを迫ら

れた。 

 ・すれ違いざまに、虫がついてますよ、と

足を手で払われた。実際虫はいなかった。 
 
〇陰茎を擦り付けられる感触はいまだに消え

ない。 
 
〇多くて書ききれない 
 
〇散歩中に通りすがりの高齢男性に唾を掛け

られる。電車での乗り降りの際に尻を触られ

る。 

外食中に数人の大学生ぐらいの男性たちが私

達を見ながら下品な内容を大声でこちらが気

づくまで話し続けるなど、風呂ののぞきもあ

りました。 
 
〇10 代で環状線で通学している時が一番酷

かった。触られるのは毎朝。降りる時に胸を

掴まれて驚いていると「痴漢初めて？」と微

笑まれた。4〜50 代くらいの普通のサラリー

マン風の人だった。20 代の時夜道で車に乗

った人に触られてそのまま引き摺られて全治

3 週間の怪我を負った。警察に届けたけど犯

人は見つからなかった。 
 
〇座席の隣の男子学生が寄りかかってきて頭

を膝に乗せてきた。結果的に膝枕させられる

格好になった。膝に乗せた鞄で一生懸命押し

退けようとしたが強い恐怖を感じていたし男

の力で頭をおしつけてきてどけることができ

なかった。相手が頭をあげるまでそのままの

状態だったことが屈辱で今思い出しても気持

ち悪く怒りで膝をかきむしってしまう。 
 
〇最初に痴漢にあったのは高校一年生のとき

で混んだ電車内で停車したとき、降りる人が

どさくさに紛れて胸をぎゅううと掴みまし

た。痛いのと悔しいのと恥ずかしいのと、今

でも当時の気持ちをよく覚えています。痴漢

は性犯罪で攻撃的な暴力でもあります。これ

からの女性がそのような辛い思いをしない社

会にしないといけません。 
 
〇男性が本を見るふりをしながら静かに近づ

いてきて、こちらに性器を見せつけてきた。 
 

〇後ろから近寄られ、お尻から性器を触られ

た。 
 
〇友人と遊んでいたら突然陰に立っていた中

年男性に性器を見せられた、比較的空いてる

電車の中で、横に座った中年男性が足の上に

乗せた鞄の下に手を潜り込ませて性器をいじ

ろうとしてきた、夜に道を歩いていた時後ろ

から近づいてきた若い男性の自転車が追い越

し様に胸を鷲掴んでいった、電車の中で年配

の男性から「お姉ちゃん、三万でどう？」と

声をかけられた、壮年男性にすれ違いざまに

顔に肘をぶつけられた。 
 
〇13 歳の頃プールで 30 代くらいの男性に胸

やお尻を触られた。逃げても追いかけてきて

沈めようとしてきたり怖かった。親戚の人に

連れて来てもらっていたので反応がこわくて

恥ずかしくて何も言えなかった。 
 
〇おんぶしてあげると言われておぶられた

ら、両手の指先で性器をまさぐられました。

おぶられてるので逃げられないし、何をされ

てるかその時は解らなかった。 
 
〇後ろから抱きつかれたのが一番怖かった。

しかも相手は中学生だった。 
 
〇父親から色んな性的いやがらせをされた。 
 
〇すれ違いざまに精液を掛けられることが多

かった。電車の中、駅、学校、本屋など。周

りの人に報告しても、現行犯じゃないから…

と警察も呼んでもらえなかった。 
 
〇満員電車で立っている状態で触られた 

電車で座席に座っている時、隣の男性が腕を

組んでいて、周りから見えないようにして指

先で私の体を触ってきた 

人気のない上りのエスカレーターで、何気な

く後ろを振り返ったら、下の方に立っていた

男性が私のスカートの中を覗いていた。 
 
〇夏祭りに母と手を繋いで歩いているとき、

非常に混んでいて前から来たおじさんに股の

部分を掴まれた。小さく意味がわからなかっ

たがとても気持ちが悪く帰宅してから母に話

した。 
 
〇つらくて無理 
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〇長距離バスで寝ていたときに隣に座った男

性に性器を触られた。寝ぼけていたのでうっ

かり寝返りでもうったのかと、腕を掴んで強

く相手に突き返したが、後で考えれば痴漢だ

った。 

電車は女性２人で立っていたら電車が混んで

ないのにおっさんが近づいてきてスカートの

上からお尻を触ったりスカートをまくりあげ

ようとしてきた。 

飲み会は酔っぱらったふりしたじーさんが近

づいてきてベタベタ触ったり抱きついてき

て、ものすごく気持ち悪くて友達の男子に顔

でキモい事をアピールしてなんとか助けても

らった。 
 
〇①夏休みに自由研究のため隣の団地へ行っ

た帰りの昼 3 時頃、団地の入り口でゴニョゴ

ニョ男性に何か話しかけられた。かろうじて

「おしっこ…」と聞こえたので公衆トイレを

探そうと辺りを見回し振り向くと性器を出

し、至近距離で何かしらの液をこぼされてい

た。当時は障害を持つ人が小便を我慢できな

かったのだろうと自分に言い聞かせていた

が、知識がついた今考えると勃起した性器を

見せ射精されたのだと悟った。 

②高校に通う朝の満員電車で、狭い中執拗に

股間に手が伸びてきた。 
 
〇エレベーターに乗り合わせた男性に性器を

みせられた。私の手を掴んで性器を触らせた

(10 歳) 

道を聞かれたあとに、SEX って知ってる？と

ジジイに聞かれた(小学生) 

歩いていたら後ろからいきなり抱きつかれ、

パンツを下ろされそうになった(中学生) 

自転車で追い抜きざまに胸を掴まれた(高校

生) 

電車に乗っていて、エロ新聞を隣のジジイに

見せられた(高校生) 

電車の中でお尻を触られチャックを下されそ

うになった(20 代) 
 
〇通学の時間で何度かその男に出くわした。

比較的空いている時間帯なのに、近付いて股

間に手を伸ばしてきた。 
 
〇自転車に乗っていたら、後ろから追い抜き

ざまに胸を掴まれた。 

歩いていたら追い抜きざまに胸を掴まれた。 

空いている電車の中で身体をくっつけてき

た。 

車で前方を塞がれた状態で声をかけてきて断

ると胸を、掴まれた。 
 
〇5 歳くらいのとき、家の前の路地で砂遊び

をしていたら、通りすがりのサラリーマン

(スーツとカバンの若い男性)にパンツの中に

手を入れられた。何をされているかわから

ず、すぐ家の中の母親に報告しに行ったら母

は顔色を変えて外に見に行ったが、その男は

もちろん見つけられず。 

学生の時夜道でいきなり胸をつかまれて走り

去られたり、社会人になってからは満員の通

勤電車の中は毎日攻防戦。疑心暗鬼でカバン

を前に回したり後ろにしたり。疑われたこと

を怒ったのか？蹴られたり。 

今でも思い出して悲しいし腹が立ちます。 
 
〇ショーウィンドウを見てたら(12、3 歳) 、

東京短大に通っていた新玉線内で(18-20 歳) 
 
〇満員電車の中。連結部付近の角などは実は

誰も見ていない。 
 
〇中学生の頃、自宅ベッドで寝ている時に、

兄の友だちに性器を触られた。 

電車で通勤の時に毎日同じ人から見られてい

た。私の前を行き来しては、また遠くから見

てくる。 
 
〇小 5 の時は空いてる電車内でやたらとくっ

ついてこられた。 

大学生の時は隣に座った人が電車の揺れに合

わせて揺れたフリしてボタンスカートのボタ

ンとボタンの間に手を入れてきた。 
 
〇幼児の頃、家に連れていかれ、身体をさわ

られた。 
 
〇小学生の時は、公園のベンチに座っていた

時に、隣に中年の男が座り、局部を露出して

きました。びっくりして走って逃げました。 

中学生の時は電車通学でよく被害にあってま

した。当時は小柄で真面目そうな見た目だっ

たからかもしれません。 

制服のスカートの中に手を入れて下腹部を触

られることが多かったです。 

初めは驚いて声も出せませんでしたが、一緒

に通学していた友人が下着の中まで手を入れ
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られことがあり、それからは、安全ピンで手

を刺したり、「この人、痴漢です」と叫んだ

りするようになりました。 

高校生になって、中学の時とは反対方向の電

車（大阪市内から離れる方向の電車。断然空

いている。）に乗るようになって電車での痴

漢にはあわなくなりました。 

大学の時は、終バスに乗り遅れてタクシーに

乗った時、運転手に説教された上に卑猥な言

葉を言われました。 

1 番最近は、10 年ほど前ですが、比較的空

いている電車で、座席の隣の男性が後ろから

手を回してお尻を触られました。 
 
〇高校生(制服着用)の時分が段違いで電車で

の痴漢被害が多かった。痴漢はターゲットを

見つけたら満員でも他の人を押し退けてまで

近くに来るので逃げられなかった。 
 
〇雨の日に公園で友人と待ち合わせをしてい

たら後ろから男に抱きつかれた。路上や信号

待ちで爺さんに「ホテル行こう」と言われた

（複数回違う人に）。中学に上がったら小学

生から通っていた習字の先生が「女になった

ねえ」と言って触ってきた。公園で知らない

男が追いかけてきた。タクシーに乗ってると

きから運転手に「代金いらないからどこそこ

に行こう」と言われ、刺激しないように目的

地まで行き降りたら着いてきて、なんとかま

いた。知らない人が自転車で追いかけてきて

声をかけてきた。夜人気のないところでワン

ボックスカーから男が声をかけてきた。など

などなど。 
 
〇秋葉原の京浜東北線のホームに行くエスカ

レーターで、自分が上りの時に下りからきた

サラリーマンに胸の真ん中を指で押された。 

サラリーマンはそのまま去って行ったが、驚

きすぎて声も出なかった。その後友人に状況

を説明する LINE をして心を落ち着かせた。

服は普通の T シャツに羽織りもの。夏だった

けれど、肌は特に露出しない服。 

就職活動中、説明会にいく途中の車内で 1 駅

分お尻を触られた。お尻の表面をひたすらな

ぞるだけだったので、我慢していたが最後に

体になにか固いものが当たると思い、ドアが

開いたときに振り返ったらスーツ越しの勃起

した性器だった。 

今現在も、満員電車に乗っていると向かい合

わなくていい時もなぜか向かい合ってくるお

じさんにたまに出会う。怖いので、次の駅で

電車を降りて一本遅らせるか、違う車両に移

動する。 
 
〇・5 歳頃  本屋で作業服の男の人にずっと

後をついて回られ、ワンピースのスカートを

捲られたり、｢パンツ見せて｣｢可愛いね｣など

言われた。 

 ・17 歳  高校からの帰りの電車で椅子に座

っていたら隣に座られ、だんだんと近付いて

きて太股が付くほどになった。本を読む仕草

で肘を使い体の側面を触られた。 

 ・19 歳  旅行の帰りでキャリーバッグを持

っていたので人も少ないし改札からホームへ

のエレベーターに乗ったら一緒になったおじ

いさんに｢若いのにまったく！｣｢これやから

豚になるんや！｣などと怒鳴られた。 
 
〇夜 23 時頃に、駅から家まで歩いて帰って

いる際に、向かいから歩いてきたウォーキン

グ中風の男にすれ違いざま体を触られた。男

はその後車道を渡り歩道を逆走し、再度私と

すれ違うために、もう一度車道を渡って、胸

を触られた。人気のない道で、声もでなかっ

た。男がもし刃物を持っていたら殺されてい

た、とはっきり思った。 
 
〇高校生の時は、毎日痴漢に遭うのではない

かという不安があった。男性は、まず痴漢の

冤罪を言って被害者の女性のことは考えな

い。明確な痴漢でなく、手の甲でおしりを触

ったり、去り際にお尻に触れて逃げるなど卑

怯な痴漢が多かった。 
 
〇痴漢の多くは朝の駅のホームで物色してい

ました。ホームの時点である程度痴漢が見分

けられるようになったほどよく痴漢に遭いま

した。大体は電車に乗り込む時のフェイント

やポジショニングで逃げ切りますが、結局他

の女性が被害に遭っていました。 

また途中で数駅飛ばす満員の快速電車も逃げ

られない状況となり狙われやすいです。一番

多かったのはおしりを触るケース、印象深か

ったのは以下です。 

下着の中に手を入れ性器を触られ「大丈夫、

大丈夫」と囁かれ続け、駅に着いて逃げよう

とした瞬間に陰毛を鷲掴みにして勢いよく抜

かれ、ニヤっとしながら舌なめずりするよう

に舐めていました。スーツを着た 30 代くら
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いのサラリーマン風。周りの方は何人か気づ

いていたようですが、皆知らぬふりでした。 

車内の扉前の角で覆われるような状態で人目

も憚らずあからさまに密着して息荒く性器を

服越しにこすりつけ体中触ってきました。駅

について反対側の扉が開き逃げようとしたと

ころ、両腕を広げてバスケのディフェンスの

ように力ずくで押さえ込まれ、結局数駅降り

られず学校には遅刻しました。50-60 代で私

服、通勤するような姿には見えず、失う社会

的立場等が少なそうな人ほど見境なく怖いと

感じました。こちらも周りはチラチラ見ては

くるものの一貫して無反応。 

乗車駅が同じ 20 代くらいの私服男性が痴漢

をした翌日から毎日ピタッと密着だけするよ

うになり、以降、車両や時間をずらしても半

ストーカー下し、改札で待ち伏せされるよう

に。ランダムに時間をずらし続けようやく見

かけなくなった頃、帰りの電車で突然ボック

ス席の前に座ってきました。人目もあるので

実害はないだろうと寝たふりをしてやり過ご

していましたが、ふと目をあけるとこちらを

じっと見ながら性器を出して自慰をしていま

した。カバンで隠しつつ私には見えるよう

に。次の駅で全力で逃げました。 

盗撮は、駅前の本屋でスカートの下からフラ

ッシュが光り男が走り去る姿を見て。一瞬の

出来事でした。 

痴漢から助けてもらったことも、助けている

人も見たことがありません。声をあげる女性

も見かけたことはありません。私もできる限

りの抵抗はしていましたが、毎朝手も動かせ

ない、真っ直ぐ立ってすらいられないほどの

満員電車、仮に声をあげても周りがそのまま

無反応を決め込む光景しか浮かばず、一度も

声を発することができませんでした。 

私自身は、他の女性が受けている痴漢行為を

バッグを使って妨害したことが何度かありま

す。被害女性はハッとこちらを振り返ること

が多くペコっとされたりアイコンタクトを交

わしたり。 
 
〇制服を着て歩いてたらすれ違う自転車にツ

バを吐きかけられた。何もできなかった。 
 
〇都内の大学に電車通学している際の被害：

髪を触られる、下半身を密着される、スカー

トの中、下着の中に手を入れられるなど。 

茨城県、20 代後半：夕刻、仕事帰りに駐車

場まで歩いている途中に男につけられた。腕

を掴まれそうになったので大声を出したら男

が逃げた。 

大阪府、40 代：朝の通勤時、駅で改札に向

かって歩いていると改札から出てきた男にす

れ違いざま拳で腕を殴られた。 

その他セクハラ被害も多数。 
 
〇高校生の時に図書館で繰り返しお尻を触ら

れて、怖くて抵抗できなかったので黙ってい

たらエスカレートして胸や性器を触られた。 
 
〇11 歳から 13 歳の時、隣に住むおじさんに

会う度に「おっぱいが大きくなったね」と言

われた。抱きしめられたり、頬ずりされた

り、手を撫で回された。 

 ・13 歳の時、公文の帰りに夜道を歩いて

いたら前を歩いていた男性がいつの間にか後

ろにいて、追いかけられた。 

 ・17 歳の時、満員電車でカーディガンの

下に違和感を感じて、手で探ったら、制服の

スカートとカーディガンの間に知らない人の

手があった。電車内で隣に立っていた男性の

携帯画面がよく見えて、チラチラ見ていたら

性的動画で、見せつけるように見せてきた。

寝たふりをしたら何度も肩を叩かれた。 

 ・社会人になって、飲み会の席で「ちんこ

が好きだろ」と、ジェスチャー付きでおじさ

んに言われた。 
 
〇混雑した電車で本当に触られているのか、

たまたまあたっているのかわからず、でも今

思うと故意だったと思う。 
 
〇7 歳の時はまだ痴漢を知らず、よく分から

ないまま登校中に人通りの少ない住宅地で引

き止められて、下着の中を覗かれた。 
 
〇①古本屋で漫画をよんでいたら、近くに男

性がいることに気づいた。気にしなかったら

その男性が漫画を持ちながら近づいてきて、

「最近の少女漫画は過激ですね」って言って

きてニヤニヤ笑っていた。 

②平日昼間の電車で大学に向かっていた。夏

だったので、ノースリーブに短パンと薄着だ

った。車両はスカスカだったのにおじさんが

隣に座ってきた。 

すると、奈良は人が少ないとかなんだり話し

かけてきた。僕は社長をやっている、社員は

100 人越えてるなどぐだぐだ言ってきたの

で、「あー」と言って適当に返事をした。車
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両に若い大学生 2 人組がいて、そちらを見た

が気づかなかったようだった。 

私が適当に返事していることに、そのおじさ

んは気づくと「そういう格好しているとそう

いう子だって思うよ」と言って二つ先の駅で

降りて行った。 
 
〇1.混雑している電車内で尻を触られた。鞄

で手を押し退けて尻を隠しても、さらに押し

退けてきた。土曜日の 11 時頃でスーツを着

た 40 代くらいの男性で、電車で降りた時に

顔を見るとじっと見つめて笑いかけてきて不

快だった。友人と予定があり時間が迫ってい

たので通報しなかった。 

2.混雑している電車内でドア付近に立ってい

たところ、体を押し付けられた。押し退けよ

うとしたが、顔を近づけてくるので押し退け

るときに接触するのが嫌で駅に止まってドア

を移動した。隣に立っていた男性に視線を送

り目があったが、そらされてしまった。平日

で帰社の時間帯ごろでスーツを着た 50 代く

らいの男性で苛立っている様子があり、私が

移動した後も他の女性に同じ行為を働いてい

た。体を押し付ける程度で通報しても証拠が

なく取り合ってもらえないと思い通報しなか

った。 
 
〇満員電車の中で手を持たれそのまま相手の

ズボンの性器部分に自分の手を当てられた 

子どもの頃、滋賀県で習い事に向かう途中路

上で、人がいないタイミングで原付バイクの

男性に道を聞かれ、その後これ何か分かる？

と局部を見せられた。高校生の頃東京の電車

内で年配の男性にお尻を触られる、密着、性

器をおしつけられる被害に遭った。大学生の

頃大阪の JR 大阪駅と阪急梅田駅構内で肘で

胸をさわってくる、ぶつかってくる被害に何

度も遭った。4~60 代男性が多かった。大学

生の頃 JR の電車内、滋賀〜京都間で隣に座

ってきた 2~30 代男性から手の甲でお尻や太

ももを触ってくる、避けたりやめてください

と言うと、卑猥な言葉をかけられる被害に遭

った。2 人席の窓際に座っていてすぐに逃げ

られず怖かった。29 歳の時東京の三鷹駅で

体格の大きい 2~30 代男性にわざと思いっき

り肘で体当たりされた。 
 
〇小学 1 年生のとき、友達と友達の家の前で

遊んでいると、知らないおじさんが声をかけ

てきてパンツを脱がされ、指を性器に入れら

れました。私が『痛い』と言うとすぐ去って

行きました。当時は何をされてるのか理解で

きなかったけど、悪い事だというのはわかり

ました。小さい頃は怒られると思って親には

言えず、理解してからは悲しむだろうと思っ

て未だに親には言えません。 
 
〇やや混んでいる電車内でお尻を触られた。 

 

〇高校時代、御堂筋線車内で男性二人に挟ま

れて痴漢された、すれ違いざまに思いっきり

肩をぶつけられたり、胸を覗き込まれたり、

通勤電車内で座席前に局部出す人、グイグイ

押し付けて来る人、階段でミニスカートの裾

にカバンを入れてめくり上げて来る人、夜

「コレからどう？いくらで OK？」と聞く人

…あげたらきりがないです。 
 
〇車では誰が触っているかわからないので周

り全て怖くなる。駅でわざわざ近づいてきて

セックスする時はコンドームをつけろとレク

チャーしてくるおじさんもいる。夏服になる

と服の上からブラジャーの肩紐を触ってき

た。大きいカバンを持ってガードしてたらか

ばんを蹴られたり。階段でぶつかられたり。

職場では仲良くしてる人が（親しみを持って

たりしても）体を触ってきたりはよくある。

むげに拒否できないので困る。体型や胸のサ

イズを特定されたり。一度いつも同じ人が後

ろについて毎朝標的にされたこともあった。 
 
〇1.電車の中で見ず知らずの中年男性から

「綺麗な手だね」と言って、いきなり手を握

られたたり、なでられたりした。2.自宅近く

の商業施設で見ず知らずの中高年男性から、

見た目(車いすユーザーです)から「甘ったれ

るんじゃない。努力が足りない」と執拗に話

しかけられ(いちゃもん・くどくどと持論を

述べられる)た。近くにいた家族と落ち合え

たことで逃げられたが、しばらくその人に会

うのではないかと思い、外出が怖くなった。 

(どちらも、痴漢というより障害者差別に該

当するかと思いますが、書いておきます。障

害者であっても、若い女性でなければ遭遇し

なかったことだと思えます)。 
 
〇登校中の電車の中で声をかけられた。「俺

は（当時通っていた）〇〇高校の卒業生や｣

「進路は決まったんか？｣などと声をかけら

れ、駅を降りた途端に腕をつかまれた。抵抗
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しようとしたが、そのあと、どこかの民家の

ガレージ（と思われる所）に連行されて、自

分の股間を押し付けられて、私のスカートの

中から下着を下ろされて、自分の股間を更に

押し付けたり、制服の上から胸を触ったり揉

んだりされた。（抵抗しようとしたが、強い

力でつかまれた為、抵抗したら殺されると思

った）。 
 
〇数えきれないほどの被害経験の後遺障害で

日常生活に大きな支障がある。障害年金の更

新手続きが難しいほど。 
 
〇家の近くのひと気のない路上で、40 代の

見知らぬ男に脅すように『おい！』と言われ

た。（50 代の頃） 

・複数人の飲み会に男性が居ると、酔いに任

せて、性的な言葉を掛けてくる。 

・通勤電車の中で、執拗に体をひっつけてく

る 30 代の男が居た。いつも同じ電車に居る

のでみんな、その男を認識しているのか、避

ける傾向がみれたけれど、満員電車のドア付

近に居るので避けられない状況だった。その

場合は背中を向けないとか、カバンで身を守

った。 

・大学生の頃、帰省中の船内で、空いている

トラック運転手用の客室で、横になっていた

ら、知らない男性にキスされそうになった。 

・中学時代、友達と下校中に 40 代のおじさ

んにすれ違いざまに股間を触られた。 

あまりの早業に声もあげられず、ビックリし

すぎて体が硬直した。 

あまりの早業に、友人たちは気づかなかっ

た。 

・中学時代、学校帰りの家のそばで全裸にコ

ート姿の 30 代の男に、裸を見せられた。 

・小学１年くらいの時、夕方、犬の散歩をし

ている 20 代の男に、犬をエサにしてひと気

のない場所に連れていかれて、男性器を触ら

された。 

・小学生の時、近所でも評判の愛想の良い

20 代後半の無職の男に、言葉巧みに家に連

れ込まれて、イヤらしい雑誌を見せられた。 

痴漢は主に電車内です。満員電車は当たり前

にですが、人の多さは関係ありません。むし

ろ少なくてもありました。 

ぶつかるタイプは、それこそどこにでもいる

のですが、まず避けません。後ろからも通り

過ぎざまに来ます。空いていたり、ある程度

速度を出せる環境で来ます。 

〇通勤電車内で、怒鳴られる、触られる、逃

げたら殴られるなど。 
 
〇路面でアクセサリーを販売している老年の

男性に声をかけられ、一緒に店番をした後に

居酒屋へ連れていかれ酒を飲まされた。 

その後に暗い茂みに連れていかれて身体を触

られキスをされ、性器を触らされた。 

なぜ逃げなかったのか自分がよくわからな

い。 
 
〇知的障がい者の男性による、性器の押し当

て。周囲は見て見ぬふり。 
 
〇駅構内ですれ違いざまに触られたりする

と、犯人を特定しにくいため、余計に腹が立

ちました。 

・小学生の頃耳元で可愛いねと囁かれた、コ

ンビニで小学生にお尻を触られた、電車内で

体を密着された 
 
〇自転車に乗った中学生くらいの男子にすれ

違い様お尻を掴まれた。暫くしたら戻ってき

てまたお尻を掴んできて笑いながら走り去っ

て行った。 
 
〇駅から寮に歩いて帰る途中、後ろを歩いて

いた男性にいきなり背後から羽交い締めにさ

れて下着を破られ性器を触られた。 
 
〇バッグに精液の入ったコンドームを入れら

れた。 
 
〇身動きのとれない満員電車で、体の位置を

ずらしたり他の場所に逃げることもできず、

真後ろに犯人がいる状況で適切な対処法もわ

からないままで耐えるしかなかった。 

身体を密着された。 
 
〇深夜、帰り道でタクシーが捕まらず……最

寄り駅から歩いて家に帰っている途中、走っ

てきた男性に背後から抱き込まれ胸を触られ

ました。 
 
〇同級生の男子に胸を叩かれた、トイレを覗

かれた、電車の中で触られた。 
 
〇ディズニーランドへ向かう満員電車の中で

太もも部分に固くなったものを強く押しつけ

られた。 
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〇高校生の頃は毎週最低 2 回は痴漢被害にあ

っていました。車両や通学時間帯を変えても

待ち伏せされたり、それが日常になっていま

した。（髪の毛をショートにしたら被害は少

しマシになりました。）幼少期はいわゆる見

せつけの痴漢が多かったです。 
 
〇雪で電車が遅れとても混雑してるときに電

車内でお尻を触られていた。身動き取れずに

恐かった。混んでて触れただけかとも思った

が嫌な感触だけは覚えていて、20 年以上経

った今も誰にも言った事がありません。 
 
〇中学生の時図書館で本を選んでいたら高齢

の男性に付き纏われた、距離を置いていたら

股間を触りながら近付いてくるようになった

ので怖くて逃げた。 
 
〇小学生の時には家に痴漢電話。高校生の時

はバイクで追い抜きざまに胸を掴まれる。性

器を見せられる。電車内で不必要にくっつ

く。電車内で触られる。路上でナンパ、断っ

たら罵声や怒鳴られる。 
 
〇遊具で遊んでいたらお尻を触られた（9

歳）ビデオカメラでスカートの中を撮られる

（11 歳）すれ違いざまに性的な言葉を浴び

せられる・追い越しざまに胸やお尻を触られ

逃走（中学時代）すれ違いざまに耳元で大声

を出される（高校時代）わざとぶつかられ

る・声をかけられる（現在に至るまで）。 
 
〇通学の途中で複数回チカンにあった。同じ

人から何回も常習的にチカンされたこともあ

った。 
 
〇6 歳のとき、塾の帰りに呼び止められて

「〇〇さんの家はどこですか」と聞かれ答え

た。場所教えてと抱っこされ、パンツの中に

手を入れられてお尻を触られた。 

18 歳のとき、コンビニで立ち読みしてると

きに、後ろからお尻に性器を押し付けられ

た。 

20 歳のとき、本屋の椅子で本を読んでいた

ら、正面の棚の向こうから携帯でスカートの

中を盗撮された。 
 
〇男性教師に個室（生徒指導室）呼び出され

て抱き着かれたり髪の匂いをかがれた。 

 ・高校生の時、一人で下校中に猛スピード

で車で突っ込まれて避けたら中から出てきた

男が「オナニーって知ってる？オナニーって

知ってる？今からやるからみててね！」と自

慰行為を始めた。 

 ・電車で知らない男性に抱き着かれる。 

 ・小学生の時既に胸の大きさが D カップ有

りましたが、知らない男性達から通りすがり

に「うほっ、胸デケェ！」「オッパイぼいん

ぼいーん！」「巨乳幼女」「幼女のパイス

ラ」等言われた 

 ・胸が大きいから頭が悪いという暴言を言

われる。 

 ・中学生の時に知らない人から話しかけら

れて第一声が「胸大きいね、何カップ？」。 

 ・大人になった今でも性差別的な言葉（ま

～ん、等）をぶつけられたり、卑猥画像や動

画の送り付けや空いている電車で密着された

り駅でわざとぶつかられたり定期的になんら

かの被害に合っている。 
 
〇電車内の座席で寝てる振りをして腕を組ん

で脚や胸を触る。 

降りる間際胸を掴んで逃げる。 

ラッシュの時に立った状態でパンツの中にま

で手を入れて性器を触る。 

夜道で自分で自慰をして私の自転車に射精し

た。 
 
〇小学 1 年生の帰り道、路上でお尻を触られ

ました。 
 
〇性的な声かけは 10 歳前にもあったと思

う。自分が早熟型で、早くから胸が膨らんで

いたこともあると思う。映画館で「入れ替わ

り」の人混みの中ですれ違いざまに胸を揉ま

れ額を舐められた。ものすごく怖かったし気

持ち悪かった。 

その後、高校までは電車で通学しなかった

が、大学生になって、どんな時間帯でも痴漢

に遭った。早朝の空いている車両で性器を露

出する痴漢や、わざわざ隣に座って自慰をす

る痴漢など、いわゆる「満員電車」でなくて

も痴漢は居た。 

中年になっても、性的声かけや接触してくる

痴漢に遭った。60 歳を超えても、買い物中

に鞄を掛けている腕のほうの手に、ズボンの

股を擦り付けてくる痴漢に遭った。 
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〇電車で服を切り裂かれた。身体を触られ下

半身を押し付けられた。スカートを捲り上げ

下着に手を入れられそうになった。外を歩い

ていて車の中に連れ込まれそうになった。 
 
〇•梅田駅で同じ男性に何度も胸を目がけて

ぶつかられた。•難波駅から梅田駅までずっ

とストーキングされた•視覚障害者に手伝っ

てくれと声をかけられ何度も体を触られた。 

 

〇幼児期に近所の中学 2 年の男にパンツの中

に手を入れられ性器を触られた。小 4 の時中

央線で初老の男に自慰を見せられた（妹も一

緒にいた）、その時はよくわかっていなかっ

た。大学の時、電車で寝ていたら降りる時に

男が胸を触って逃げた。24 歳の時自宅近く

のマンションの裏で待ち伏せされてパンツし

か履いてない男が飛びかかってきた、大声を

出せて助かった、警察に通報。 
 
〇電車の中で体を押し付けられニヤニヤとさ

れた 

路上で話しかけられ、無視したら手を掴まれ

た。 

路上で話しかけられ、追いかけられた。 

職場前を掃除していたら、屈んだ体勢の胸元

をサラリーマン風の男に目の前で盗撮され

た。 

職場で、同僚に目の前で盗撮された。 
 
〇15 歳頃制服を着て歩いていたら後ろから

来た自転車の男に胸を掴まれた。不快という

よりただただ驚き、去ってゆく男を呆然と見

送った覚えがある。それからは痴漢は日常茶

飯事。 
 
〇通学に使う電車内(満員)で、男性器を手の

甲に押し付けられ、そのまま射精されたた

め、衣服などを体液で汚された。 
 
〇学校の帰宅途中に自転車で追い越されるタ

イミングで胸をつかまれた。 

電車で降りるタイミングにおしりを触られ

た。 
 
〇元町商店街、マルシゲやジュンク堂、カフ

ェ、レジに並んでいるときは以後からくっつ

く。自販機で買っているときとか、まつりの

ときギュウギュウの時振り向けば必ずおっさ

んが後ろでくっついてくる。美術館のギャラ

リートークや無料の日、ハービス ENT のフ

リーライブときに近くに来て背後をおっさん

が歩いきながら通るふりしてくっついてく

る。一人で行動するから常に痴漢にあう。一

日 3 回くらい。男の人と一緒にいてもちかん

がくる。男も家族や女と一緒のやつもいる。

電車で痴漢が女といて周りを囲まれた。異様

にくっついてきた。そのとき同時におっさん

が故意に強くぶつかって降りた。大声を上げ

た。痴漢にあったときに助けてもらえるよう

に最後尾にいた。あとで阪神電車の駅長室、

でいったけど、駅員はなにもみてないといわ

れた。警察を呼んだといってもなにもしない

といわれた。セブンイレブンでは男に暴言を

吐かれた。店長や警察に言っても何も対策し

ないと言われた。防犯意識、フェミサイドの

知識がなさすぎる。こちらをみんなで見下し

ている。女だから対策が後手にまわる。 
 
〇当時は痴漢とも思わず怖くなって逃げた。

親にも誰にも言えないままだった。 
 
〇1.電車内で背後からカバンを持ったまま手

のひらをお尻に押し付けられたり、股間を擦

り付けられた。 

2.満員電車で動けないところ、体全体を擦り

付けられ怖くなり次の駅で降りて隣の車両に

移動したのについて来られて、人混みの中逃

げ回った。最終的に男性二人が間に入って助

けてくれた。 

3.坂を上がっている時、猛スピードで下って

くる自転車に乗ってる人に通りすがりに胸を

触られた。 
 
〇子どもの頃、本屋で服越しだが性器を尻に

押し付けられた 
 
〇①小学生低学年の頃、徒歩で帰宅中、横に

車がゆっくり並走しながら、運転席の男がこ

ちらを見ながら股間をまさぐっていた。何か

声をかけられた気がするが覚えていない。こ

ちらが黙っているとその後走り去って行っ

た。 

まわりには誰もおらず、その後はそのまま帰

宅。特に親に言うこともなかった。 

②大学生の頃、夜遅く(22、23 時くらいと記

憶)に帰宅途中、人気のない道で前からやっ

てきた男が性器を露出しそのまますれ違い去

っていった。恐怖と怒りで「警察に言います
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よ」と声を出したが、そのまま帰宅。通報も

しなかった。 

③満員の電車内で立っている時に勃起した性

器を押し付けられた。 

なんとか押しのけようとするも向こうもさら

に強く押し当ててきたので、思い切り押しの

けてカバンでガードするように向きを変え

た。 

④空いている電車内で座っている時(うたた

ねしていた)、ほかに先が空いているのに横

に座ってきて、カバンの下から手を伸ばし体

に触ってきた。びっくりすると目の前の女性

がジェスチャーでこっちにおいでと言ってく

れたが、それが心強さになり、触ってきた男

に「やめてくれませんか」と言うと、その男

は漫画のようにサーッと別の車両に逃げてい

った。 
 
〇12 歳の時、朝 10 時頃に実家のそばを歩い

ていたら 10〜20 代くらいの男性から声をか

けられ、性器をみせられ触ってくれと言われ

た。その他 20 代になってからは路上を歩行

中、自転車ですれ違いざまに胸を触られた

り、居酒屋でトイレをまってるときに体を押

し付けられたりした。 
 
〇誘拐未遂、電車内で鞄を押し当てつつスカ

ートを捲り上げる、自転車で通りすがりにお

尻を触られる。 

高校生の時、電車で他校の全然知らない学生

から「あの女デケェ」「俺は無理」「しかも

ブスじゃん」などと言われる。 

リハビリの仕事についてからは、患者から胸

をつかまれる、お尻を触られる。 

「旦那とやってるのか」、妊娠するしないに

ついて不躾なことを人前で言われる（男女問

わず）、女性スタッフだと怒鳴る患者を無理

やり担当させられる。 

リハビリの最中に、手の甲や腕を胸やお尻に

当てようとしてくるクソがどこに行ってもい

る。 

「男に風呂に入れられるなんて気持ち悪い」

と、デイケアを何処かと勘違いしている男性

利用者の言い分を上司らが飲んでしまう。こ

う言うことも、間接的であれど、性被害と言

えるのでは。 

電車内で突然、見知らぬおじさんに怒鳴られ

る。 

SNS の DM に、性器の写真を送りつけられ

る。卑猥なアカウントからフォローされ、

「ヤリたい」「パコパコ」などの卑猥なリス

トに入れられる。 

整体のアルバイト先で、盗撮されかけた。 

近所の公園で、全裸で地面に M 字開脚して

いる男に「ねぇ、こっち見て」と声をかけら

れた。 

旦那が、たとえ夫婦であっても同意なしに触

ってはいけない、と言うことを理解しておら

ず、時々不愉快な触り方をしてくる。 
 
〇制服で自転車で帰っているところ、追い越

し際にお尻を揉まれた。 

空いた電車に座っていると、行き先を聞くふ

りをしながら隣にすわり、太ももを執拗に撫

でられた。 

エスカレーターの後ろから携帯をスカートの

中に突っ込まれ盗撮された※相手は小学生 

ライブハウスで楽しんでいるとタックルされ

た後何度も胸を揉まれた。 

下半身を露出して道端に立っていた。 
 
〇車内で鞄を当てるように尻を触られた。 

道を歩いていたら自転車で通りすがりに卑猥

な言葉をかけられた。 

髪が長かった時に匂いを嗅がれたり毛先を触

られたりした。 

駅構内で小柄な自分が見えないように大柄な

男性に覆いかぶさられてナンパされた。拒否

しても解放してくれず、周囲の人から自分が

見えない状況で絶望感があった。 
 
〇 高校 3 年間の間に   男性器を見せられた。 

混雑時、駅の階段ですれ違いざまに服の上か

ら股をまさぐられた。 

知らない人に家までつけられた 数回。 

18 歳～22 歳   就職先で、ミスした時人前で

怒鳴られた 。  お尻を触られた。 

ラッシュ時の電車内で精液をつけられた。 
 
〇○修学旅行で同級生男子複数人が女子浴場

をのぞいており、後日教室で胸をまじまじと

凝視された。 

○退勤ラッシュ時の駅構内でスーツの中年男

性に「いくら？遊ぼうよ」と言われた。 

男性はごく普通の見た目であり、私はジーン

ズと T シャツというあまり女性らしさを感じ

させないラフな格好だった。 

○休日 15 時頃、駅から徒歩で帰っていると

後ろを自転車でゆっくりとついてくる青年が

いた。 
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警戒し 2.3 分歩いたコンビニに入ると、男は

コンビニの前を自転車でうろうろして５分ほ

どでいなくなった。 
 
〇下校途中、歩いていたら後ろからスーツを

着た男が後をつけてきて、逃げようと前を向

いた瞬間スカートを捲られお尻を触られた。 

 

〇JR 神戸線の尼崎～大阪間は、どの車両に乗

っても痴漢がいました。連日痴漢に合うのは

当たり前でした。駅の階段や地下街を歩いて

いる時はぶつかられることが多かったです。 

妊娠中は、電車の降り際に初老の男性に「邪

魔だ、どけ！」と言われました。(いつもと

変わらずドアの端で待っていただけです。イ

ヤなことがあって誰かに当たりたい気分だっ

たのだろうと思います) 

コンビニやショッピングモールでは跡をつけ

られたりしたことがあります。 

視線を感じて別の売場に移動してもずっとつ

けられていました。 

コンビニでは、お店を出てすぐに 30 代くら

いのスーツを来た普通のサラリーマンの方に

「付き合ってください」と言われたりしまし

た。 
 
〇電車内、タクシー乗り場、ドンキのトイレ

で盗撮された。電車内では男性にジロジロ見

られたり V ネックの洋服を着ていた時は上か

ら胸元を覗かれてスマホを向けられた。 
 
〇電車内／立っている背後からスカートをめ

くられた。4 人掛けの正面に座っている男性

が、私の座席の下まで足を伸ばして、靴を脱

いだ足先で足首やふくらはぎを触られた。4

人掛けの向かい側で性器を露出、同じ状況で

別の男性が自慰行為。ホームで飲みに行こう

と誘われ、電車に乗り込んだら手を引っ張っ

てホームに戻そうとされた。 

バス／後ろから密着してきて手をモゾモゾ。

横に座って私の太ももに相手の太ももを密着

された。 
 
〇犬の散歩中(午後の明るい時間帯)、後ろか

ら自転車で近づいてきた制服姿の男(高校

生？)に胸を掴まれた上で露出させた局部を

触るよう言われた(拒否した) 
 
〇12 歳の時に図書館で尻を触られた。 
 

〇路上で性器露出。電車でお尻や胸を揉む痴

漢。 
 
〇自転車に乗っていたら原付に乗った人に触

られた。 

夜道ですれ違いざまに触られてあとを着いて

こられた。 

犬の散歩中に声をかけられて露出狂にあった 

下校中声をかけられて。 

茂みに引っ張り込まれそうになった。 

電車で痴漢行為月に数回程度。 

援助交際スカウト。 
 
〇高校生の時はほぼ毎日通学電車内で痴漢。

夜道で抱きつき。被害は恐怖により男性不

信。 
 
〇13 歳、通学時、50 代の男性に道を教えて

と言われ携帯の画面を見せられたら、男性器

の画像が写っていた。 

ワゴン車に乗った 40 代男性に「今から遊び

に行こうと」と声をかけられた。 

16～18、通学時に卑猥な言葉を投げられた。

エレベーターに乗るのをずっと待っている男

性もいた。 

19 の時はスカートの中を盗撮(男性のサンダ

ルを履いた指の間からスマートフォンのレン

ズが見えた)、23 の時は満員電車で男性器を

押し付けられた。24 からは結婚して夫がそ

ばにいるため被害が減った。27、駅のエスカ

レーターで、スカート内盗撮被害。振り返っ

たら男性がスカートの中にカバンを入れてい

た。(スカートの丈はくるぶしほどの超ロン

グ) 
 
〇仕事で遅くなった 22 時頃路上ですれ違う

自転車の男に胸を触られた・性器を押し付け

られた。 
 
〇高校生の頃に満員電車の中で身動きできな

い状態の時に前に立っている男性が後ろに手

を伸ばして性器を触って来ました。大学生の

頃は下宿近辺で後をつけられ後ろから抱き着

かれる被害に複数回遭いました。 
 
〇梅田のルクアとルクアイーレ(当時は伊勢

丹？)の間にある広場で男性に東通りまで案

内してほしいと言われ、案内しようとエスカ

レーターに乗ったら、一緒に東通りで飲まな

い？と言われ断ったらじゃあもう案内しない
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でいいよ、コレしたかっただけだからと言っ

てお尻を揉まれてそのまま去っていった。 
 
〇中学生の頃、図書館で本を読んでいたとこ

ろ同年代の男子グループ（面識なし）に服を

覗かれてからかわれた。 

高校生の時に通学バスで毎日隣に座ってくる

男がいて、一年間付き纏われた。体を密着さ

せられた。 

電車で隣りに座った男が、腕を組むふりをし

て胸を触ってきた。 

電車で向かいの席に座った男がズボンの上か

ら性器を触るところを見せられた。 
 
〇空いている電車の中で真横にピッタリくっ

ついて座ってくる。席を変えてもついてきて

隣に座ってじろじろ見てくる。怖くて次の駅

で降りた。 

駅前ですれ違いざまに胸を触って、振り返る

とニヤニヤしてこっちを見ている。 
 
〇駅の階段で制服のスカートの中を盗撮、通

学中に付きまとわれて卑猥な言葉を言われ続

けるなど。 
 
〇路上を歩行中、自転車に乗った男に追い抜

きざまにお尻を触られた。 

電車の中で向かいに座った男に性器を露出し

て見せられた。 

満員電車での痴漢(お尻を触る、胸を触る、

硬くなった性器を押し付ける) 
 
〇小学生の時と 17 歳の時は男性に性器を見

せられた。20 代前半の時はネットで知り合

った男性に勝手に髪を触られた。 
 
〇学生の頃、人と接触するはずがないくらい

のさほど混んでいない電車内で体に触れるも

のがあり振り返ると、少し距離を置いた所に

立っていた中年男性が、本を読んでいるふり

をしながら手を伸ばし私の体を触っていた。 

同じく学生の頃、座席もガラガラに空いてい

る状態の電車内で端に座っていると、男性が

隣にぴったりくっついて座ってきた。次の駅

で降りるため席を立ってドアの前に行き外を

眺めていると、その男性が真後ろにぴったり

くっついて立っていた。 
 
〇ありすぎて日常的になってしまっている。 
 

〇・接客業務中に臀部や胸を偶然を装って触

られる。 

 ・泥酔状態でパートナーではない知人に性

的な行為をされる。 

 ・電車内で横に座って寝ているふりをして

胸を触られる、匂いを嗅がれる。 
 
〇上司にベタベタ触られたり、二人きりの飲

食に誘われたりした。 
 
〇習字教室の先生に胸や股を触られた。 

通学中の地下道で、コートの下に何も着てな

い人が、前からコートの前を開けて近づいて

きた。 

自転車で学校から帰っていたら後ろからバイ

クが来て、徐々にスピードを落とし並走して

きて、太ももを何度もさすっていった。 

職場で上司から触られたり。 
 
〇駐車場で、30 代くらいの男性に誘拐され

そうになりました。 

とある苗字を出し家の場所を聞いてきて、分

からないと返答しても食い下がられ、こう着

状態が続いた後に手を掴まれ「自分が今乗っ

てきた車のところまで行けば分かるかもしれ

ない」等と言われたのですが、強く拒否した

様子を母が見ていて駆けつけたところ、うや

むやにしてすぐ去って行きました。 

私は警察に言ったほうがいいと母に伝えたの

ですが、母に「仕返しが怖い、それはあなた

が傷つくから」と言われて納得してしまった

ことを、今も後悔しています。次の被害者を

生んでしまったかもしれないので…その後

も、痴漢被害にはたくさん遭遇しています。 
 
〇①仕事で帰宅が深夜になったとき、駅から

家までの路上でおそらく下半身を露出したで

あろう（暗かったのでちゃんと見ていない）

痴漢に待ち伏せされた。なぜ下半身を露出し

ていたと推測されるかですが、ベルトを外す

ようなカチャカチャという音とハァハァとい

う気持ち悪い息遣いが聞こえてきたからで

す。 

②通勤経路の駅構内で、仕事帰り、雨も降っ

ていないのに気がついたら革製のかばんの外

側？に少し液体がかかっていて濡れていて、

何だろうと触れてにおいを嗅いだら唾液のよ

うなにおいがした。あれは何だったのか今で

もわからないが、多分唾液だったと思うし、
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偶然ではなく嫌がらせだったのではないかと

思っている。 
 
〇父親に連れられたプールでの男性更衣室

で、じろじろ見られた、などが 5-10 歳 

電車で体を押しつけられるなど 11 歳から。 
 
〇路上でつけてきた後人気のない所で追い越

し際に触ろうとしてくる痴漢に複数回あった 

恐怖で叫んだら暴言を吐いてきた。 

すれ違いざまに暴言や性的発言をしてくる男

に複数回あった。 

性器を露出させたまま路地の向かいから歩い

てきた男がいた。 

女子トイレに入り込み覗きをしている男と遭

遇した。 
 
〇学校からの帰宅時、自転車で走行中、自動

車が前で停車し、下半身を露出した男が降り

てきた。 

 

〇すれ違い様に、相手の肘で胸をグリグリ触

られた。 

その 30 分後に別の男にすれ違い様に胸を触

られた。 
 
〇電車の降り際、デパ地下で知人と商品を見

ていた時、仕事相手から。 
 
〇電車の席で隣に座ってきた男性がシートに

手を這わせて私のお尻の下に手を入れてきた 

路上で歩いていた後ろからお尻を触ってこら

れた、など。 
 
〇高校生の時、混んだ通学電車内で制服スカ

ートの中に手を入れられてお尻や性器を触ら

れた。 
 
〇①電車の中で服越しにであるが性器を触ら

れた。持ち物で遮っても避けて触り続けてき

た。 

②町中を歩いていたら正面から来た人が首か

ら一眼レフを下げており私達の顔を見るなり

了承を得ず写真を撮った。若い子とすれ違う

度に同じことを繰り返しており、混雑してい

たがその人の周りだけ人がはけて空間が空い

ていた。 

③横断歩道の前で信号待ちのために停車して

いた車の前を横切って道路を横断したら、運

転席からいきなりカメラをこちらに向けられ

て写真を撮られた。休日の早朝で私以外に人

影はなく、また取り立てて普通の町並みであ

り、街の景観を撮るためのスポットではな

い。 

④中学生の頃に友人と二人で乗った高速バス

で、前の席の(完全自由席)酔っ払った初老男

性 2 人組に延々と話しかけられた。また、寝

たフリをしてやり過ごそうとしたら勝手に足

を触ってきた。バスの運転手さんのすぐ近く

の座席だったが、恥ずかしくて助けを求める

ことはできず、また助けてはくれなかった。 
 
〇家電量販店で商品を触っていたところ背後

に立たれて触られた。 
 
〇電車内でうとうとして目が覚めたら隣に勃

起した性器を出した男が座っていた。向かい

に人が座っていたが他の人から見えないよう

に男がカバンで隠していた。私にだけ見える

状態だった。 

中学生の時、電車通学中によく痴漢被害にあ

っていた。一人の人には、何ヶ月も毎日待ち

伏せされ、すぐ後ろに立ってスカートをつか

まれたりした。 
 
〇路上で知らない人にお尻を触られた。入社

時の飲み会で先輩からお尻を触られた。フェ

ス会場で知らない人にお尻を触られた。 
 
〇ビデオを選んでいるときに触られた。店内

をつけ回された。駅の中でつけられた。 
 
〇お尻を触られたのは浜松駅の前で無料雑誌

を配るバイト中。若い男性（チャラい雰囲

気）に道を聞かれたので答えたらすれ違いざ

まに、ぽんとお尻を触られた。びっくりして

声が出なかった。周囲に人はたくさんいた

が、すれ違いざまだったので誰も気づいてい

ない。 

大阪で声をかけられたのはどこかの駅の外

（バスターミナルなどあるようなところ）で

一人で時間つぶしに携帯を見ていた時。少し

おどおどしたおじさんに声をかけられて怖か

ったのでなんとか断って逃げた。周囲に人は

いたが、おそらく関心を持たれていない。 
 
〇（小学校 4～6 年生ごろ）同級生の女子に

胸を触られる。 

（小学校 5 年生）近所に住む友達の男子から

「○○ちゃんは走ると胸が揺れるねってお父さ
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んが言ってた」と聞かされる。非常に不愉快

な気持ちになった。 

（中学）胸の大きさや身体的揶揄については

大小言われる。一人で音楽室で待っていると

教室を覗き込み「襲っちゃうよ」などと遠く

から小声で言われる。 

 服のサイズが少なく、襟ぐりの大きい白い

T シャツを修学旅行に着た際「その T シャツ

はどうなのか」と理不尽な注意を教師から受

けた。 

高校は女子校に進学したため、校内被害は少

なかった。 

（16 歳）バスの中での性的な揶揄。嫌な気

分になり離れると「離れた」とあからさまに

言われて笑われる。 

（17 歳）バスを待っている時、中年男性が

火のついたタバコを制服姿の私と後輩生徒を

掠めるように歩いて行った。 

（18～20 歳）東京に進学していた。新宿区

役所通りでよくキャッチに絡まれた。避ける

と大声で「怪しくてごめんね」と叫ばれたこ

とがある。 

（20～現在）道端で人とすれ違うと服装によ

ってはじろじろ見られることがある。 

 SNS を利用しなければならない。女性とし

て意見を言うと性器の画像や、暴言、信条な

どを否定するような言葉を嫌がらせで送られ

ることもある。 
 
〇11 歳のとき知らない男の人に声を道を聞

かれて物陰に連れ込まれ、体を触られた。 
 
〇電車で通学・通勤している最中に、寝たふ

りをした男性に何度も体をこすり付けられた

り触られたり抱き着かれたりした。寝ている

のか（偶然なのか）と思って同行していた男

性に席を変わってもらったら一切しなくなっ

た。女性を狙ってやっている。 
 
〇人がいないバス停でこちらを見ながら自尉

行為をされた・電車内で座っていたら急にお

じさんに正面から写真を撮られた。 
 
〇死角の多い路上。混み合った電車やエレベ

ーターの中。医療機関。 
 
〇中学 1 年生の時の通学路でバイクに跨り自

慰行為をしている人がいた。幼くて単にお腹

が痛くてトントン叩いていると思って通り過

ぎたが、気づいて欲しかったのか「気持ちい

い」と声を出した。その瞬間に事態を理解し

たが同級生は気づいていなかったため、角を

曲がるまで黙り、その後に伝えた。親や学校

には伝えなかった。 
 
〇①中年の男は空いている電車内の 2 人掛

けの席で、わざわざ私の隣に座ってきた。新

聞を広げているその手が妙に私の体に近く違

和感があった。その手が私の太ももを触った

ので持っていた雑誌を自分の膝に振り下ろし

た後(男には当てていない)男を睨んだ。男は

こちらを見ることなくさっと席を立っていな

くなった。 

②電車内の 2 人掛けの席。20 代の男が隣に

座ってきて大げさに足を組み、私のほうをじ

っと舐めまわすように見てきた。(足を組ん

で)私がすぐ席を立てないようにされたので

男と目を合わさないようにしながら駅員が通

らないか、SOS を出すようにキョロキョロし

ていた。幸い数駅で男は下りたので何もなか

ったが、怖かった。 
 
〇気づかないふりをした 
 
〇①混雑している地下鉄の車内で立っている

時に体を触られた。 

②歩いていたら「胸がでかい！」って言われ

た。 

③駅で「僕のちんちん小さいんですけど、合

うコンドーム知りませんか」と言われた。 
 
〇駅の中を歩いていていきなりぶつかってこ

られた。 

夜に犬の散歩中に自転車の男に後ろからお尻

を触られてそのまま逃走された。 

地下鉄に降りる階段を歩いていたら怒鳴られ

た。 
 
〇『ギリギリ触らない痴漢』。地下鉄御堂筋

線の混む車内で、混んでいるにしても不自然

に顔を近づけ、身体もちょっと動いたら触れ

そうな距離。でも触ってないから痴漢じゃな

い、という言い訳が出来る不快感極まりない

手口。 
 
〇お尻を触わられ、逃げたら追いかけて来

た。 
 
〇小学生の時通学路で胸を触られた。職場で

上司にじろじろと見られた。 
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〇大混雑の電車の中で正面に立っている男が

制服の中に手を入れてきた。 

自転車に乗っている時車が横付けしてきて、

窓から手を出してきて胸をつかまれた。 

高校（女子校）の周りに頻繁に露出狂がい

た。 

電車の向かいの席に座った男が横に座ってい

る寝ている女性のスカートの中に手を入れて

いるのを見た。 
 
〇バスを降りたら後ろからついてきてお尻を

触られ密着してきました。 
 
〇高校時代毎日と言っていいほど小田急線の

満員電車内で痴漢に遭っていた。一番酷かっ

たのは前後から別々の男に触られたこと。そ

の他常習的に痴漢してきたおじさんの顔は今

でもなんとなく覚えている。 
 
〇14 歳：発熱で学校を早退時、ガラガラの

電車の中で若い男がわざわざ二人掛け席の隣

に座ってきて、二人の太ももの間にわざとら

しく手を置き小指をちらちら動かしてきたの

で、馬鹿かと罵って座席の背をぶったたいて

私が席を移動した。 

高校生時代：通学時は、電車内で性器を露出

した男やマスターベーションしてる男たちと

遭遇した。そういう人はだいたい電車内の他

の男性にやめるよう言われていた。自宅付近

の路上ではスクーターに乗った男に道を聞か

れふと見ると下に何も履いてない人だった。

気付いた瞬間に逃げられたが、家にいた兄に

言うとバット持って追いかけていってくれ

た。 

21 歳：路面電車内で真向いに座ってる男が

携帯電話を見ていると思ったら急にシャッタ

ー音がした。は？と思って顔見た瞬間、締ま

りかけのドアから逃げるように出て行った。

スカートも履いてないし、露出の多い服を着

ていたわけでもなかったから何を盗撮したか

ったのか今でもよくわからない。この男にだ

けは何もできなかったので今思い出しても悔

しい。 
 
〇電車の中で制服を着た中学生くらいの男が

ずっと太ももを触ってきた。 

通学路で歩いているときすれ違いざまにバイ

クに乗った男に胸を触られた。 
 

〇朝の満員電車に乗っているとき、後ろの男

性に股間を擦り付けられた。途中の駅で降り

て別の車両に移った。怖くて何も言えず逃げ

る事しか出来なかったが、今思えば逃がさな

ければ良かったと思った。 
 
〇学校で胸のサイズを聞かれた。 

電車内で盗撮された。 

飲食中に盗撮された。 

混雑している駅構内で故意にぶつかられた。 

空いている電車内で体を密着されたとか。 
 
〇知らない学生ふうの人が研究のため身体を

測らせてほしいと言われ、さわられました。

それから自分の性器を出して、握るように指

示されました。精液が出て牛乳のように思い

ました。 

私はこの人は病気で、私もうつされて、その

うちおしっこが牛乳なようになるのではない

かと不安でしかたなかったです。 
 
〇電車内で高校の男子生徒に囲まれて触られ

た。周りを取り囲まれたので逃げ場が無かっ

た。 
 
〇新宿駅など大きめの混雑する駅で中年男性

がぶつかってくる（通称ぶつかりおじさん）

のは常識、田舎から出てきた友人と歩いてい

た際、人混みに不慣れな友人をエスコートし

ていましたが、ぶつかりおじさんが現れたの

で友人のショルダーバッグを引っ張って避け

ましたが追尾してきました（フェイントして

逃げ切りました）。高校時代の友人は痴漢が

凄すぎて全寮制の学校に転校していました。

姉は小学生時代に受けた痴漢被害が原因で中

学~大学まで寮制の学校に進学し、職種も社

員寮があることが珍しくない看護師になりま

した。 
 
〇電車内で後ろから足の間に手を入れられ揉

まれた。 
 
〇小学校低学年の時に妹とプールに入ってい

たら、男の人が子供用プールに入ってきてい

きなり触られた。父親と行っていたが話せず

妹も黙っていた。 

小学校高学年の時に男性に話しかけられた。

かなり近くまで来られて怖かった。家まで来

るのが嫌で近くのお店に入ってやり過ごした

が外で見ていてすごく怖かった。 
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高校で図書館で机で勉強していたら隣の男の

人が身体をくっつけてきた。移動してもこっ

ちを見てきたり怖かった。 

高校で自転車に乗っていたところ、同じ速度

で隣に男性が自転車に乗って近寄ってきて、

気持ち悪いジェスチャーをして追い越され

た。 

高校の時帰宅している時に、車が通ったと思

ったら男の人が降りてきて性器を見せられ

た。テスト期間で昼間だったのにそんな男性

がいるなんてショックだった。 

電車で通学している時に不快な距離感でまと

もに言葉も話せてないのに声をかけてくる男

性がいた。咄嗟に電車を降りやり過ごしたけ

ど翌朝もいたので通学時間を一時期変えた。 
 
〇満員電車で私の首のあたりに顔を埋め舐め

てくる男性がいました。 

私は最初よくわからなくて体の向きを変えた

り色々しましたが密着は変わらず。 

しかも毎日使う地元の通学電車です。急行で

すからすぐ下車できません。 

朝 7 時半くらいでした。 

長袖膝下のスカートで露出はしてませんでし

た。 

しばらくして周りの見知らぬ女性が「こっち

おいで!」と壁になり助けてくれましたが下

車してから乗り継ぎも怖いしスカートには精

液かけられてるし、一限目には出席できませ

んでした。 

実家の母に言ったら私のせいになりました。

（セカンドレイプ）母の害悪さが一番辛いで

す。 
 
〇路上で性器を見せられる、路上で声をかけ

てしつこくついてくる、猥褻なメッセージを

LINE で送られる、動画が送られてくる、駅

で歩いていると足音がうるさいと怒鳴られ

る、卑猥な質問をされる(いくらでいける？

や昨日は性的なことをしていたの？など)、

できないことを性別で批判される。 
 
〇波の出るプールで、波が出てあまり自由に

動けないときに、触られたり、水着を脱がさ

れそうになったりした。満員電車で、性器を

押し付けられた。電車の端に座っているとき

に、上から視線を感じてみると、服の間をの

ぞきこまれている。電車で寝ているふりをし

て、全身で密着してくるが、我慢できず立

ち、おじさんなどが代わりに座ると寝ていて

もまっすぐ、など。 
 
〇通勤ラッシュで電車から降りるときにどさ

くさ紛れに、でも確かに意図的にお尻を触ら

れました。大勢の人が一斉に電車から降りて

いた時なので、犯人を見つけることができま

せんでした。 

露出狂は 3 回、横断歩道ですれ違いざまに胸

を鷲掴みにされたことが 2 回、上司にセクハ

ラ多数、上司に泥酔させられて性行されたこ

とも。 
 
〇渋谷にあるクラブ内で泥酔男性に腕を強く

掴まれ動けないようにされスカートの中に手

を入れられました。後日知人を介して注意す

ると「勘違いババアが面倒臭い事を言ってい

る」とセカンドレイプまで受けました。 
 
〇7 歳の頃、マンションの共用廊下で後をつ

けてきた 20 代ぐらいの男性に、後ろから抱

きつかれ、パンツの中に手を入れられ、性器

を触られた。 
 
〇電車から降りる瞬間にお尻を掴まれまし

た。 
 
〇電車で触られたり、路上で胸を掴まれたり

した。 
 
〇混雑している通学中に電車の中で（ちょっ

と身動きが取れない状態で、友達と話してい

ました。同じ人にもう一度友達のいない時に

相手の肘で胸を撫でられ続けられました。 

初めは友達と話していたので気のせいかたま

たまかなと思っていたのですが、身体を別の

向きに変えても触り続けられるので痴漢だと

思いました。 

次の週、同じ触り方をされたので同じ人だと

確信しました。次の駅で急いで別の車両に逃

げました。 

路上は、歩いている時に知らないおじいさん

に声をかけられ（いい天気ですねと）、答え

ているともっと話したいと言われ、幼かった

ものですから場所を移して人通りの少ないと

ころに誘導されました。 

おじいさんだし、寂しいんだろうなくらいで

世間話をしていました。そして突然私の身

体、胸の話をし始め触られました。 
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〇○高校一年のとき一人で下校中に声をかけ

られ車に乗ってしまった。近所を一周する間

に性的な話をされ、無事に降ろしてもらえた

が、降りるときにお尻を触られた。今思え

ば、車に乗った自分はあり得ないと思うが、

16 歳でそんな人が本当にいると思わなかっ

た。 

○20 歳過ぎのときに、勤務中、男子中学生か

ら唾をかけられた。こちらが絶対に逃げられ

ないとわかっている状況で、しかも被害にあ

ったのは女性ばかり、男性が乗務していると

きには絶対にやらない。初めてはらわたが煮

えくりかえるという感情を知った。 

○同じく勤務中、乗務員室の目の前の席に座

り、下半身をいじりだした男性がいた。これ

も被害者は女性のみ。 

○同じく勤務中、制服で公道を歩いていたと

き、前から歩いてきた男性がまたもや下半身

を触りながら近づいてきた。人通りが多かっ

たので、すれ違ったら大丈夫かと思っていた

が、そっと後ろを確認すると、U ターンして

ついてきていたので、さらに人の多い道を選

んで逃げた。 

○同じく勤務中、小学校高学年くらいの男児

が女性乗務員にばかり握手をせがんでいた。

私は断ったが、手袋外してほしいとの要求も

あったらしい。 

○勤務中、乗車券や現金などのやりとりの

際、手を握ってくる人多数。 

○勤務中、明らかに女性乗務員を狙っての盗

撮や録音などが多発している。 

○バスに乗っていると、高齢男性から謎の暴

言を吐かれた。同じ男性からの被害に 3 回あ

った。 

電車の向かい合うボックス席に座った時。閉

鎖的な空間だったから逃げづらかったのと、

他者の目が無いというところも痴漢にとって

好都合だったのかもしれない。最初は電車内

で匂いのきついものを食べたり携帯電話で通

話したりとマナーのなってない人だなと思っ

ていました。しかし段々と挙動不審になり私

の脚を触ってきました。それが初めてだった

ので怖くて逃げ出せず、降りる予定の駅まで

我慢していました。下車したあとも駅員さん

に言うのが恥ずかしくて悔しくて言えなかっ

たです。 
 
〇自転車ですれ違いざまに胸を触られたこと

と、夜道でふと振り返った時にフルフェイス

のヘルメットを被った男性に後をつけられた

こと。 

後をつけられた時は通りすがりの自転車の男

性が私に声をかけて警告してくれた。 

電車で持ち物で体を触られた時は絶対に故意

だとわかるのに証明できない悔しさと怖さで

動けなかった。 
 
〇・朝の満員電車でお尻を触られて振り返っ

て睨みつけたあと前を向いていると、隣の人

が腕を組んで密着してきて胸を触られた。 

 ・朝の満員電車でドア側に立っていると後

ろの男の人に性器を押しつけられてる気がし

た。そのため少し前にずれて離れるとはあは

あ息を荒くしながら近づいてきて押し付けら

れた。 
 
〇電車で精液をかけられた。 

男性にトイレの場所を聞かれ教えたら「わか

らないから一緒に来てほしい」と言われ断っ

たら「不親切だ」「自意識過剰だ」など言わ

れた。 

徒歩で信号待ちしていたら、知らない男性か

ら「●万でどう？」と言われた。 
 
〇満員電車で身動きがとれない朝の通学中に

お尻を触られました。 
 
〇直近のものについて。 

梅田からなかもず行きの地下鉄に乗って通勤

していたとき、口の閉じないトートバッグを

使っていたことがあった。 

具体的にどのタイミングでされたのか不明だ

が、帰宅してから鞄の中を見たときに覚えの

ない紙束が輪ゴムで丸めた状態で入ってい

た。中を確認したら官能小説だった。 
 
〇電車内の経験が初なのでソレのみを書きま

す。1990 年代半ば中１の時、朝の通学時に

満員電車(京都地下鉄)内で。スカートの後ろ

が捲り上がったな、と気づいて直そうとした

らいきなり下着越しに膣へ指を入れられた。

驚いた直後に電車のドアが開いて、誰にやら

れたかは全くわからなかった。 
 
〇急に隣を歩き出して「僕達、きっと仲良く

なるから」と手を繋がれた。 
 
〇痴漢は肘で胸を触る、空いているバスの隣

の席に座られ太ももを触られる、電車で後ろ
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に立たれ髪の匂いを嗅がれながらおしりを触

られるなど。 

ストーカーは中学生の時と高校生の時に経験

あり。中学生の時はクラスメイトから、高校

生の時は通学時にバスでよく会っていた人か

ら。学校を出たタイミングでつけられ、家を

割り出されそうになった。 
 
〇相手を見てやっている、と思いました。 
 
〇・電車:関東の東西線の通勤ラッシュ時に

スカートのチャックを下ろされた。 

 ・路上:通学時に性器の露出魔 

 ・路上:職場近くの路上で少し知的障害が

ある人に体を触らされそうになった(毎朝)そ

の方の自宅はその路上の目の前 
 
〇この先の道でバイクで転倒したので助けて

欲しいと言われ、人気のない路地に付いてい

くと、急にズボンを下ろして性器を見せられ

た。 

・満員電車内で背後に立たれ、下着の中に手

を入れられて触られた。 

・比較的空いている電車内で、座席に座って

居眠りしていると、隣に座っていた男が鞄で

他の乗客には見えないように隠しながら、上

着の下から手を入れようとしてきた。 

・自転車ですれ違いざまに怒鳴られ唾を吐か

れた。 

・駅の地下道を歩いていた時、前からきたサ

ラリーマン風の男に故意に肩をぶつけられ、

転倒しそうになった。 

・夜の 10 時頃、マンションのゴミ捨て場に

ゴミを捨てに行った帰り、途中ですれ違った

男が急に背後からダッシュして来て抱きつか

れそうになった。 
 
〇自転車で、通りすがりの高齢男性に胸や性

器を触らせろと言われたこと。 

電車で触られたこと。 

駅で体当りされたこと。 

職場で触られたこと。胸や髪や体(お尻)大し

たことないと言われ続けました。 

全部は書ききれません。 
 
〇小学生のとき、公園で友人と遊んでいたら

スーツの男性に声をかけられ、性器を露出さ

れた。 

高校 1 年時、電車内でお尻を揉まれた。 

高校 2 年時、電車内で勃起した男性器を押し

つけられた。 

高校 1 年時、量販店内でパンツを売って欲し

いと頼まれた。 

現在への影響は特にありません。 
 
〇斜め掛け鞄の紐を握った手の甲で胸を押し

てきた。紐を握る姿勢が不自然で、避けても

追ってきたため痴漢だと思った。満員電車だ

ったので向きを変えて避けることしかできな

かったが、いくら回ってもついてきて、駅に

着くまで逃れられなかった。 
 
〇電車で揺れに合わせて性器を擦り付けられ

ることが一番多かった。 
 
〇5 歳の時海辺で子供だけで遊んでいた時に

パンツの中に砂が入ったから取ってあげると

プライベートゾーンに手を入れられニヤケな

がらその手の匂いを嗅がれた。70 代ぐらい

の男性だった。 
 
〇幼稚園のとき、同級生から性器をさわら

れ、相手の性器も触るよう強要されました。

小学生の時、電車で痴漢に遭いました。（触

ってくる人、性器を出して押しつけてくる

人）大学生の時、飲食店のトイレで見知らぬ

人にキスを迫られました。 
 
〇結婚するまでは普通に道を歩いているだけ

ですれ違いざまに身体に触られ、バス停でバ

スを待っていただけで性的暴言を吐かれ、電

車に乗れば痴漢に遭い、職場で上司に挨拶が

わりに身体を触られ、食事に行っただけで性

的合意が得られたものと勝手に考える既婚者

が普通の会社員として存在していました。 
 
〇男性に対する恐怖が今でも消えない。 
 
〇満員電車の中で下半身をずっと触られた。

混んでいるので不意の事かと思ったが体をず

らして避けようとしてもずっとついてきた。

被害に遭ったのはいずれも制服の時、両手が

荷物で塞がっている時だった。高校を卒業し

て制服では無くなってから電車での被害はな

くなった。一度手を掴みかけたことがあった

が逃してしまい、相手を混んだ車内で相手は

視認できず。現行犯で捕まえないと声を上げ

ても無視されそうで声は上げられなかった。 
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〇①小学校低学年。通学路に陰部を露出して

いる男性に何度か遭遇しました。同級生の間

ではそういう人がいることは知られており、

見かけると走って通り過ぎていました。学校

や親に話したかどうかも覚えていません。 

②小学校高学年。書店で通りすがりに胸の辺

りを触られましたが、痴漢かどうかもその時

はわからず、誰にも言わなかったように思い

ます。後から考えると偶然手が当たったとは

思えない状況でした。 

③大学生。道ですれ違った高校生ぐらいの男

性に、胸が大きいことについて、こちらに聞

こえる声で「デカっ」「やらせて」など言わ

れることが複数回、どれも違う人からありま

した。 

④大学生。自転車で夜道を走っている時、原

付に乗った人が通りすがりに腕を伸ばして胸

を掴むようにして触ってきました。声を上げ

る暇もなく、被害届を出す発想もありません

でした。 

⑤26歳頃。友人と旅行の帰り、新幹線に乗

った直後にビデオカメラを持った男性が通路

を歩いてきて何か声を掛けられ、ニヤニヤし

ながら「脚撮っちゃってごめんなさい」と言

われました。その男性、前日に旅行の目的地

であるライブ会場付近で見かけてちょっと不

審に思っていた人でした。車掌に通報しまし

たが、何の報告も無かったので捕まってない

と思います。 
 
〇電車の中で胸元をスマホのシャッター音を

出して盗撮される、駅ホームで目のあった人

から付き纏われる、古本屋でサラリーマンか

ら何度もわざと押され注意すると怒鳴りちら

して逃げていく、人混みで通り過がりにスカ

ートに手を入れられ尻を触られる、飲食店の

バイトで男性従業員や客から体を触られたり

付き纏われる、クラブでその店の DJ から痴

漢される(あまり話題になりませんが日本の

クラブの男性関係者のハラスメントは別次元

です)。 
 
〇高校生時代、電車内で尻を触られるのは日

常茶飯事。違う車両にしたり時間帯を変えて

もどこにでも痴漢は現れる。それほど何処に

でもいる存在。夏の電車内にて、スーツジャ

ケットを着た男性にズボンのあわせから露出

したペニスを押し付けられたこともある。痴

漢のほとんどがおじさん、稀に若い男性。制

服を着ているだけでとてつもなく被害にあ

う。しかし作業着を着ていても尻を触られた

こともある。 
 
〇小学校の同級生にこっそりリコーダーを舐

められた。気持ち悪くて男性に好きになられ

ることが怖くなった。学校帰りに男性に呼び

止められ、振り向いたら性器を出され、「拭

いて」と言われた。小学生だったので従って

しまった。親にも言えず、今に至るまで男性

が怖い。顔や容姿を笑いにされてズボンしか

履けなかった。酔っ払いに「いいけつして

る。やりてー」と言われ、夜の街、飲み会が

怖い。AV の内容はあまりにひどい。女性を

奴隷としか思っていない。好きな男性に AV

のようなことをされて傷ついた。50 を過ぎ

ても駅で爽やかな若い男性に思いっきりわざ

とぶつからる。心臓がバクバクし、何日もシ

ョックだった。小学校から今に至るまで、こ

ういう事の繰り返しです。女性でいることは

日本では地獄です。 
 
〇胸を触られた、言いがかりをつけられ体を

触られた、タクシーの中で性的な粘着をされ

た、「飲み会」と偽って呼び出されてセクハ

ラを受けた（他には参加者がいなかった） 
 
〇一番酷いのは幼稚園ぐらいの時に近所の顔

見知りの中学生男子から保育園生の妹を人質

に取られて性被害にあった事。大人になって

からホテルに帰りドアを開ける際に背後にさ

っき道を聞いて来た男が立っていた事。部屋

に母が居たので強姦されずに済んだ。記憶を

無くして数年立って思い出した被害もある。 
 
〇都内に研修のためにリクルートスーツを着

て出勤中の電車の中で性器を背中に押しつけ

られました。女性専用車両と思って乗った車

両だったのですが、ただの普通車の先頭車両

でした。ほぼ満車で立って乗っていたら、背

中に擦り付けられました。始めは混雑のせい

なのかと思って自分で体の向きを変えたので

すが、向きを変えても執拗に擦り付けてきま

した。これが痴漢だという認識が当時はなく

て、車両を変えることで逃げました。いま思

い返しても悔しいです。電車は通勤のために

乗らなくてはならないのにいつも痴漢の不安

を感じながら乗っています。 
 
〇バス車内で前に行こうとした男性老人に道

を空けたら、通りすがりにお尻を触られた。
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前方に移動した男性老人が振り向いてこちら

をうかがってきたので、故意だと確信した。 
 
〇偶然かなと思うようなものからだんだんエ

スカレートしていく。人の多い車内で体特に

下半身を押し付けたり、両足のあいだに足を

差し込もうとしてきたりした。おしりにカバ

ンや手をあててくる。 
 
〇電車で寝ている時の痴漢 階段 露出 す

れ違い様に自転車から胸を掴む。 
 
〇電車内の痴漢、路上で追いかけられる、す

れ違いざまにお尻を触られるなど。 
 
〇混んだ電車で下半身を押し付けられた。 
 
〇物心つく前の件は近所の人の家に連れ込ま

れたと思う。そこから自分の家を見ていた記

憶があるので。 

小学生、中学生の時は路上ですれ違いざまに

胸を捕まれた。 

大学生の時は通学の電車内でめちゃくちゃ空

いているのに隣に座られ太もも辺りに手を置

かれ、席を移動してもついてきた。人の居る

車両に移動し立ったまま次の駅で降りた。 

社会人の時は、目の前に立った男にスカート

を捲りあげられ下半身を触られそうになった

がそいつの顔をしっかり見て『やめてもらえ

ます？！』と言ったらどこかに移動していっ

た。 

高校生の時は下宿していた寮の部屋で寝てい

たところ下着泥棒に入られそうになり起きて

目があい犯人は逃げていった。 
 
〇エレベーターを待ってる時にスカートの中

を盗撮された。 

お店の狭い通路ですれ違う時に胸を服の上か

ら触られた。 

電車の中では立っている時は下半身を触られ

たり、椅子に座っていたら隣の人に胸を触ら

れたり、露出している性器を触らされそうに

なったりしました。 

電車を降りてからも尾行されたり声をかけら

れたりして親に迎えにきてもらってました。 

暗い道で後ろからいきなり抱きつかれた。 

 

〇小学生の頃、市民プールで友達と遊んでい

たら「一緒に遊ぼう」と声をかけられ、遊び

と見せかけて胸やお尻を触る、性器を押しつ

けるなどされた（子どもだったので、おかし

いと気づくまでに時間がかかった）。 

高校生の頃は通学の電車で毎週のように痴漢

に遭った。制服のスカート、若さから声をあ

げなさそうなことが狙われたんだと思う。胸

やお尻を触られたり、パンツの中に指を入れ

られたこともあった。どれだけ乗車前にいな

いことを確認してもいつの間にか同じ車両に

いてつけまわしてくる奴、怖くて声が出せ

ず、せめてもの抵抗で顔を睨むと薄笑いを返

してしてきた奴もいた。 
 
〇学校からの帰り道、登り坂で自転車を押し

て歩いていたらすぐ後ろを誰かが歩いている

のに気付きました。自転車が邪魔なのかと思

い脇に寄りましたが追い越す様子はなく、同

じ速度でついてくるのでおかしいなとは思っ

たんですが、自分がそういう被害に遭うとは

考えつかなかったため振り向きませんでし

た。しばらく行くと街灯が切れて普段より暗

くなっている場所に差し掛かり、そこで背中

から抱きつかれました。怖いというより驚き

で声が出ず、固まっていました。何秒かじっ

としていたら加害者は離れ、元来た方向へ走

って逃げていきました。追いかけて捕まえる

ことも考えましたが、倒れた自転車の籠から

カバンと中身が路上に散乱してしまったのを

放置できず、「ふざけんな！」と怒鳴るので

精一杯でした。 
 
〇20 代までは、色んなところに変な人がい

ました。低速で自動車に並走されて、不審に

思い、運転席を見たら、自慰行為をしてい

て、こちらに見せてきたり、自転車で通りす

がりに触られたり。キリが無いです。 
 
〇幼稚園の時は、死角になるような場所で男

児と 2 人きりになるタイミングがあり、スカ

ートの中に手を入れられて股を揉まれた。 

小学生の時は、プールの授業中にプールの中

で股を水着の上から揉まれた。 

大学生の時は、夜自宅へ帰る途中、背後から

スクーターがくる音が聞こえ、自転車に乗っ

ていたこともあり、狭い道なので止まって避

けていたらすれ違い様に胸を触られ、走り去

られた。 
 
〇路上で卑猥な言葉をかけられた。 
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〇小学生の時、下校中後ろから「今、帰

り？」と声をかけられ振り返るとズボンのチ

ャックから性器を露出させた男がいた。 

 ・中学生の時、部活の練習で早朝に登校し

ていると自転車に乗った男が後ろから「こ

れ、見て。」と話しかけてきて、見るとズボ

ンから性器を露出させていた。 

 ・高校生の頃、満員電車に乗って登校して

いると、勃起した性器を後ろから押しつけら

れた。停車駅に停まるとその痴漢が電車から

降りながら、ニヤニヤとこちらを品定めする

ように見てきて気持ち悪かった。 

 ・大学生の頃、バイト帰りに夜道を歩いて

いると後ろからスクーターに乗った男が追い

抜きざまに胸を鷲掴みにしてきた。 

 ・大学生の頃、夜にホームで電車を待って

いると、こちらをじっと見ながら自慰行為を

している男がいた。 
 
〇自転車に乗ってる時に軽トラのおっさんに

呼び止められて止まり、道を聞かれた。答え

ようとしたら急に乗り出してきて胸を触られ

た。 
 
〇高校生くらいの男に背後から自転車で追い

抜きざまに触られた。中学生くらいの男に電

車内で肘を使って胸をつつかれた。小学生の

男に胸をじっと見られた。 
 
〇朝、1 人で地下鉄の階段を上がっていた

ら、足首に何度も触られた感触があり、振り

向くと男性がいた。「触ってもいいです

か？」と言われた。 
 
〇最初は小 5 の時で、自転車に乗った男にお

尻を触られました。すぐに走り去ってしまっ

たので何もできず、その後ものすごく混乱し

て親にも言えず、ショックで数日ごはんが食

べられなくなりました。 

大人になってからは痴漢に反撃できるように

なりましたが、それでも瞬時に反応できずに

逃げられてしまうことの方が多いです。 
 
〇電車内で体を触られました。満員電車で身

動きが出来なかったです。 
 
〇①朝早くに電車に乗ったときに、ガラガラ

の車両で隣に座ってきた男が居た。初めは変

な人だと思っただけだったが、私との間に鞄

を置き、その陰から手を出して太ももを触ろ

うとしているのに気づき、車両を移った。

@JR 神戸線 

②電車でロングシートが埋まるくらいに人が

乗っている状況で、隣の男が肘で脇腹を何度

も小突いてきた。訳が分からず、腕でガード

したら、反対側のおじさんのことも肘で小突

いて、あなただけじゃありません、とでも言

いたげだった。それでもガードを外さない

と、次の駅についた途端にその男が立ち上が

り、わざとらしくよろけて私の膝に突っ伏し

てきた。驚いて突き飛ばそうとしたが、すご

い速さで逃げて降車していった。腹が立って

悔しくて、「ほんま頭おかしい」と口に出す

私を周囲は見つめるだけだった。@阪急京都

線 

③十三駅前で人を待っていたとき、汚いおじ

いさんが近づいてきて、「きれいですね。僕

と遊んでくれますか」と声をかけられた。無

言で睨んだが、私が駅を離れるまで、私を見

つめ続けていた。娼婦のように扱われたこと

も不快だったが、人が悪そうにも見えないお

じいさんが、女を買うことを当たり前のよう

に思っていることがショックだった。 

④大学近くの駅で改札を入るときに、改札の

中で手持ち無沙汰に佇む男がいた。周りを通

り過ぎる人を見ていたが、私が改札を入った

途端付いてきた。エスカレーターが混んでい

たら終わりだと思ったが、空いていたので駆

け下り、ホームを行ったり来たりして男を巻

いた。@阪急神戸線 

⑤通学中に満員電車で、真後ろに男がかなり

の近距離で立ち、ずっとため息を吐きかけ続

けられた。その上「はぁ～、しんどい〜…ほ

んましんどい…」と小声でささやき続けてき

た。直接的な接触はなかったためにどうする

こともできず、隣の男の人も哀れみの目を向

けるばかりで何も声をかけてはくれなかっ

た。@阪急京都線 

⑥梅田を歩いていたとき、人混みのなかで手

をそっと握られた。驚いたが一瞬の出来事

で、何事もなかったかのように男が隣をすり

抜けていった。しばらく見ていると、別の女

性にも後ろから接近し、タイミングを見て手

を握って通り過ぎることを繰り返しているよ

うだった。 

⑦スーパーからの帰り道、自転車をこいでい

ると、道の端に立っていたじじいが私の動線

に入ってきた。おかしなやつからのロックオ

ンを感じて、緊張して通り過ぎようとしたと

ころ、何事か怒鳴りつけられた。びっくりし
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て緊張していたが、予期できていたので、

「黙れ」と言い返して通り過ぎたが、恐怖と

緊張であまり声が出ず、ジジイを驚かせるこ

とが出来なかったことと、反撃が怖くて動悸

がし、なぜこんな気持ちにならねばならない

のかと悔しかった。 

⑧学生時代に学費を稼ぐために一時期ガール

ズバーでバイトしていた。そのとき、何度か

複数の客から、タクシーやエレベーターな

ど、第三者の介入がない場所で無理やりキス

をされたり、胸を触られたりした。歓楽街に

来る客は、会社の社長や役員、有名企業の営

業マンだったが、こういう所で接待したりさ

れたりして日本の社会が回っているなら、女

性が社会進出できないのは当然だと、日本社

会に絶望した。 

⑨イタリアに卒業旅行に行ったとき、宿屋の

主人に飲みに誘われ、その帰りに宿の入り口

で抱きすくめられて性器を何度も押し付けら

れた。かなり年が離れていると油断していた

が、やはり日本女性が性的に軽く見られ、性

的アイコンにされているというのは本当なん

だと感じ、驚いた。またその頃は痴漢にあっ

ても我慢するものだと思っていたので、現地

警察に行くことも考えに浮かばなかった。 

⑩バス停でバスを待っていたら、高校生か大

学生くらいの男の子に何事か声をかけられ

た。どのバスに乗ればいいかの確認だろうか

と思い、不明瞭な発音でよく聞き取れなかっ

たので、笑顔で何度か聞き返した。何度か聞

いているうちに「パンツ見せて」と言ってる

ことに気づき血の気が引いた。障がいのある

方だったのだとは思うが、他人にそうした声

かけをする行動には、日本社会に蔓延する性

的搾取表現の影響や教育・支援の不足がある

と思った。親切心への見返りがセクハラで、

大変不快でショックを受けた。 
etc... 
 
〇電車内で向かい側に、初老の男性が足を広

げて座っていた。裾が広いハーフパンツを履

いており、その下には恐らく下着を身につけ

ておらず、男性器が容易に見える状態だっ

た。脳の処理が追いつかず、移動することが

最善とわかっていても別の席移動するなどの

行動を取れなかった。 

二人組の男性がこちらを意識した様子(こち

らを見つめながら、かつ大声で会話しなが

ら)で向かいの席に座り、威圧を感じた。怖

くて動けなかったが、隣に座っていた友人が

別の車両に移動することを提案してくれたお

かげで、それ以上嫌な思いをせずに済んだ。 
 
〇電車に乗っている時、後ろから体を密着さ

せ性器を押し付けてきた。そして、加害者が

電車を降りる際、耳元でごめんねと笑いなが

ら言ってきた。 
 
〇夜、電車のドア付近に立っていたとき、私

の胸を触ってから降りた人がいた。 

駅の階段を上がっていた時、後ろから駆け上

がってきた人にスカートの中を触られた。ミ

ニスカートを履いていた。 
 
〇小学生の水泳の練習時に教師が両脇を持っ

て泳ぐ練習をしていて、胸に手を入れられず

っと触られた。一度立ち上がり拒否したが、

大丈夫と言われ続けられた。 

電車の中で下半身を触られた。何も言えなか

ったが爪から血が出るほど犯人の手の甲をつ

ねった。犯人は抵抗もせず次の駅までずっと

つねられたままだったがドアが開いた途端に

逃げていった。 
 
〇ありすぎて列挙するのが難しいですが、人

目のあるところでもかなりあります。 

つけまわされたり、ただじりじりと距離を詰

めてくるなどの未遂もかなり心が疲れます。 
 
〇車内でスカートを、まきあげられた。背中

のボタンをはずされた。髪の毛を 10 分以上

さわられた。電車か遅延し、一度に身動きで

きない位のった時集団で身体中をさわりまく

られた。アパートでキィをかけ忘れ寝ている

時に布団の上から顔をさわられた。自分に責

任があったから被害届をださず。 
 
〇新入社員時代、リクルートスーツで電車に

乗っていた時に、下半身を押し付けられる被

害に遭った。横に逃げてもついてくるので、

確信犯だと思った。 

京都で街を歩いていたときに、後ろから来た

男性グループ（学生）の一人に、追い抜きざ

まにお尻を鷲掴みされた。 

ナンパ師に絡まれ、断ると暴言を吐かれた。 
 
〇帰宅途中の路上で露出狂にあった。 

 ・駅構内や道端で通りすがりわざとぶつか

られたり唾をはきかけられた。 

 ・車のドアに精液をかけられていた。 
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〇触られる、見せられるなどは多すぎて全て

をここに記載するのが難しいです。 
 
〇私が以前販売の仕事をしていた時（スタッ

フは全員女性）男女共用でトイレを客も使え

るようにしていました。 

ある男性客が来るたびに汚物入れから使用済

み生理用品が盗まれるようになり、警察にも

相談しましたが、危害を加えていないので対

応出来ないとの事。（愛知） 

公共交通機関の痴漢は都会の満員電車だけの

問題ではありません。 

利用者がほとんどいない田舎の路線では無人

駅で、加害者から逃げて降りても助けを求め

る店や民家もなく、次の便がくるのが 1 時間

後という場合などは降りる事も危険で困難で

す。（和歌山） 

まだ人口が少ない開拓されたばかりの地域や

出来たばかりの駅では、夜遅くなるほど利用

者がほとんどおらず、自転車置き場などもか

なり危険です。（愛知） 
 
〇高校生(17,18 歳)ごろは、路上で後ろから

走ってきた男性に抱え込まれ体を触られまし

た。路上で成果を見せつけられたことも何度

もあります。大人になってからは、ナンパを

断ると路上で腕を掴まれたり、ぶつかられた

りすることがあります。 
 
〇自転車で帰宅中に後ろから同じく自転車で

来た男性に胸を触られた。 

 ・電車のボックスシートの隣りに座った男

性が卑猥な雑誌を見ており、危機を感じてい

たが、やはり手を伸ばしてスカートに手を入

れようとしてきたので手を払った。 

最終電車直近の時間の奈良から大阪へ向かう

電車で、同じ車両には自分と男しかいない状

況。広い車両の中でわざわざ男が自分の向か

いの座席に座り、しばらくしたら目の前で下

半身を露出し自慰し始め、次に止まった駅で

男は電車を降りた。 
 
〇小 1 の時の担任には膝に座らされたり、抱

きしめられたり、キスされたりが頻繁にあっ

た。親に話したら直談判してくれて、少しマ

シになった。 

小学生の時に住んでた団地の階段で、何度か

部外者が入り込んで、すれ違いざまに胸を鷲

掴みにされたりした。ガードして逃げようと

したら、階段から蹴り落とされたこともあっ

た。 

中 1 の時に朝早く 1 人で駅に向かってた路上

で露出魔に遭い、逃げたら引きずり倒されて

馬乗りにされて気を失った。通りがかった人

が叫んで助けられた。警察には、よくあるこ

と、と散々被害状況を実演させられた後軽く

言われて号泣した。 
 
〇小学校高学年のとき、エレベーターで自宅

にあがろうとしたところ、男がエレベーター

に乗り込んできた。最上階まで一緒だったの

で不審に思いながらエレベーターを降りたと

ころ、男にお腹をグーで殴られ壁際に追い詰

められて性器に指を入れられた。 
 
〇混んだ車内で身体の一部に触れられる ビ

ル内でじっと見られて自慰をされる。駅近く

の店からつけられて自宅近くで声をかけられ

る。職場の懇親会で大勢の中胸を触られる。 

狭いオフィス内で上司から過去の職場でのセ

クハラを楽しげに聞かされる。 
 
〇ガラガラの車内で隣に座り、座っているお

尻の下に手を入れてくる。 

何回か胸や尻などを軽く触られたことがあ

り、変な話痴漢に慣れてしまっていた。だ

が、性器を直接触られるということがあった

時は怖くて当時担任だった男性教師ともしば

らく話せなかった。 

 

〇長年通っていた個人経営のヘアサロンでう

たた寝をしてしまったら胸をさわられて起き

た。 
 
〇電車の中でお尻を触られる、お尻を掴まれ

る、性器の辺りを下着の上から擦られる、真

後ろに立って性器を押し付けられたり、グリ

グリ擦り付けられたりするなど。 

映画館で隣の席から手を伸ばされてスカート

をずらされ、太ももを撫でられた。痴漢なん

かに映画の邪魔をされたくなくて、何度も黙

ってスカートを下ろしていたが、しつこく

て、無言で睨みつけると立ち上がってどこか

ヘ行ってしまった。映画館のスタッフが無愛

想なのと、被害が軽微なので話そうとは思わ

なかった。 

夜道で真後ろを歩かれて、気持ち悪くて早足

になると向こうもスピードを上げるので、小

走りになると同じようにバタバタ走ってき
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て、思わず悲鳴を上げると立ち止まって大き

く舌打ちされた。 

ひとり暮らしのアパートの玄関ドアの郵便受

けの口に、精液をかけられた。すぐに通報し

たが、警官はニヤニヤ笑って話を聞くだけで

書類も書かず、二重の侮辱に憤怒した。 

駅から大きい荷物を持って帰宅する時、車に

追いかけ回された。徒歩 10 分ほどの一本道

を、右から左から、何度も目の前を横切る形

で同一の乗用車につけ回され、窓を開けた運

転席から無言でジロジロ全身を眺め回され

た。住まいを特定されるのが怖くて、最寄り

のコンビニの前で通報して、パトカーを待っ

た。車種もナンバーも覚えてなくて捜査の役

には立たなかったが、電話をかける私の様子

を見て、不気味な車は消えた。 

以上は 10 代から 20 代の経験のごく一部。 

最近、電車から降りる時に、若い男に明らか

な悪意を持って体当たりされた。 
 
〇公園の片隅で自慰を手伝わされた。電車で

他にも空いてる席があるのに隣に座り、新聞

を読んでるふりして肘で胸を触ってきた。本

屋で立ち読みしていたら背後からお尻を触ら

れた等。 
 
〇満員電車で触られる、性器を当てられる、

路上で露出される。 
 
〇毎日同じ人物が一人分くらいの距離をあけ

て、じっとみつめてくる。(数ヶ月) 

 ・２人がけ席(新幹線のような)の窓側にす

わっていたとき、通路側に座り自慰を始め

た。降車するとき、前を通らないと出られな

いことをわかって長時間続けられた。 

 ・身体を密着させられる、など直接的な接

触行為(複数回、複数名) 
 
〇電車内で座席の端のすぐ横でドア前に立っ

て乗っていました。車内はそこそこ混み合っ

ていて乗っている人の体同士が触れ合うよう

な混み具合でした。私の斜め前に男性が乗り

込んできて、男性はなぜか私の頭上の吊革よ

りもさらに男性から見て奥のつり革に掴まっ

て体を私に預けるような形になりました。電

車が発車すると揺れに合わせて私の腰や太も

もあたりに局部を擦り付けてきました。気持

ちが悪かったので何度かショルダーバックを

男性との間に持ってきて直接の局部が当たら

ないようにしたのですがその度ゆっくりと体

でカバンを避けられて再度局部を擦り付けら

れるということを繰り返されました。 
 
〇1.遊んだ帰り道、警備員風の男性に「おじ

ょうちゃん、バナナすき？」と声をかけられ

た。 

2.従姉妹と川で遊んでいたとき、見知らぬ男

性から「セックスって知ってる？」と声をか

けられた。 

3.高校の帰り道、自転車の男性に追い越しざ

まに胸を触られた。 

4.遅い時間の帰宅時に後ろから突然抱きつか

れて押したおされた。 

5.通勤の乗り換えで歩行中にすれ違いざまに

胸を触られた。 
 
〇書ききれないです。最初の性暴力は父親で

した。幼稚園前？お風呂上がりに服を着せる

ように母親に頼まれ、裸の私を仰向けに寝か

せて足首を持ち、「体操」と称して開脚させ

局部が開くたびに「びゃぁ〜っ♪」とうれし

そうに声を上げていました。 
 
〇学生の時は、朝電車の中で痴漢にあうこと

が多かった。（お尻を触られたり、性器を押

し当てられたり）夜道ですれ違った時や、電

話ボックスで電話している時に、性器を露出

されることもあった。 
 
〇受験生の時に、夏期講習の帰りの電車で 3

回に 1 回は痴漢にあいました。時間のない受

験生を標的にしているのだと思います。他に

もいろいろあります。 
 
〇バスで、障がい者手帳持ちの方が、ガラガ

ラなのにわざわざ私の隣に座ってきました。

独り言を無視していたら、だんだんと大きく

なっていき、最後には下ネタを大声で叫ぶよ

うになりました。窓側に座っていた私は、そ

の人が退かなければ別の席に行けないし、運

転手さんも気づいてくれなくて、本当に怖か

ったです。耐えきれなくなって降車ボタンを

押したら、その人は降りていきました。 

そのほか複数回、障がい者手帳持ちの方から

痴漢をされたり、他の方にしようとしている

のを見ました。障がいを持つ人にも性教育を

ちゃんとする必要があると思います。 
 
〇初めて痴漢されたのはセンター試験の日

で、阪急電車宝塚線のドア横の済に立ってい
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たら、空いているのに男性が近寄ってきてギ

ュウギュウに押しつぶされ股間を押し付けら

れ続けた。車内の人は全員見て見ぬふりだっ

た。センター試験では動揺して力を発揮でき

なかった。 

最後に痴漢されたのは 31 歳で、御堂筋線新

大阪ホームで電車を待っていたらお尻を触ら

れ、振り返ったら男がニヤニヤ笑って立って

いた。怖くて急いで帰った。 
 
〇制服を着ていた頃はほぼ毎日何かしらの被

害(盗撮、下半身押し付けが多い)。制服を着

なくなってからはほとんどぱったりやみまし

た。 
 
〇10 歳くらいの時姉妹で電車に乗っていた

ら、男が後ろにくっついてきた。そこから離

れたがずっとついてきて、電車を降りたら降

りてくる、乗ったら乗ってくるので非常に怖

かった。 
 
〇駅構内では、駅員に用があった時に。夏

場、制服だったのでインナーが透けてたのか

もしれないが、駅員の視線が明らかにおかし

かったのと、スカートの丈を見て、「かがん

だらパンツ見えそう」と言われた。突然耳元

で大声を出された経験は何度もある。私が驚

いてるのを見て、喜んでる様子だった。当

時、これが性被害だとは思っていなかったけ

ど、ジェンダーについて学び始めてからこれ

は性被害なんだと気付いた。胸を触られたの

は、アルバイト中に常連の客から。よろけた

ふりをして触られた。極め付けには「意外と

あるやん。」と言われた。常連で、店にかな

りのお金を使っているから、その立場を利用

した犯行だと思う。実際、店長にも見て見ぬ

ふりをされた。 
 
〇深夜帰宅中自転車でぶつかって来て、一旦

すれ違った後、つけられていたようで、性器

を露出させ触りながら抱きついて来た。場所

が自宅マンションの駐輪場で狭く、押し倒さ

れずに済んだ。抵抗していたら逃げた。 
 
〇午前 7 時頃、後ろから来た男性に急に壁に

押し付けられ、見て欲しいと言われ、裸を見

させられました。コートみたいな物の中は、

何も着てませんでした。 

通学路にて帰宅途中にマンションまでついて

来て下半身を出して触りながら近づいてき

た。 
 
〇自転車に乗っているときに、立ち止まって

いる男性がいてすれ違い様に胸を触られた。 

 ・自転車に乗っているときに後ろからフル

フェイスのバイクが来て横付けされて胸を触

られた。 

 ・電車で、太っている男性がそこまで満員

電車では無いのに体を密着させてきて、大き

くなった性器をずっと押し付けられていた。

でも痴漢なのかわからずどうしたら良いかわ

からなかった。 

 ・会食中、取引先の男性に密着されて胸を

触られた。 
 
〇3 歳の頃は路上の見えないところで知らな

い人に陰茎を舐めさせられました。 

電車内で初めて痴漢にあったのは 10 歳頃、

とても不快でした。 
 
〇小学校 5 年生のとき、夕方、ひとりで道を

歩いていたら自転車に乗った男性に呼び止め

られ、「こんなになっちゃったんだけど、病

院知ってる？」「ちょっと触ってみて」と膨

張したペニスを見せられた。私はそのときに

意味がわからなかったが、気持ちが悪くて

「病院、近くにないです」と去った。あとに

なって大きなペニスと、もしかしたら触った

のかもしれないこと（見た目の気持ち悪さ

で、脳が勝手に視覚と触覚を変換してるだけ

かもしれない）、たったそれだけのことなの

に、気持ち悪くて怖くて、はっきりその情景

はいまでも忘れられない。 

高校時代は激混みの山手線を使ったので、毎

日のように痴漢がいて、場所や時間などを変

えても、あまり効果がなかった。 
 
〇小学校の下校時に、路肩に停まっている車

の中を見たら男性が下半身をいじっていまし

た。 

23 時頃団地の路地を歩いていたら後ろから

きた自転車に追い越しぎわ胸を掴まれた。そ

のまま犯人は逃げていった。 
 
〇①バス停から家まで歩いていたら後ろから

お尻を触られて、叫んだら逃げられた。 
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②大学のすぐそばでバイクに乗った男が目の

前で停まってにやにやしながら性器を見せら

れた。 
 
〇学校からの帰り道に原付きに乗った男性に

道を聞かれ、答えていたら胸を触って逃げら

れた。 

 ・ガラガラの電車で前に座ってきた男性が

服の上から自慰をし始めた。 

 ・電車で男性が寝たフリをしてもたれかか

ってきた。 

 ・そんなに混んでないバスの中で足を触ら

れた。 
 
〇小学生のときに図書館でおっちゃんに「電

話番号教えて。秘密もつのは楽しいな」と触

られた。 

・高校生のときに夜自転車で走っていた

ら、単車で追い抜きながら胸を触られた。鶴

橋駅の地下鉄の駅から JR の間の階段でおっ

ちゃんに抱きつかれて「キスしよう」と言わ

れた。あべちかの本屋さんでおっちゃんがつ

いてきて、「デートしよう」と言われた。な

どなど。 
 
〇小学生の頃、電車内で身体を密着させてく

る男性がいた。高校生の頃、大変空いている

電車内で男性が近寄って来て、身体を触られ

た。大学生の頃、毎日のように混んでいる電

車内で痴漢被害に遭った。時期は不明だが、

独身で実家に住んでいるときに夜間に自転車

に乗った男性に後ろから臀部を触られた。30

代の頃、路上で前から来た男性に腹部を強打

された。 
 
〇小学生の時、母と一緒に満員電車に乗って

いた。ベンチシートの端っこでうとうとして

手摺りに寄りかかっていたら顔に何か触った

ので目を開けたら目の前に魚肉ソーセージの

ようなものがあって横を見たらズボンのファ

スナーが開いている所から出ていた。ギョッ

として頭がくらっとして隣の母の肩に寄りか

かった。母は私の頭を引き寄せた。顔につい

たことがものすごく嫌で、顔を洗いたいけれ

どできないのが苦痛だった。自分が汚された

と感じた。私が頭を動かしたことで周りから

丸見えになったはずなのに周りの人はどう思

っているんだろう？と疑問だったが私は目を

つぶっていて目を開くのが怖かったのでその

後のことはわからわからない。 

 ・小学生の時、男子からスカート捲りをさ

れた。プールの授業では水中で身体を触って

きたり水着を脱がそうとしたりする男子がい

た。休み時間に教室で集団でパンツを脱がそ

うとする男子がいた。半分くらい脱がされ

た。泣いてもやめてもらえなかった。ゲーム

感覚なので誰がターゲットになるかリーダー

以外わからない。女子も含めみんなで面白が

って見ていた。どうやってその場が収束した

のか覚えてない（先生の登場などではなかっ

た。授業のチャイムかもしれない）。 

 ・中学生の時、女子から制服を脱がされた

り、体操部の活動中に股間を触られたりし

た。とても嫌だった。当時は悪ふざけといじ

めの境目がわからないでいたが今思えば明ら

かに性暴力だった。 

 ・彼氏と手を繋いで歩いていたら通りすが

りに「見せつけやがって」と言いながら中年

男が股間を掴んできた。（23 歳） 

 ・出勤途中の満員電車でドア近くに立って

いたらドアが開いた時に男子高校生が降車す

る間際に胸を触って来てそのままホームに消

えていった。追いかけることも出来ず悔しか

った。（24 歳 

 ・自転車で走っていたら逆走して来た自転

車の 10 代の少年が胸を触って走り過ぎた。

「何すんのよ！」と叫んだが逃げられた。

（20 代） 

 ・職場の宴会で上司に胸を触られた。階段

で後ろから別の先輩にお尻を触られた。翌

日、直訴した。お尻を触って来た方は翌年異

動になった。（20 代） 

 ・飲み会での被害は複数回あって職種が変

わっても 50 代まで続きます。書ききれませ

ん。 
 
〇朝の満員電車の中で何度か痴漢にあった。

全く身動き取れないほど満員の時に身体を触

られる典型的な痴漢や、被害者の身体を触る

よりも目の前に居る被害者をダシにして加害

者が楽しむタイプの痴漢に合ったことがあ

る。後者については痴漢だった確信はない

が、周りの乗客が痴漢ではないかという反応

をしていたのでおそらく痴漢だと思う。痴漢

は被害にあっていることに気づくのが意外と

難しかったり、おかしいと感じてもそれが痴

漢であると確信を持てない場合があるのはと

ても厄介だと思います。また痴漢ではない

が、友人と市内を歩いていた時に（店のキャ

ッチではない）複数の男性にしつこく声をか
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けられた経験がある。その時は少し離れた場

所を歩いていた友人たちが割って入り撃退し

た。 
 
〇夜に大学に行ったら知らない若い男からみ

られ、つけられたので走って逃げました。ぶ

つかりは駅構内です。 
 
〇電車の出入り口近くに立っていて、降りて

いく男性にお尻を掴まれました。 
 
〇通勤時に満員電車で後ろにいた男性から服

越しに勃起した性器を押し付けられました。

それがはじめてでしたが、熱を持っていたの

ですぐに納得できました。 
 
〇10 歳の時発育について 15 歳の時、自転

車で後ろつけられた。 
 
〇下校中停めた車の中でマスターベーション

している大人の男がいた。 

他にも建物の裏に呼ばれて性器を見せてほし

いと自分より少し学年が上に見える男児に言

われた事があります。 
 
〇18 歳の時、空いた電車内で、斜め前に座

ったキチンと背広を着た会社員風の年配の男

性が、ズボンの「社会の窓」からアソコ出し

て、ニヤニヤこちらを見てました。 

混んだ電車内で、たまたま触れてしまった振

りをして、しっかり身体を触ってきた「手」

は結構ありました。 
 
〇書ききれないくらい被害を受けたが 1 番怖

かった事は２つ。 

ひとつは駅構内から電車を乗り継いでも追い

かけられ腕を掴まれた事。 

もう一つは自転車で追いかけられて自宅マン

ションに先回りされエレベーターで待ち伏せ

された事。両方高校生の時で殺されるかと思

い怖かった。 
 
〇小学校低学年の頃、家族と出かけた公園

で、ホームレス風の男に「シャツの裾が出て

るよ」と声をかけられた。裾を入れるフリを

して下着の中に手を入れられて性器を触られ

た。怖くなってすぐに親のそばに逃げたが、

起きた事は今まで親にも誰にも話したことは

ない。 

電車内で満員でもないのに背後から性器を押

し付けてくる男性。息が荒くて恐ろしかっ

た。 
 
〇すれ違いざまや満員電車で胸を肘でつつか

れる。 

後ろからきた自転車に胸を触られて揉まれ

る。 

電車で脚をくんでいたらその脚を叩いて蹴ら

れる。 

電車で隣に座ってた男性にいきなり大声で怒

鳴られる。 

道を教えてくれと言われ教えたらナンパだっ

た。 

道を歩いていたら AV を流しているタブレッ

トを見せられる。 

私の方を見ながら陰部をこする。 

帰宅中自宅まで自転車でつけられる。などな

ど。 
 
〇8 歳、子供同士の待ち合わせの公園でトイ

レに連れ込まれそうになる。中学時代、徒歩

登校中一番変質者に遭遇。徒歩の単独登校を

彼らは知ってるし狙っている。友達 2 人でも

遭遇したことあり。登校ルートで自慰行為を

しながら立っているのに何度も遭遇。また体

育の授業中は盗撮に来る変質者がおり体育教

師が追っ払うこと数回。高校時代は自転車登

校なので遭遇せず。体育も体操着でなく自由

な服になったおかげで盗撮に来るものおら

ず。大学社会人になって電車使いだしてから

痴漢に遭遇するように。スカスカの電車で異

常に密着して座られる。満員電車で尻を触ら

れ股間を押し付けられる等。 
 
〇バスに乗る時に、後ろに並んでいたおじさ

んからお尻をぽんと叩かれた。 
 
〇・7 歳の時、自宅マンションの駐車場で下

着に手を入れられた。 

 ・小学校高学年の頃は道を聞くふりをして

卑猥な質問をする路上痴漢に何度か遭遇した 

 ・中学の時は身内からの被害(風呂を覗か

れる、胸を触られる等)が多かった 

 ・16 歳以降は通学、通勤に電車をつかう

ようになり、20 代半ばくらいまでは電車の

中で毎年何度も遭った。後をつけられる、洗

濯物を盗まれる、路上でぶつかられるなども

複数回あった。 
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 ・40 代の今でも年に 1〜2 回ある(帰宅が

遅いためか、後をつけられる被害が多い) 
 
〇・12 歳 東海道線の川崎〜横浜間で集団

痴漢にあって、性器を触られた。 

・高校生 埼京線 板橋駅から空いている電

車内で、中年男性が近づいてきて、スカート

を何度もめくろうとしてきた。 

・映画館で映画を観てたら、前の座席の男が

振り向きながら、オナニー をしていた。 

他にもあります。 
 
〇小学生の頃 

 ・近所のおじさんに何度か性的な悪戯をさ

れていた。 

 ・下校途中、お金あげるから遊びに行こう

などと声をかけられた。 

中学生の頃 

 ・本屋でお尻を触られ「一緒にトイレに来

て」と耳元で囁かれた 。 

高校生の頃 

 ・帰宅途中、電車内でいきなり下着の中ま

で手を入れられ触られた 。 

 ・下校途中、援交しないかなどと声をかけ

られ卑猥な事も聞かれた。 

 ・制服の背中側の肩部分に知らないうちに

液体が垂れたような跡が付いていた（おそら

く電車内。 

二十歳前後 

 ・本屋で立ち読みしていたら男が不自然に

真横に来て挙動もおかしかった。移動すると

遠目に着いて来た（男とお仲間らしき数人

も）。 

 ・買い物途中、明らかにチラチラとこっち

を見て着いてくる不審な男がいた。 

 ・空いてる電車（進行方向を向いて座る座

席）の窓側の席に座ってすぐ隣りに座って来

た男が、新聞紙を広げて隣りに見えないよう

にしながら脚を触って来た。降りる駅になっ

た時その男は降りるそぶりを見せなかった

が、改札を出てからふと後ろを振り返ったら

その男が真後ろにいた。 
 
〇大学進学をした 18 歳の頃、休日の大学構

内の屋外で友人（女子）とおしゃべりしてい

たら、露出した男性がいつの間にかいた。何

が起きているのかわからなかった。 

大阪に就職後の 20 代の頃、通勤途中の道路

に露出した男性がいた。帰宅途中の公園で、

露出している男性がいた。ランニング中、後

を付けられた。職場の歓送迎会で、他部署の

上司から「浮気の相手として、良いと思う」

と言われる。スーパーでズボンの試着をして

いたら、携帯電話を隙間から入れられて盗撮

された。など、たくさんある。 
 
〇小学校の時、1 人で夜道を歩いていたらお

尻を触られた。 

路上で友達と遊んでいたら性器を出した男性

が近づいてきた。 

中学の時、路上で自慰行為を見せられた。自

慰行為を見せらるのは何回かある。 

高校の時、人混みを歩いていたらすれ違いざ

まに性器周辺を触られた。 

短大の時、自転車に乗っていて、追い越しざ

まに胸を触られた。 

短大の時、夜自転車に乗っていたら原付の男

に急に道を聞かれた。こんな時間にこんなと

こで聞くのは不審に思い逃げたら相手もどこ

かに行ったが、また戻ってきて後を付けてき

た。 

こわ！ 
 
〇下校途中、友達と一緒に混雑した阪急電車

に乗っていると、お尻に、満員電車の時によ

くある、他人の足や鞄が当たるのとは違う不

自然な感触を覚えた。妙な生温かさから誰か

にお尻を撫でられていると直感し、振り返っ

てスカートの後ろを見ると、お尻には誰の手

も置かれていなかったが、そのまま目線を上

げると、ニヤニヤしながらこちらを見ている

真っ赤な顔の酒臭いおじさんと目が合った。

当時 10 歳の私はその男を強く睨みつけたも

のの、痴漢の現場を取り押さえられなかった

ため確信が持てず、その場では声を上げられ

なかった。一緒にいた友達にも話すこともな

かった。しかし不快な感触は消えず、その後

駅に着くまで、その男が私の尻を触っていな

いか、私は何度も後ろを振り返って確認し

た。電車が終着駅に到着して乗客が一斉に降

りる際も、その男は私をニヤついた顔で眺め

ていた。 
 
〇幼少期エレベーター内で男性に性器を触ら

れた。 

 ・電車内での痴漢 
 
〇南海高野線の朝時間の急行列車でつり革つ

かみ立っていたらおしり触られた。 
 



 

33 

 

〇駅からあとをつけられたみたい。路地に入

り、足早やになり、口をふさがれた。 

抵抗したので、逃げたが、自分はブロック塀

に頭をぶつけた。傷はなし。 

混んだ電車のなか。ドアに押しつけられて立

っていた時、誰かの手が、指を触ってきた。

身動き取れず、なにも言えなかった。 
 
〇電車の中で移動しても移動してもついてこ

られて、密着され、鼻息をかけてこられた

り、逆にわざと音を大きく立てて分かるよう

に匂いを嗅いでこられた。 
 
〇車内やホームで触られて逃げられる、聞こ

えるように胸やお尻について言われる等。 
 
〇17 才 自転車で追い越されるときに胸を触

られた。 

25 才 電車の中で後ろからお尻に押し付けら

れた。電車を待っていたら降りてきた男性に

すれ違いざまに指で性器を触られた。 

30 才 不在時に何度も家に侵入されていた。

就寝中に触られた感覚があったが記憶が曖昧

で、後日警察を名乗って電話があり、水着を

盗んだと告げられた。 

34 才 客先から性器の写真をしてメールして

来られ、こちらも送るよう言われたが断っ

た。 
 
〇10 代から 20 代のころは、電車登校の途

中、しょっちゅう痴漢に出会った。車両を変

えても付いてこられたこともあり、とても怖

く、嫌だった。高校の時、バス停で待ってい

る間に制服のスカートの上から手を入れら

れ、性器を触られ、中年男性が舌を出して笑

いながら立ち去った姿が忘れられない。小学

生のころ、理髪店で髪を切ってもらっている

間に服の中に手を入れられ、胸を触られたこ

とも忘れられない。 
 
〇家に気持ち悪い電話(ホテルに来て、パン

ツをいつも見てる、生理はいつから始まっ

た？等)がよくかかってきた。家の庭に干し

た下着が自分の物だけ無くなった。阪急電車

の梅田から京都行き特急の 2 人席に一人で座

ると必ずといっていい程、痴漢にあった。

夜、自転車で帰っていると突然後ろから自転

車で来て手を握られた。昼間の台風の時、傘

差して必死で自転車で帰っていると後ろから

自転車で来ていきなり胸を鷲掴みにされた。

昼に自転車で帰っていると後ろからバイクで

来てお尻を触られた。 
 
〇17 歳の時に満員の電車の中で初めて痴漢

に遇いました。通学で乗っていたのですが、

股間に鞄かなと思う固いものが当たるので体

を動かしても続きました。後で考えると隣に

立っていた人がスカートの上から体を(手？)

を押し付けたのだと思うと、その後何年も不

快感が続きました。8 歳の時には電車のロマ

ンスシートに座っていたら前に座ってきた人

がしばらくして上着を広げてズボンから出し

た自分の下半身をみせていました。20 歳の

時も地下鉄御堂筋線から四つ橋線に乗り換え

るちかの連絡通路で向こうから歩いてきた人

が、突然コートを広げて自分の下半身を見せ

ました。 
 
〇塾の先生に、車で家まで送ってもらった時

でした。助手席に座っている私（ショートパ

ンツをはいていました）のふとももに手を伸

ばして触られました。 
 
〇15 歳の時、地下鉄の中で体を押し付けて

くる人がいて帰宅したらスカートに精液がつ

いていた。30 歳の時、姫路城のベンチで体

が不自由な高齢男性と世間話をしていたら、

帰る時に手をつかまれ「なんぼや？1 万でど

うだ？」と言われた。 
 
〇小学生の頃、図書館でおじさんに話しかけ

られ、逃げるように自転車置き場まで行っ

た。しかし、後をついてきたおじさんが自転

車を出さないように立ちはだかり、握手して

くれたら帰らせてあげると言われたので、も

のすごく嫌だったが手を差し出した。ねっと

りと握られて心底気持ち悪かった。/ 小学生

の頃、父親と信号待ちをしていたら、通りす

がりの自転車に乗った男性にお尻を触られそ

うになった。強い風が吹いてよろけたので空

振りに終わったが、父親に「危なかったな」

とお尻を触るジェスチャーを再現され、自分

に何が起きたか状況が分かり、とても嫌な気

持ちになった。/ 中学生の頃、自転車に乗っ

ていたときに呼び止められ、道を訊かれたの

で教えていたら、3 万円でどう？と言われ

た。そのとき、コートの袖で見えていなかっ

たが、男性は自慰をしており、気付いて逃げ

たときには精液をコートにかけられたあとだ

った。/ 高校生の頃、薄手のワンピースを着
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て電車の乗り口付近に乗っていたら、降りざ

まにおじさんが股間を前後に振り、こすりつ

けるような動作をしてきた。気に入った服で

もなかったのに、なんであんな服着たんだと

自己嫌悪に陥った。/ 高校生の頃、家に向か

う坂道の途中ですれ違った男性が、いつのま

にか後をついてきていて、自転車置き場で顔

を上げたらすぐそばに立っていた。恐ろしか

ったが、相手を見つめたままカバンを手に取

り、ダッシュでマンションの階段を駆け上が

った。/ 大学生の頃、通学路である陸橋の上

で、陰茎を振り回してる男性がいた。皆よけ

て別の道から学校へ向かった。/  20 代の

頃、梅田の駅改札口で呼び止められ、HEP へ

の道を訊かれたので口頭で説明したら、分か

らないというので、先頭に立って道を案内し

ていたら、駅構内でお尻を触られた。驚いて

振り返ったら気持ちの悪い笑みを浮かべてニ

ヤニヤしており、相手にしたらヤバい奴や！

と怖気が走り、別の改札に回って帰った。/ 

会社員になってから、仕事が終わり終電で駅

に着き、夜道を歩いていたら、猛スピードで

走ってきた自転車に乗った男性に追い抜きざ

まに胸をつかまれた。他にもあったような気

がしますが、パッと思い出せるのはこのくら

いです。 
 
〇①夜遅く塾から自転車で帰るとき、路上で

すれ違いの若い男に胸を触られた。（12

歳）②割と混んでた電車から降りるときにお

尻を触られた。誰かはわからない。（18

歳）③職場で 2 人は充分すれ違える幅があ

るのに、身体があたるくらい近くを通るおっ

さんがいた。（32 歳） 
 
〇セーラー服を着ていた頃、ひとりで電車に

乗ると時々痴漢被害にあいました。 
 
〇痴漢：中 3 春季講習に行く満員電車、成人

以降地下鉄と阪急座ってる時。 

声かけ：中 1 中学からの帰宅途中。 
 
〇阪急電車 京都線特急の二人席で隣に座っ

た男性(40 代か 50 代とみられる)が腕組みを

装って、私(当時 21 歳)のおっぱいを手のひ

らや指で触ってきた。梅田から四条烏丸まで

乗車していて最初は寝ていたが、気持ち悪く

て起きた。起きたら痴漢加害者が手を引っ込

めるが、寝たら再度触ってくる。また起き

る、の繰り返し。私は奥の席に座っており、

加害者が私の方に寄って座っていたので端に

追い詰められた感じで逃げられると思えなか

った。JR 神戸線の快速の二人席で隣に座った

男性(50 代か 60 代前半とみられる)がセカン

ドバックを私との間に置き、そのセカンドバ

ックに手を添えるふりをして、手の甲で私の

太ももを撫でさすってきた。許せないって思

って姿勢を正して、殺気(怒気)を出した。次

不自然な動きをしたら「なぜ鞄をこちら側に

置くんですか？私の太ももに手が触れてるん

ですけど、なぜ手を引っ込めないんですか？

わざとですよね？」と追及する言葉を考えて

いた。こちらの緊張や怒りが加害者に伝わっ

たようで(太ももの筋肉もさっきまで弛緩し

ていたのに、強ばる感じだったと思う)次の

駅に着いた途端に加害者が走って降りていっ

た。 
 
〇19 歳の時、満員の電車に乗って立ってい

て、酔っ払った中高年の男性がもたれかかっ

てきました。私は仕方ないかーと思っていた

のですが(今思うとわざとだったのかもしれ

ませんが)、近くの男性が気づいてくれて、

場所を変わってくれました。 

23 歳の時は、満員の電車に乗って立ってい

て、後ろに立った人が私の脚の間に自分の片

足を入れて擦りつけてきました。録画をする

か、止めてと伝えるか…と思いましたが、も

し相手が刃物を持っている人だったら周りの

人も危ない思いをしてしまうと思うとこわく

なり、我慢するしかありませんでした。 
 
〇小学校を卒業してすぐ 13 歳で私立中学で

電車通学になり朝の電車の中で男性が後から

身体を押し付けて来てスカートに射精されま

した。意味が理解出来ませんでしたが、1 人

の会社員であろうお姉さんが私の腕を取り次

の駅で下ろしてトイレで泣きながらスカート

を拭いてくれたのでただ事では無いと理解。

その方以外の男性多数は目をそらし助けてく

れませんでした。お姉さんの勧めで家に戻り.

その後親の勧めで自転車通学に。高校や社会

人になってからは「何してるんですか！」と

腕を掴めるまでになりましたが…住宅街の暗

い夜道でつけられ抱きつかれたり声をかけら

れたりは 30 歳過ぎても恐怖でした。 
 
〇①15 歳 休日、高校の部活帰りの市バス

車内。縦 1 列に並んだ座席に座って、疲れて

居眠りしてしまっていた。違和感に気づいて
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目覚めると、壁と椅子の隙間(後方)から腕が

伸びて、胸を触られていた。驚いたけれど、

ちょうど降りなければならないバス停だった

ため、急いで降りた。降りてから、私の後方

座席にあたる席を道路から確かめたが、もう

誰も座っていなかった。気持ち悪かった。今 

思えば、降りずに「痴漢です！」と叫べば良

かったのかも。が、警察ざたになるのも、時

間が取られ、当時高校生だった私が証拠も示

せずに、嫌な思いをするだけだったかもしれ

ない。そう思うと一過性のものだったので、

もう良いか…と思ったりもする。立証の難し

さがある。 

②17歳 

早朝。路面電車の踏切を越える前後。自転車

に乗っていると後ろからブツブツと呟いてい

るのが聞こえる。振り返ると「可愛い…可愛

い…」と言いながら同じく自転車で追いかけ

てくる。怖く、物凄く速く自転車をこいで、

踏切を越えてから別な筋へ。人通りのある大

通りまで出たら、その人は踏切を越えずにそ

ちらへ回って来ていた。怖すぎて、交差点の

信号待ちの人が数人いるところで、「この

人、追いかけて来ます！助けてください！」

と叫んだら、その人はどこかへ行った。 
 
〇小学生のとき下校時に通学路で、男子高校

生に待ち伏せされてマスターベーションを見

せられた。 

中学、高校、大学時代、路上で見知らぬ男性

に性器を見せつけられたことが何度もあっ

た。 

大学生と社会人時代に、電車で痴漢に何度も

遭った。体を触られる、性器を押しつけられ

る、手を握られる、などの被害があった。 
 
〇８才の時は集合住宅の階段上がってたら、

いきなり知らない男性に膝の上に俯向けで乗

せられてパンツ脱がされてお尻触られた。 

３７才＝職場の同僚からのセクハラ(いきな

り後ろから抱きつかれたり)。 

４１才＝イタ告され騙されて、レイプされま

した。 
 
〇小学生の時に通院の電車の中で何度かお尻

を触られたのは怖かった。 

 ・学生時代、繁華街を歩いていると「○万

円でどう？」というのも気持ち悪かった。 
 

〇満員電車の中で、痴漢にあいました。路上

では歩いていた時に、後ろから自転車できた

男性にお尻を触られ驚いてこけました。友人

宅の前で待っていた時、近寄ってきた男性に

胸を触られました。 
 
〇小学生の時は登校中歩いていたら、向こう

が追い抜かすかたちで自転車ですれ違いざま

に胸を触られた。高校生の時は夕方 1 人で最

寄り駅まで下校中に、相手は車に乗っていた

状況で声をかけられて、その時に相手は下半

身を出していて触っていた、そのことに相手

から道を聞かれている途中で気づいて逃げる

ようにその場から立ち去った。 
 
〇病院では患者をベッドから車椅子に移譲す

る時に首筋を吸われたり、入浴介助中にジロ

ジロ見て自分の性器を触ってやらしい事を言

うなど。 
 
〇中学校に行く途中、下半身を露出した男を

見た。 

小学校時代の放課後、友人と遊んでいる時に

写真を撮るのを手伝ってほしいと言われ、友

人はカメラを受け取ってほしいからと通りの

前に行かされ、私だけ路地に引き込まれ、胸

を服のうえから触られたのと、胸を覗きこま

れた。 
 
〇高校生の時、下校中に自転車の年配の男性

とすれ違い、U ターンして追いかけられ、向

こうで待ち伏せされた。戻ると自転車で追い

かけてきたので走って逃げ、行ったり来たり

した。そのあと追い抜かれ、通れないように

してきたので傘を振り回して「わー！」と声

をあげて自転車を蹴って逃げた。 

高校生の時、自転車で帰宅中、後ろから軽自

動車が近づいてきて声をかけられた。無視す

ると、車の中から手を伸ばし、スカートをつ

かんで引っ張られた。そのせいでこけ、驚い

たのか車は逃げていった。 

大学生のとき、夜遅く駅からの帰り道、歩い

ていると後ろから原付が近づく音と何だか嫌

な気配がしたので、右手を後ろに差し出す

と、原付の男がお尻を触ろうと出してきた手

とぶつかった。そのまま逃げられた。 

大学生のとき、飲みに行ったときに、おじい

さんがチャックをおろしてモノをぶら下げて

見せつけるように歩いていたのに遭遇した。 
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車で自宅に帰り着き、車を降りようとした

ら、運転席のガラス越しに人影が。車を覗き

込まれたので怖くてロックをした。窓越しに

射精して逃げていった。 
 
〇満員の電車の中で胸を触ったり股に手を入

れていたりした。 
 
〇声をかけられて連れ去られそうになった。 
 
〇小学生の頃、学校であった地域のイベント

で２人組の男性にトイレの場所を教えてほし

いと言われ、一人でトイレまで案内したとこ

ろ、人気がないトイレの前でお尻を触られ

た。 

高校生から大学生の頃は電車通学だったの

で、満員電車の中で体を密着させてきたりお

尻や手を触られるなどの痴漢行為に何度もあ

った。 
 
〇夜九時過ぎに自宅付近の暗い道を歩いてい

て行きなり後ろから抱きつかれ引き倒され

て、体の上に乗られかけた。足や手をバタバ

タさせてようやく逃れたが、声をあげること

もできなかった。 
 
〇通勤電車は本数が限られており、同じ時

間、同じ車両に乗車する人はほぼ決まってい

た。車内は身動きできない状況、同じ人物に

何回も下から手を入れられ性器をつかまれ

た。近くに乗っている人たちが助けてくれ

た。帰宅途中の電車内で、私と保育園児の息

子の真向かいに座っていた男性が、いきなり

ファスナーを下ろし性器を取り出した。その

夜、息子は食事も出来ず、翌朝は保育園に行

けなかった。当時は、恐怖で誰にも話せなか

った。 
 
〇混み合った電車の車内、衣服の上から。 
 
〇14 歳のとき 

 ・下校中に、バイクに乗った男がゆっくり

後ろから近づいてきて、追い越しざまに胸を

掴んでいった。 

 ・登校中にも自転車に乗った男に同じこと

をされた。 

19 歳のとき 

 ・夜に人の少ない道を歩いているとき、自

転車の男から上記と同様の被害にあった。 

 ・夜に自転車で走行中、後ろから、自転車

に乗った男がズボンのベルトを外すような動

きをしながら追いかけてきた 大声を出しな

がら全速力で自転車を漕いで逃げるうち、男

はいなくなった。 

 ・人の少ない時間帯に京阪電車に乗ってい

たら、サラリーマン風の中年の男が新聞を大

きく広げて、隠れて自慰をして射精していた 

向かいに座っている私にだけ見えるようして

いた。 

 ・大阪市営地下鉄で、周りから見えないよ

うに鞄で隠しながら、向かいに座る私に陰部

を見せてきた。 

未成年のころの被害のみ記載しました。 
 
〇(10 歳のとき) 

友達と友達の弟たちと小学生ばかり 4 人ぐら

いで友達の家の前で遊んでいたら、高校生ぐ

らいの男の人が電柱や家と家の隙間などに隠

れながらこちらにじりじりと近づいてきた。

変だなと思いながら見ていたら、友達がいる

前で私に後ろから抱きついてきてパンツの中

に手を入れられた。 

やめてと言いながら抵抗したが力で勝てず、

友達もみんな何が起きているのかと呆然と見

ていた。やめてと言い続けていたらその男の

人は去っていった。たぶん 30 秒とかくらい

のできごとだったと思います。 

(17 歳のとき) 

休みの日に友達と遊ぶために 1 人で電車に乗

っていたら、後ろに立っていた 30 歳前後く

らいの男性にお尻に手を当てられました。触

るというよりは、手を当てるという感じだっ

たので気のせいかと思いましたが、それほど

混んでいない車内で私のすぐ後ろに立ち、何

度も何度もお尻に手を当ててくるので振り返

って睨みつけると男性はその行為をやめまし

た。電車を降りてからも睨み合いが続きまし

たが男性は改札を出て去っていきました。友

達との約束があったので駅員さんに被害を訴

えることはしませんでした。 
 
〇自転車に乗って向かってきて、すれ違いの

ときに、いきなり触った。 
 
〇満員電車での通勤中、後ろに立つ男性か

ら、最初は臀部への接触で偶然に当たってい

るのかと思い込み、そのままにしていた。し

かし段々と手が前に伸びて来たため痴漢と確

信したが驚きと羞恥心で抵抗出来ず、最寄り
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の駅で降りてしまった。男の自分でさえ声も

上げれず何もできない状況であり、若い女性

ならば尚更であろう。 
 
〇バイトが終わって自転車を漕いでいたら軽

トラの人に道を聞かれて答えていたら付いて

きて胸をつかまれた。 

電車内でお尻に手を当てられていた。 

電車内でカバンの角でお尻を触ってきた。 

路上夜道で自転車を漕いでいたら後ろから追

い抜きざまに胸を触られた。 
 
〇1.夕方、もうすぐ自宅という路上で、小学

生男子に道を聞かれて、答えようとした時に

スカートに手を入れられて、男子は自転車で

逃げながら、「バーカ」と笑っていた。 

2.バザーの店員をしていて、お釣りを渡す時

に手を握られた。 
 
〇小学生の時、それ程混んでいない電車で触

られたことは、今まで誰にも話したことがあ

りません。恐怖と恥ずかしさが今もありま

す。高校生の時に友達と電車に乗っていて後

をつけられ触られた時は号泣して周囲に驚か

れましたが、恐怖が強かったです。 
 
〇横断歩道で。渡るときに追い抜きざまに胸

を触られた。 

 ・お店で、商品を見ている背後から、下着

の上から性器を触られた。 

 ・電車で、座席大きい荷物を隣の私の脚に

も乗る形で乗せて、この鞄の下で腿を触り、

スカートの中に手を入れてこられた。 

 ・路上で、坂道を登ろうとしている車椅子

を見つけ押して手伝うと、優しいなぁホテル

行こう、と言われた。 

 ・路上で、信号待ちで、ありえない近さで

背後に立たれ、つけられる。追い抜かさせて

方向変えたら、引き返してまたつけられる。 
 
〇小学校の帰り道、性器を見せられた。 

路上ですれ違いざまに胸をつかまれた。 

電車の中でお尻を触られた。 

男子高校生３人組につけられて、その１人に

道を聞かれたとき、抱きつかれた。やめてと

思い切り振り払おうとしたら、３人で走って

逃げていった。 
 
〇環状線内で Air drop で卑猥な画像を送りつ

けられた。JR 電車内で朝のラッシュ時に体

(股間)をうしろから押し付けられた。近所を

歩いていたら「(自分の股間を触りながら)こ

こ触ったら気持ちいいの知ってるか？」と男

の人に声をかけられた。(6 歳の時)、自転車

に乗っている時に男性に道を尋ねられ、止ま

って教えていると急に下半身を露出された。 

等々、まだまだあります。 
 
〇満員電車で身動きがとれない状態の時に、

後ろに立っている方に触られました。 
 
〇１番怖い経験は、仕事帰り店舗が閉店した

市場を歩いて帰っていると、後ろからつけて

来る人が。走って帰ろうとしたら追いかけら

れた。 
 
〇路上駐車してる車に乗った男に呼ばれて、

近づくと、陰部を見せられた、満員の地下鉄

で後ろの男にお尻をもまれた 
 
〇向かいに座っている高齢男性からスマート

フォンのカメラを向けられた。席を移動して

もずっとカメラで追われ続けた。 

撮られているかどうかはっきりとわからず、

注意することもできなかった。 
 
〇小学生のとき数人で下校してたときに性器

を見せられた。 

 ・路上で性器、お尻を触られた。 

 ・自転車で自宅までつけられ声をかけられ

胸を触られた。 

 ・地下街で歩いているときに腕を掴まれ

た。 

 ・電車内でジロジロニヤニヤと舐めるよう

にずっと見られた。 

 ・本屋で何人ものおじさんが常にウロウロ

していて女性客に近づく。 

 ・胸が大きいねと人前で言われた。 
 
〇回数が多くて書ききれない。 
 
〇小学校帰り道で性器を見せられた 

 ・帰り道で後をつけられた。 

 ・電車でお尻を触られた。 

 ・電車で胸を触られた。 

 ・帰り道で後をつけられてお尻を触られ

た。 

 ・マンションエントランスで待ち伏せさ

れ、オートロックを開ける間性器を見せられ

た。 



 

38 

 

 ・自転車置き場までつけられて「いく

ら？」と言われた。 

 ・つけられて「いま履いているパンツをく

ださい」と言われた。 

 ・電車内で肩が当たっただけで叩かれた。 

 ・電車を降りる時隣の人より先に降りたら

蹴倒された。 

 ・駅など混雑した所でわざとぶつかられ

た。 
 
〇電車の中で、服に精液をかけられた。 
 
〇鼻をすする迷惑行為は女の方が多い 
 
〇①小学校３年の時、電車で隣に座った男子

高校生にスカートの中に手を入れられ足を触

られました。男子高校生が私との間にタオル

を置き、そのタオルの下に手を入れてスカー

トの中まで手を伸ばし、側からはわからない

ようにスカートの中を触りました。触られて

気味が悪かったので立ち上がり車両を移動し

ましたが、並んで座っていた 2 人の友人も順

に同じ被害を受けました。 

②大学生の時、満員電車で後ろに立つ男性に

ひじに男性器を押しつけられました。 
 
〇19 歳の時に阪急電車の 2 人席奥に座って

いたら、作業服を着た男が横に座り、おじさ

んでもこんなんなるんやで、と言いながら陰

部を出し自慰行為を始めた。怖くて、やめて

くださいとしか言えなかった。気づいてなか

ったのかもしれないが、前後や左横の乗客は

たくさんいたのに誰も助けてくれなかった。 

20 歳ぐらいの時に、自転車ですれ違ったお

じさんに、3 万、と言われた。その時は意味

がわからず、かなり後で屈辱的な言葉だとわ

かった。 
 
〇通学や通勤時、電車の中で、お尻をなでら

れたり、ロングスカートをスルスルと捲し上

げたりされた。そう言えば、小学 6 年の時

は、バスに座ってた時、隣のおじさんが、私

の太ももをさすったことがあった。 
 
〇当時は怖かったけど今はもう別に。 
 
〇なんかさり気なく男の先輩からお尻を触ら

れた。 
 

〇①14 歳の時、友達と部活に向かう途中、

20-30 代の男性に『近くに病院あります

か？』と聞かれ、『なんの（何科）病院です

か？』と答えると、性器を見せられ『これ

の』と言われた。無視をして、そのまま学校

に向かった。追いかけてくることは無かった

が、やり取りからして常習犯なのだと思っ

た。 

②17歳の時、駅からの帰り道。18 時ごろで

薄暗かったため、後ろを振り返りながら気を

つけて帰っていたものの、前に歩いていた人

が見えなくなったところで、後ろから走って

こられてお尻を触られた。きゃーと思わず声

が出て、振り返るも、犯人は逃げていった。

若い男性でした。 

③23歳の時、駅からの帰り道で雨が降って

いた。仕事帰りで時間も遅く人通りは無かっ

た。後ろから単車に乗った人が近づいてき

て、雨だからゆっくり走ってるのかと思った

瞬間に、お尻を触られて逃げられた。 
 
〇道を尋ねるふりをしてお腹を殴られた 自

転車で後ろから口をふさがれた（小学生の

時）。 
 
〇○満員電車でサラリーマン風の人に前から

下半身をつかまれた。 

○映画館で友人と待ち合わせしてる時に「い

くら？」と知らない人に言われた。 

○校内で急に男が飛び出してきて抱きつかれ

た。 
 
〇初めて痴漢にあったのは８才の時でした。

夕方の小学校の校庭でした。酒臭い男に抱き

つかれて、男のものを握らされました。 
 
〇電車：性器を押し付けられた、ナンパ 

路上：原付で信号待ちの時に「おっぱい大き

いね」と言われた。 

美容院：髪の長さを確認するフリで胸を触ら

れた。 
 
〇12 歳の時、最寄駅から帰宅途中に、見知

らぬ男性が、道を尋ねてきたので、答えてい

ると、急にメンスはいつなの？もうなってい

るの？と聞いてきて、私の胸を片手で触って

きたので、怖くて走って逃げました。 
 
〇子供の時はお尻を掴まれた。高校生の時は

痴漢が複数回。 
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〇小学生の時、プールで遊んでいてお尻を触

られました。最初は気づかなかったけど、移

動したら一緒についてきたのでおかしいなと

思い、後で気付きました。 

中学生の時、制服を着ていて自転車で走って

いたときに、前方にいた男性がスカートの中

を見ようとしゃがんでいた。 

高校生の時、自転車を走らせていたら突然後

ろから自転車で走ってきた人に胸を触られま

した。 

大学生の時、人気のない街中を歩いていて、

目の前に立った人に胸を触られました。 
 
〇夜道を一人で歩いていたら、前からきた人

がすみませんと声をかけてきて下半身をみせ

られた。が、幸い暗くてよく、見えなかった

ので、なに？それと言って無視し、逃げた。 
 
〇出勤前の車内で彼女を連れた男性から、ブ

スは痴漢には合わないから。 
 
〇通学途上に駐車している車がありひょいと

のぞくと、男の人が 1 人乗っていて股間を触

っていた。 
 
〇通勤の満員電車で身動きがとれないなか、

駅に着くまでずっと胸(乳首あたり)をなでら

れた。休日の電車でドア付近に立っていたら

乗ってきた男にいきなりスカート中に手を入

れられた。夜の帰り道、向こうから歩いてき

た男がすれ違い様に胸を触って行った。 
 
〇満員電車の中で男性が性器を出していた。

コートを着てたので回りには見えない。１回

は立ってるとき。もう１回は座席に座って

て、前に立ってる人が。 
 
〇大学生のころ、デパートのエレベーターで

乗り合わせた車椅子の男性から、トイレの場

所を聞かれて教えると、「連れていって欲し

い」と言われました車椅子を押して連れてい

ってあげました。トイレに着くと、「座るの

を手伝って欲しいから一緒に中に入って欲し

い」と言われました。少し不自然さを感じた

ものの手助けをしようと中に入りましたが、

介助なしでトイレに行かない方がこんなデパ

ートに出かけるだろうか？と突如不審に思

い、振り返るとニヤニヤ笑っているのが目に

入り、怖くなってすぐに逃げました。 

そのあと恐怖と悔しさで体の震えが止まら

ず、エレベーターは今でも苦手です。 
 
〇体を寄せてきた。 
 
〇デパートのなかで通り過ぎざま、スカート

の上から触っていった。 
 
〇歩いていて、通りざまに胸をぎゅつと掴ま

れた。 
 
〇電車降りる際に胸を触るなど。 
 
〇①高校生のとき、本屋さんで、いきなり、

倒れるようにして、抱きつかれた。 

②高校生のときあとをついてこられていて、

ふり向いてきがついた瞬間、後ろからだきつ

かれた。 

③大学生で通学の時、満員電車で身体を、お

しつけられ、制服のうえから性器部分を触ら

れた。 

④大学生のとき、バスの 2 人席の横に座ら

れて、触られた。窓側だったので、でられ

ず。 
 
〇女性にされました。電車の降りる際に。初

めはわかりませんでした。振り返るとにゃっ

とされました。考えてみると、手の甲と手の

ひらでは触れられた感触は違いますよね。 

加害者、被害者の男女は関係ないと思いま

す。まさか女性がするとはと思いましたが。 

ある話ですよね。 

前提として社会の風潮は加害者は男性、被害

者は女性という先入観が強すぎるのではない

でしょうか？このことをもっと発信するべき

です。 

女性の意見を多いに聴きたいものです。 
 
〇満員の地下鉄の中で、下着の中に手を入れ

て無理やり触られた。 
 
〇電車内に人も少なく声も出ず身体も動かず

でした。 
 
〇お尻を触られた。 
 
〇らせん状の階段上から降りる時、下から来

た男性が手を伸ばしてきた。 
 
〇小学生の時電車で被害に遭って、泣く泣く

電車を降りて別の電車に乗り換えた時に、別
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の男性から「さっき痴漢されてたよね」など

言われた。知ってたら止めてくれたら良いの

に、と悔しくてはらだたしかった。 
 
〇近所のお兄さんに呼ばれて家に行った。 
 
〇車に乗せられそうになった。 
 
〇電車の出入口付近に立っていたら無言で近

距離(20 センチ)まで迫られ逃げれなかった。 
 
〇小学生の下校途中、車の中で窓全開で男性

が自分性器をいじりながら声をかけてきた。 

18 才の時犬の散歩中、自転車で追いかけら

れ、袋小路に追い詰められたとき下半身を丸

出しで近づいてきた。 

犬を抱いて無我夢中で逃げた。 

20 位の時、がらがらの電車にもかかわらず

隣に座られてくっつかれた。 

ホテル行こうと誘われて、怖くなって電車を

おりた。 
 
〇下着に手をいれられそうになった。 
 
〇スカートをめくられて、触られる。 
 
〇京都の四条通りを歩いていたらおしりを触

られた。その男性は起訴されました。 
 
〇徒歩で通勤途上、すれ違いの時に身体を触

られた。 
 
〇前に座っていた男が堂々と見せて反応を見

ていた。 
 
〇満員電車を狙った犯行で、3 人くらいでグ

ループを組み、三方を取り囲まれ、お尻や下

半身を触られるといった、卑劣な犯行だっ

た。 

今は、女性専用車両も出来たので、痴漢被害

予防が出来るようになり、よかったなと思い

ます。 
 
〇盗撮、電車での痴漢、すれ違う時に触られ

る、性的声掛け、全裸おじさん、下着泥棒、

覗き、自慰の見せつけ、付き纏い、ナンパか

らの罵倒。 

通学路での性器見せつけ、路上で突然怒鳴ら

れる、路上で何年生？部活何？などしつこく

追いかけられる、電車内で太ももを撫でられ

る、バス車内(人はそこそこだけど身動きが

取れる、密着するほどの混み具合ではない)

で尻に手を当てられる。 

徒歩で帰宅途中に路肩に停車していた中から

男性が降りてきて、下り坂道を下半身を露出

した状態で追いかけてきた。が、走りにくか

ったのかすぐに諦めた様子で追いつかれる事

もなく、私は無事に帰宅しました。夜中の徒

歩は危険だとつくづく学びました。 
 
〇一人で映画を見にいった時、気づいたら隣

の席の男の手が脇から胸に入っていた。男の

指を曲げて抵抗したら逃げた。それからずっ

と男はみな痴漢に見えました。 
 
〇携帯で友人と話しながら歩いている時に、

後ろから走ってきて触られた。 
 
〇数回の待ち伏せと声掛け。 
 
〇駅ビル内を歩いていたところ、アジア系外

国人の男性から「英語、話せるか」と聞かれ

たり、手伝ってほしいことを言われた。 

困った様子で懇願してきて、断りづらくなっ

たため、仕方なく手伝うと、「友達になっ

て」「お礼におごるから、コーヒーを一緒に

飲もう」と言われた。 

不安や嫌悪を感じて断ると、「NO〜!」と私

の意思を否定してきた。 
 
〇電車から降りようとした時に乗り込もうと

した人に掴まれた。 
 
〇小 6 の時に歩道を歩行中に後ろから走って

きた自転車の乗り手にすれ違いざま体を触ら

れた。 

 ・中 2 の時に電車に乗り座っていたらとな

りの男性から太ももを触られた。 

 ・高 1 の時に通学電車内で、向かいにやっ

てきた男性が性器を露出し見せつけてきた。 

 ・二十代前半の時にコンビニに入店しよう

とした時に扉から出てきたサラリーマンにす

れ違いざま胸をわしづかみにされた。 

 ・二十代前半の時に路上を歩いていて「で

っかいおっぱいだな！」と叫ばれ指さされ

た。 

 ・二十代後半の時に、書店で本棚を眺めて

いたら後をずっとついてこられ店を出てもず

っとついてこられた。小走りで交番までたど

りつき退散された。 
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 ・二十代以降今に至るまで何度も、通勤電

車および駅ホームで何度もぶつかられたり蹴

られたり小突かれたり、それほどの混雑では

ないのに体をおしつけられたりした。 
 
〇小学生の頃高校生くらいの男の子に腕を掴

まれ、慌てて逃げたが自転車で追いかけられ

自宅までついて来た。 

入浴介助の際、「仕事がなくなってもソープ

ランドで働けるな」と男性患者に言われた。 
 
〇ひとけのない道を歩いて下校中、車窓から

呼び止められた。「教育委員会の者だけど手

を出して」と言われ、手を出すと車の中に手

を入れさせられ、何かを握らされた。萎れた

ペニスだと数年してから気づいた。 
 
〇ショッピングモールサイトのバス停のベン

チで、バスを待っていたところ、アジア系外

国人の男性が隣に座ってきて、バスが来る時

間を聞かれたので答えた。 

そのすぐ後に、再び声をかけられ、ショッピ

ングモールで買った物や男女に関すること

（男性は話を否定してくるけど、女性は親身

に聞いてくれるから良い）等の、その人自身

の個人的な話を一方的にしてきた。また、私

の個人情報に関すること（どこから来たの

か・ショッピングモールには何をしにきたの

か・年齢・職業・結婚や子供の有無）をぐい

ぐいと聞かれた。 
 
〇駅からの帰り道、後ろから自転車で近づい

てきて胸をつかまれた。 

十三駅で電車を待っている時 2 万でとうやと

言われた。 
 
〇電車通勤時毎日、密着される、触られる。 
 
〇歩いているとき、前から自電車で、すれ違

いざま。 
 
〇コートを着た人が現れて、突然前を開ける

と、裸だった。 
 
〇高 1 の夏に友人 2 人と地元から東京に遊び

に行った帰り、ラッシュの新宿駅で下りの埼

京線を待っていたら、電車がホームに着いた

時に巨漢の男に後ろからすごい力で押され電

車に押し込まれた。超満員だったので友人達

は乗れずに電車が出発してしまった。電車内

は身動きが取れず、男は私のスカートの中に

遠慮なく手を入れ、性器に指を入れようとし

てきた。地元が車社会なので友人で被害にあ

ったなども聞かず、痴漢というのは、こっそ

り胸を触るとか、そういうイメージだったの

で、友人とはぐれてしまったこともあり、軽

くパニックに。ぎゅうぎゅうの車内でなんと

か男から離れようともがき、池袋で乗客が少

し入れ替わる時に逃げようとしても車内を追

いかけてきて逃げられない。かなり背の高い

会社員ぽい若い男性が気づき、男を電車外へ

突き飛ばして助けてくれた。でも「あいつ有

名な痴漢なんだから側に乗っちゃだめだ

よ！」と怒られた。何でそんな常習犯が刑務

所にいないの？とか私が悪いの？とか色々シ

ョックでお礼をちゃんと言えなかった。 

その後大学へ入り、若い頃はモデルの声かけ

（多分 AV）やしつこいナンパなどが何度か

あります。 
 
〇幼稚園の頃、近所のお兄さんに触らせてく

れないともう遊んであげないと言われ、下着

の上から軽く触られた。 

 電車の中で、田舎の 4 人がけのボックス席

で前に座っていた人が局部を出し擦ってい

た。慌てて席を立ったが、周囲の人は笑って

いました！ 
 
〇後をつけられて下着を見せられた。 

電車に降りる時にお尻を触られた。 

満員電車で身動きが取れない時に性器を押し

付けられた。 
 
〇夏期講習にむかう電車内 
 
〇5 歳、物陰に連れ去られ下着を脱がされて

自慰の手伝いをさせられた。高校生ぐらいの

男性。今でも許せない。殺す。 
 
〇受験で尼崎へ行き、その帰り、電車の窓側

に座っている時隣に座ってきて、さっと触ら

れて、すぐに立ち去られた。 

高校に入学し、電車通学が始まったのです

が、満員電車の中で性器を触られましたが、

どうすることも出来ず、次の駅まで我慢しま

した。家族にはもちろん話せず、当時付き合

ってた彼氏に打ち明けたところ、喜んでたん

でしょ？と言われ、被害にあった時と同じく

らいショックでした。その時は怒りの気持ち

はなかったのですが、大人になるにつれてや
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っと怒れるようになり、悔しいと思えるよう

になりました。 
 
〇帰宅時に歩行していて、自転車に乗った人

に胸を掴まれた。 

別の日に歩いていて後ろからつけられていた

ことに気が付かず振り返った時に制服に精液

をかけられたことがある。 
 
〇外国人に言葉巧みに連れ去られて、レイプ

された。風俗のスカウトに密室に連れ込まれ

フェラチオを強制された。路上で「パンツ売

って」「3 万円でどう？」など聞かれてつき

まとわれた。風俗で働いてた時、LINE を交

換した客から延々と性器の画像やオナニー動

画を送り付けられて、私にも送るように言わ

れた。 

 

〇風俗で働いてた時、何も言わずに強引に挿

入をしてきた。事実上の強姦。 
 
〇・高校生の時、地下鉄で通学中に乗り換え

で降りる瞬間にさっとお尻の下のラインをな

ぞるように触られた。 

・中学 3 年生当時、自宅から自転車で 5 分ほ

どの学習塾から家に帰る途中、繁華街で後ろ

から近づいてきたワンボックスカーからねえ

ねえ、と声をかけられて振り向いたらうわ、

ブス！と言われた。 

・中学生 1 年だったか 2 年だった時に個人経

営の古書店でおそらく大学生〜くらいの年齢

の男性に付き合ってほしいと言われ、断っ

た。その後自宅ポストに家族も覚えのない連

絡先の書かれた名刺が入っていた。ただの憶

測ですし記憶も不確かなので書くのを迷いま

したが…その古書店の店員に似た人がおり、

わたしはその中古書店で会員登録のために住

所を提出していたため、もしかしてそれを利

用したのかな、と思うこともあります。もう

十年近く前に閉店したため確認のしようもな

いですが…。 

・高校生の当時、付き合っているわけでも好

意を伝えられたわけでもないクラスメートの

男子に髪を触られて後ろから抱きしめられ

た。クラス全体が男女関係なく仲良しで気取

らない気風だったこと、当時はモテるような

容姿でもなくガサツな女生徒の自認もあり、

なに？と笑ってそのまま、まあ年頃だしそう

いうロマンチックな気分になっちゃったんか

ね…とだけ思ったが、後々沢山の女子に同じ

ことをしていたこともわかり、普通にセクハ

ラでは？となった。痴漢というには少し違い

ますが、同意のない性的接触とは言えるのか

な…。 


