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新型コロナ感染拡大の学生生活への影響調査・抜粋 
医学部医学科（2020/04/09 21時〜2020/05/14/21時） 

2020年 5月 21日 
高等教育無償化プロジェクト FREE 

①講義・ゼミ・実習・実技・卒論について、困っていること、要望等を教えてください。 

●実技の授業が進むか不安。もし１年間の単位で休校が伸びた場合、授業料が増えた分を払えるかが心
配。（東京女子医科大学 医学部・1年 /世帯年収:270 万～380 万 /授業料免除:コロナの影響で家計が減
りこれから応募する /住居:自宅 /退学について:考えない） 
●国試で実技問題が出ると思うが、そこで得点できる能力がつくかどうかが心配。ちゃんと進級できる
か心配。（東京女子医科大学 医学部・5 年 /世帯年収:270 万未満 /授業料免除:応募しなかった /住居:自
宅 /退学について:考えない） 
●解剖があるかどうかが不安  対面での実習が行われるかどうか（東京女子医科大学 医学部・2 年 /世
帯年収:わからない /授業料免除:応募しなかった /住居:自宅 /退学について:考えない） 
●事前調査アンケートに、自宅に固定回線のインターネット環境がないこと、スマホ 4G 回線では 30G/
月のプランが最大であり、それ以上のプランには申し込めないことを伝えていたにも関わらず、今は大
学の Wi-Fi を使っていいが、今のうちに回線を引くように自分個人でできることは努力するよう、学務
から連絡がきたため、授業が最悪受けられなくなる可能性があり、不安。（弘前大学 医学部・6 年 /世
帯年収:270 万～380 万 /授業料免除:授業料１／３免除を受けている /住居:一人暮らし /退学について:
考えない） 
●今後の就職について、先行きが不透明。見学に行こうにも大学から禁止されており行けない。将来の選
択肢が狭まってしまうだろう。（東北大学 医学部・6 年 /世帯年収:500 万～600 万 /授業料免除:応募し
ようとしてシミュレーターをかけてみたら対象外だったため応募しなかった /住居:自宅 /退学につい
て:考えない） 
●実習で実技をする時間がなく、来年から研修医として働けるか不安です。（近畿大学 医学部・6 年 /
世帯年収:380 万～500 万 /授業料免除:応募しなかった /住居:自宅 /退学について:考えない） 
●病院実習が全て課題になり、回ったことのない科がどんどん増え、2 年後に研修医として経験したこと
の科を回るのがとても不安（香川大学 医学部・5 年 /世帯年収:1000 万以上 /授業料免除:応募しなかっ
た /住居:一人暮らし /退学について:考えない） 
●臨床実習が少ない。プロフェッショナリズムを学べない。教官から技術を学ぶことができない。患者様
から教えを請うことができない。（香川大学 医学部・5 年 /世帯年収:1000 万以上 /授業料免除:無回答 
/住居:自宅 /退学について:考えない） 
●将来のために人の命に関わることを学ぶ実習をレポートで済ませてよいのか不安（香川大学 医学部・
5 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:応募しなかった /住居:自宅 /退学について:考えない） 
●試験対策が不安（鳥取大学 医学部・2年 /世帯年収:1000万以上 /授業料免除:応募しなかった /住居:
一人暮らし /退学について:考えない） 
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②アルバイトについて、困っていること、要望等を教えてください。 

●収入が減った（北海道大学 医学部・5 年 /世帯年収:270 万～380 万 /授業料免除:授業料２／３免除を
受けている /住居:自宅 /退学について:考えない） 
●バイトがなくなった。緊急事態宣言以降は休業補償もなくなった。（東京慈恵会医科大学 医学部・6 年 
/世帯年収:270万未満 /授業料免除:応募しなかった /住居:一人暮らし /退学について:考えない） 
●大学からバイト自粛令が出たため辞めざるを得ず、収入がなくなった（東京女子医科大学 医学部・3
年 /世帯年収:1000 万以上 /授業料免除:応募しなかった /住居:自宅 /退学について:考えない） 
●バイトがなくなった バイト先が都外なため、バイト先から来るなと言われる（東京女子医科大学 医
学部・2年 /世帯年収:わからない /授業料免除:応募しなかった /住居:自宅 /退学について:考えない） 
●バイトをクビになった（川崎医科大学 医学部・3 年 /世帯年収:600 万～800 万 /授業料免除:応募しな
かった /住居:一人暮らし /退学について:考えない） 
●医療系のバイトのため、通常通り営業しているが感染リスクが高い。（慶應義塾大学 医学部・6 年 /
世帯年収:1000万以上 /授業料免除:応募しなかった /住居:自宅 /退学について:考えない） 
●バイト先が、緊急事態宣言下でも営業を継続する方針を取ったため、自分や家族の安全を考えて、退職
せざるをえなかった（慶應義塾大学 医学部・1 年 /世帯年収:1000 万以上 /授業料免除:応募しなかった 
/住居:自宅 /退学について:考えない） 
●対面でのアルバイト(塾講師)が出来なくなり、収入が減った。学費を出すのに精一杯となり貯金を崩し
て生活している。（東北大学 医学部・6年 /世帯年収:500 万～600 万 /授業料免除:応募しようとしてシ
ミュレーターをかけてみたら対象外だったため応募しなかった /住居:自宅 /退学について:考えない） 
●バイトがなくなり月の収入が４分の 1 ほどに減少（東北大学 医・6 年 /世帯年収:600 万～800 万 /授
業料免除:コロナの影響で家計が減りこれから応募する /住居:自宅 /退学について:やめないが休学を検
討） 
●大学の研究施設でアルバイトしていたが、それが大学閉鎖に伴いできなくなったことで収入が減った。
（筑波大学 医学・5年 /世帯年収:1000万以上 /授業料免除:応募しなかった /住居:一人暮らしを中断し
帰省中 /退学について:考えない） 
●最終学年のためバイトを終了し収入が減ったが、マスクや食料品の価格高騰で出費が増えている。（東
北大学 医学部・6 年 /世帯年収:270 万未満 /授業料免除:授業料全額免除を受けている /住居:自宅 /退
学について:考えない） 
●バイトが無くなって貯金を切り崩して生活している（東京医科大学 医学部・2年 /世帯年収:600万～
800 万 /授業料免除:応募しようとしてシミュレーターをかけてみたら対象外だったため応募しなかった 
/住居:自宅 /退学について:考えない） 
●バイトがないのに学費は通常通りだし出費と収入が釣り合わない（東京慈恵会医科大学 医学部・4 年 
/世帯年収:1000万以上 /授業料免除:応募しなかった /住居:自宅 /退学について:考えない） 
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③家計を支えている方の収入・事業・仕事について、困っていること、要望等を教えてください。 

●親の収入減で来年の学費が払えるか心配。（東京女子医科大学 医学部・5 年 /世帯年収:800 万～1000
万 /授業料免除:無回答 /住居:一人暮らし /退学について:考えない） 
●自営業で休業したため、収入が完全にゼロ（日本大学 医学部・2 年 /世帯年収:270 万～380 万 /授業
料免除:応募しなかった /住居:一人暮らし /退学について:少し考える） 
●バイトがなくなり、一人暮らしの生活費が足りない（筑波大学 医学・5 年 /世帯年収:800 万～1000万 
/授業料免除:応募しなかった /住居:一人暮らしを中断し帰省中 /退学について:考えない） 
●親の自営業が休業（香川大学 医学部・6 年 /世帯年収:380万～500 万 /授業料免除:授業料１／３免除
を受けている /住居:一人暮らし /退学について:考えない） 
●親の仕事が無くなっている（慶應義塾大学 医学部・3年 /世帯年収:380 万～500 万 /授業料免除:応募
しなかった /住居:自宅 /退学について:考えない） 
●親が老健施設勤務のため、いつ失職するかわからない。また、就職時期が延期されたら、奨学金の返済
が間に合わなくなることもあるのではないかと不安。（弘前大学 医学部・6 年 /世帯年収:270 万～380
万 /授業料免除:授業料１／３免除を受けている /住居:一人暮らし /退学について:考えない） 
●親のボーナスが減る見込みで厳しくなりそう（東京慈恵会医科大学 医学部・4 年 /世帯年収:1000 万
以上 /授業料免除:コロナの影響で家計が減りこれから応募する /住居:自宅 /退学について:少し考える） 
●親の会社がほぼ仕事がない状態になっている（弘前大学 医学部・2 年 /世帯年収:500 万～600 万 /授
業料免除:応募しようとしてシミュレーターをかけてみたら対象外だったため応募しなかった /住居:一
人暮らし /退学について:大いに考える） 
●親の仕事が減って、収入が減った（香川大学 医学部・5 年 /世帯年収:1000 万以上 /授業料免除:応募
しなかった /住居:一人暮らし /退学について:考えない） 
●親の仕事が経営難（近畿大学 医学部・1 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:応募しなかった /住居:
一人暮らし /退学について:少し考える） 
●収入がへった（藤田医科大学 医学部・3 年 /世帯年収:800 万～1000 万 /授業料免除:無回答 /住居:無
回答 /退学について:考えない） 
●年間 600 万円の学費なのに 1 ヶ月授業のない間の学費は返してもらえないこと（東海大学 医学部・3
年 /世帯年収:380 万～500 万 /授業料免除:応募しようとしてシミュレーターをかけてみたら対象外だっ
たため応募しなかった /住居:自宅 /退学について:考えない） 
●父の店は経営難で廃業の危機で、母は看護師で大変。母が看護師だから給付型もらえる収入条件を満
たさず、でも学費は母の給料で払る額ではないので、給付型の制限を収入だけでなく、授業料の高さも考
慮して欲しかった。（愛知医科大学 医学部・6 年 /世帯年収:600 万～800万 /授業料免除:応募したが受
けられなかった /住居:自宅 /退学について:考えない） 
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④就活について、困っていること、要望等を教えてください。 

●病院見学をする必要があるが、そのための長期休暇が確保されるか心配。（東京女子医科大学 医学部・
5 年 /世帯年収:270 万未満 /授業料免除:応募しなかった /住居:自宅 /退学について:考えない） 
●病院見学に行けない。大学側に禁止されており、その分大学は責任を取ってくれるのか、何も情報がな
い。（東京女子医科大学 医学部・6 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:応募しなかった /住居:自宅 
/退学について:考えない） 
●実習が出来ていない、就活のための見学が出来ていない、医療現場が忙しいため各病院の就活情報が
更新されない（慶應義塾大学 医学部・6年 /世帯年収:1000 万以上 /授業料免除:応募しなかった /住居:
自宅 /退学について:考えない） 
●このまま実習をできずに卒業して、就職後に使い物になるかどうか心配。（慶應義塾大学 医学部・6年 
/世帯年収:1000万以上 /授業料免除:応募しなかった /住居:自宅 /退学について:考えない） 
●マッチングの開始時期が延期される等の措置はなく、更に病院見学が出来ないため、マッチング登録
に支障が出る。（弘前大学 医学部・6 年 /世帯年収:270 万～380 万 /授業料免除:授業料１／３免除を受
けている /住居:一人暮らし /退学について:考えない） 
●説明会が中止となった。また病院見学に行けるかわからない。(移動と受け入れの問題)（筑波大学 医
学群・5 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:応募しなかった /住居:一人暮らし /退学について:考え
ない） 
●将来の働き先を考えるための病院見学を十分に行うことができるか不安（筑波大学 医学部・5 年 /世
帯年収:わからない /授業料免除:応募しなかった /住居:一人暮らし /退学について:考えない） 
●病院見学や病院の合同説明会ができず不安（筑波大学 医学部・5年 /世帯年収:わからない /授業料免
除:応募しなかった /住居:一人暮らし /退学について:考えない） 
●今年度の初期研修医マッチングの採用試験日程が公表されず、採用試験を受けることができるのか心
配である。（東京慈恵会医科大学 医学部・6 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:応募しなかった /住
居:自宅 /退学について:考えない） 
●就職活動が思うように出来ず、職場の様子を全く見ずに就職先を選ぶのが難しい。（愛知医科大学 医
学部・6年 /世帯年収:わからない /授業料免除:無回答 /住居:一人暮らし /退学について:考えない） 
●院内での実習がなくレポートばかりで勉強が身につかない（香川大学 医学部・5 年 /世帯年収:270万
未満 /授業料免除:コロナの影響で家計が減りこれから応募する /住居:一人暮らし /退学について:考え
ない） 
●病院見学に行けなくて、実際の雰囲気を見られない。この先研修するので非常に困る。（近畿大学 医
学部・6 年 /世帯年収:1000 万以上 /授業料免除:応募しなかった /住居:自宅 /退学について:やめないが
休学を検討） 
●病院見学に行けず、選考で不利になるか不安。（近畿大学 医学部・6 年 /世帯年収:1000万以上 /授業
料免除:応募しなかった /住居:自宅 /退学について:考えない） 
●卒後、病院で働くのが怖い。コロナの収束や人手や物品が整ってくることを祈りたいです。（愛知医科
大学 医学部・6年 /世帯年収:600 万～800 万 /授業料免除:応募したが受けられなかった /住居:自宅 /退
学について:考えない） 
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⑤留学について、困っていること、要望等を教えてください。 

●留学が中止になった（埼玉医科大学 医学部・5年 /世帯年収:わからない /授業料免除:応募しなかった 
/住居:自宅 /退学について:考えない） 
●留学してみたいけれど金銭的に卒業を遅らせる余裕はなかった。（大分大学 医学部・6 年 /世帯年
収:600 万～800 万 /授業料免除:応募しなかった /住居:一人暮らし /退学について:考えない） 
●海外ボランティアができないことも、将来の研修先選びに影響が出るかもしれないと不安（国際医療
福祉大学 医学部・3 年 /世帯年収:800 万～1000 万 /授業料免除:応募しなかった /住居:一人暮らし /退
学について:考えない） 
●コロナ問題で留学ができるか未定（東京女子医科大学 医学部・5 年 /世帯年収:270 万未満 /授業料免
除:応募しなかった /住居:自宅 /退学について:考えない） 
●再来年、交換留学できるプログラムがあるが、実施されるのか不安（東京女子医科大学 医学部・4 年 
/世帯年収:わからない /授業料免除:応募しなかった /住居:自宅 /退学について:考えない） 
●留学が中止になり、将来の選択肢が狭まった（東京女子医科大学 医学・6 年 /世帯年収:わからない /
授業料免除:応募しなかった /住居:無回答 /退学について:考えない） 
●春休みの一か月の短期留学が出来ず、今年度中にしたいが見通しが立たない（慶應義塾大学 医学部・
6 年 /世帯年収:1000万以上 /授業料免除:応募しなかった /住居:自宅 /退学について:考えない） 
●海外臨床実習にいけるか目処が立たず不安（筑波大学 医学部・5年 /世帯年収:わからない /授業料免
除:応募しなかった /住居:一人暮らし /退学について:考えない） 
●留学に向けた準備が難しい（東京慈恵会医科大学 医学部・4 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:応
募しなかった /住居:自宅 /退学について:考えない） 
●留学できる状況ではなくなった（香川大学 医学部・5 年 /世帯年収:1000 万以上 /授業料免除:応募し
なかった /住居:自宅 /退学について:考えない） 
●留学ができなくなったため、困っている（近畿大学 医学部・6 年 /世帯年収:380 万～500 万 /授業料
免除:応募しなかった /住居:自宅 /退学について:考えない） 
●予定していたプログラムが全てキャンセルとなり、機会を完全に失った。（香川大学 医学部・5 年 /
世帯年収:1000万以上 /授業料免除:無回答 /住居:自宅 /退学について:考えない） 
●この状況でオスキーなどの試験が行われるのか不安。早めに対策して欲しい。（近畿大学 医学部・6年 
/世帯年収:1000万以上 /授業料免除:応募しなかった /住居:自宅 /退学について:考えない） 
●留学が中止になりとても残念（山口大学 医学部・3 年 /世帯年収:1000 万以上 /授業料免除:応募しな
かった /住居:一人暮らし /退学について:考えない） 
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⑥サークル・部活について、困っていること、要望等を教えてください。 

●新歓ができない（鳥取大学 医学部・3 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:応募しなかった /住居:
一人暮らし /退学について:考えない） 
●部活ができないが、そもそも大会も中止となった（北海道大学 医学部・5 年 /世帯年収:270 万～380
万 /授業料免除:授業料２／３免除を受けている /住居:自宅 /退学について:考えない） 
●練習が出来ない。新歓ができず、部員が入るか不安。（大分大学 医学部・4 年 /世帯年収:1000 万以上 
/授業料免除:応募しなかった /住居:自宅 /退学について:考えない） 
●活動できない。部の存続が危うい（国際医療福祉大学 医学部・3年 /世帯年収:800万～1000 万 /授業
料免除:応募しなかった /住居:一人暮らし /退学について:考えない） 
●活動がなく体を動かす機会がない（日本大学 医学部・2 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:応募し
ようとしてシミュレーターをかけてみたら対象外だったため応募しなかった /住居:自宅 /退学につい
て:考えない） 
●舞台が全て無くなってしまった。もちろん練習も自粛中。新歓については SNS を通じて行なっている
が、なかなか厳しそう。（東京女子医科大学 医学部・5 年 /世帯年収:800 万～1000 万 /授業料免除:応
募しなかった /住居:自宅 /退学について:考えない） 
●新歓ができないので、一年生がこれから身を置くことになる部活の選定がしづらいのが気の毒（日本
大学 医学部・2 年 /世帯年収:無回答 /授業料免除:コロナの影響で家計が減りこれから応募する /住居:
自宅 /退学について:無回答） 
●部活動・新歓等ができず、いつ入部開始かの目処もたっていない。オーケストラの部活動なため、他よ
りも自粛がかなり長くなると予想されていた先行きが見えず不安（東京女子医科大学 医学部・3 年 /世
帯年収:1000 万以上 /授業料免除:応募しなかった /住居:自宅 /退学について:考えない） 
●新歓がないためどこに入るかなどなにも決められない（日本大学 医学部・1 年 /世帯年収:1000 万以
上 /授業料免除:応募しなかった /住居:無回答 /退学について:考えない） 
●マイナーな部活であるため新歓ができないことにより廃部の可能性がある（東京女子医科大学 医学
部・5 年 /世帯年収:1000万以上 /授業料免除:応募しなかった /住居:自宅 /退学について:考えない） 
●新歓、体育館などの密閉空間でおこなうため、活動はできない。（東京女子医科大学 医学部・2 年 /
世帯年収:わからない /授業料免除:無回答 /住居:自宅 /退学について:考えない） 
チベーションが保てない。（慶應義塾大学 医学部・6 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:応募しなか
った /住居:自宅 /退学について:考えない） 
●大会があるかどうか不安（東北大学 医学部・6 年 /世帯年収:800 万～1000 万 /授業料免除:応募しな
かった /住居:一人暮らし /退学について:考えない） 
●活動ができず、大会も全てなくなってしまった。（筑波大学 医学部・5 年 /世帯年収:270 万～380 万 
/授業料免除:応募しなかった /住居:一人暮らし /退学について:考えない） 
●軒並み大会がなくなり、6 年間の集大成の場がなくなっていくこと（東京慈恵会医科大学 医学部・6年 
/世帯年収:わからない /授業料免除:応募しなかった /住居:一人暮らし /退学について:考えない） 
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⑦健康・生活について、困っていること、要望等を教えてください。 

●いつ帰省できるのか見通しがたたない（岡山大学 医学部・4年 /世帯年収:270 万未満 /授業料免除:応
募しなかった /住居:一人暮らし /退学について:考えない） 
●帰省できない。（東京慈恵会医科大学 医学部・6 年 /世帯年収:270 万未満 /授業料免除:応募しなかっ
た /住居:一人暮らし /退学について:考えない） 
●地方から出てきて自粛中なので孤独である（日本大学 医学部・1 年 /世帯年収:1000 万以上 /授業料
免除:応募しなかった /住居:一人暮らし /退学について:考えない） 
●友達が作れない（日本大学 医学部・1年 /世帯年収:1000 万以上 /授業料免除:応募しなかった /住居:
自宅 /退学について:考えない） 
●慣れない映像授業をパソコンで受けている上、休校明けにいきなり期末試験が実施されることを考え
ると精神的に追い詰められ鬱症状になってしまった（川崎医科大学 医学部・3年 /世帯年収:600 万～800
万 /授業料免除:応募しなかった /住居:一人暮らし /退学について:考えない） 
●体調不良になったとき、感染防御の観点から、誰にも助けに来てもらえないので不安（弘前大学 医学
部・6 年 /世帯年収:270 万～380 万 /授業料免除:授業料１／３免除を受けている /住居:一人暮らし /退
学について:考えない） 
●いろいろなことにモチベーションが湧かない（筑波大学 医学部・5 年 /世帯年収:270 万～380 万 /授
業料免除:応募しなかった /住居:一人暮らし /退学について:考えない） 
●これから先の試験や留年するのではないかという恐怖（近畿大学 医学部・6 年 /世帯年収:270万未満 
/授業料免除:応募しなかった /住居:一人暮らし /退学について:少し考える） 
●実家の収入が減って必要物資が買いにくい（近畿大学 医学部・6 年 /世帯年収:1000 万以上 /授業料
免除:応募しなかった /住居:自宅 /退学について:やめないが休学を検討） 
●バイトの収入が減ってしまったため、食費や生活必需品を削って生活している。（近畿大学 医学部・
6 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:応募しようとしてシミュレーターをかけてみたら対象外だった
ため応募しなかった /住居:一人暮らし /退学について:少し考える） 
●周りがストレスフルになっていっているのを強く感じる（愛知医科大学 医学部・6年 /世帯年収:1000
万以上 /授業料免除:応募しなかった /住居:一人暮らし /退学について:考えない） 
●外出できず家族とずっといることが窮屈に感じる（近畿大学 医学部・4 年 /世帯年収:1000 万以上 /
授業料免除:応募しなかった /住居:自宅 /退学について:考えない） 
●バイトが減って食費が減。減らさざるを得ないこと（香川大学 医学部・5 年 /世帯年収:600 万～800
万 /授業料免除:応募しなかった /住居:一人暮らし /退学について:考えない） 
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⑧その他、困っていること、要望等を教えてください。 

●私はもともと教科書などは最低限しか買わず、あとは大学の図書館で本を借りるなどして勉強するこ
とが多かったので図書館が使えないというのは勉強面で非常に困ります。（国際医療福祉大学 医学部・
3 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:応募しなかった /住居:自宅 /退学について:考えない） 
●自宅以外の勉強場所がない（鳥取大学 医学部・3 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:応募しなかっ
た /住居:一人暮らし /退学について:考えない） 
●6 年生は実習なのでオンラインでの代替授業が不可能であり、このまま 7 月にある実技の国家試験に
合格できるのか不安である（そもそも試験自体があるのかも不確かだが）（東京女子医科大学 医学部・
6 年 /世帯年収:1000万以上 /授業料免除:応募しなかった /住居:自宅 /退学について:考えない） 
●勉強のペースがつかめず、かなり個人に任せられており、国試に向けての管理が不安。（東京女子医科
大学 医学部・6 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:応募しなかった /住居:自宅 /退学について:考え
ない） 
●時間割に縛られなくなり、オンライン授業もほとんど始まっていないため、自分で市販の教材を使っ
て勉強しなければならないため学習の仕方が分からず捗らない。早くオンライン授業や課題を出してほ
しい。（東京女子医科大学 医学部・3 年 /世帯年収:1000 万以上 /授業料免除:応募しなかった /住居:自
宅 /退学について:考えない） 
●図書館が使えず、また本屋の医書センターも開いてなくて医学書が参考にできない買えない（東京女
子医科大学 医学部・2 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:応募しなかった /住居:自宅 /退学につい
て:考えない） 
●人と関わらない生活に慣れてしまってコミュニケーション能力が落ちている気がする（慶應義塾大学 
医学部・6 年 /世帯年収:1000 万以上 /授業料免除:応募しなかった /住居:自宅 /退学について:考えない） 
●公立の図書館も大学の図書館も閉鎖され勉強場所がなく非常に困っている（川崎医科大学 医学部・3
年 /世帯年収:600 万～800 万 /授業料免除:応募しなかった /住居:一人暮らし /退学について:考えない） 
●今後収入が見込めない（慶應義塾大学 医・4 年 /世帯年収:800 万～1000 万 /授業料免除:応募しよう
としてシミュレーターをかけてみたら対象外だったため応募しなかった /住居:自宅 /退学について:少
し考える） 
●図書館が使えなくて困っている（慶應義塾大学 医学部・1 年 /世帯年収:1000 万以上 /授業料免除:応
募しなかった /住居:自宅 /退学について:考えない） 
●課題が難しいのに、図書館などを利用し専門書を使って調べたりできず困っている。（香川大学 医学
部・5 年 /世帯年収:1000 万以上 /授業料免除:応募しなかった /住居:一人暮らし /退学について:考えな
い） 
●医師国家試験勉強のための自習の建物が使えなくて困っている。使えないのに月々設備費に 10 万も払
ってると聞いて、悲しくなった。（愛知医科大学 医学部・6 年 /世帯年収:600 万～800 万 /授業料免除:
応募したが受けられなかった /住居:自宅 /退学について:考えない） 
●学校の方が集中できるため、学校で勉強したい。教科書を大学生協で直接買いたい。（三重大学 医学
部・2 年 /世帯年収:270 万未満 /授業料免除:応募しなかった /住居:一人暮らし /退学について:考えな
い） 
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⑨政府や大学等に要望したいことを自由に書いてください。 

●就活時期の変更、卒業延期などの措置があるのか明確にしてほしい（東京女子医科大学 医学部・6 年 
/世帯年収:1000万以上 /授業料免除:応募しなかった /住居:自宅 /退学について:考えない） 
●医学部医学科はカリキュラムが国に決められているので、大学によって対応が異なるのは不合理なの
で、国として指針を示してほしい。（信州大学 医学部・2 年 /世帯年収:1000 万以上 /授業料免除:応募
しなかった /住居:一人暮らし /退学について:考えない） 
●オンライン授業で通常通りのクオリティーが担保できると思えない。それなのに、試験を通常通り行
うことは現実的ではない。単位を配布する、レポートにするなど、柔軟に対応してほしい。（慶應義塾大
学 医学部・4 年 /世帯年収:1000 万以上 /授業料免除:応募しなかった /住居:自宅 /退学について:考えな
い） 
●オンライン授業に必要な新規負担分は政府または大学が負担してほしい。もしくは、Wi-Fi や PCを人
数を限定して使用できるように大学側も考えてほしい。（弘前大学 医学部・6 年 /世帯年収:270 万～380
万 /授業料免除:授業料１／３免除を受けている /住居:一人暮らし /退学について:考えない） 
●マッチング、卒業試験、Post-cc OSCE、国試がどうなるのかの概要を、決まっている段階でも教えて
ほしい。（東北大学 医学部・6 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:応募しなかった /住居:自宅 /退
学について:考えない） 
●試験時期の目処がたたず、CBT やOSCEがある 4年生は先の不安にかられています。できれば全国の
医学部を一律 9 月始まりなどにシフトチェンジしていただきたいです。（慶應義塾大学 医学部・4 年 /
世帯年収:1000万以上 /授業料免除:応募しなかった /住居:自宅 /退学について:考えない） 
●小中高校生への 9 月始まりの話題に目を向けられがちだが、来年就職を控えている身としては、そう
なると、どのような扱いになるのかも早急に決定してもらいたい。（愛知医科大学 医学部・6 年 /世帯
年収:無回答 /授業料免除:応募しなかった /住居:一人暮らしを中断し帰省中 /退学について:考えない） 
●奨学金でギリギリ暮らせるが、バイトが無期限延期状態で急な支出には耐えられない。大学が対策を
出してくれてはいるが、政府でも大学生を援助してほしい。また、高校生に対しても受験の日程など早急
に公表してあげてほしい。（香川大学 医学部・6年 /世帯年収:無回答 /授業料免除:授業料全額免除を受
けている /住居:一人暮らし /退学について:考えない） 
●医師国家試験がどうなるか明確にしてほしい（近畿大学 医学部・6年 /世帯年収:270万未満 /授業料
免除:応募しなかった /住居:一人暮らし /退学について:少し考える） 
●病院見学に行けず、研修病院の選考で不利にはならないようにとあるが、それでも不利になるのでは
ないかと不安。オスキーが行われるとか行われないとかはっきり提示して欲しい。実習時間を取れない
ことに対しての対策も検討して欲しい。勉強環境が整っておらず、大学のスペースの自習室を早く使わ
させて欲しい。大学がこのままない状態が続くと、卒業できるかも勉学面で不安である。（近畿大学 医
学部・6年 /世帯年収:1000 万以上 /授業料免除:応募しなかった /住居:自宅 /退学について:考えない） 
●施設の利用が制限されているので、学費の内、施設利用費などは返還してもらいたい。（近畿大学 医
学部・5 年 /世帯年収:1000 万以上 /授業料免除:応募しなかった /住居:一人暮らし /退学について:考え
ない） 
 


