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2020 年 4 ⽉ 22 ⽇ 

新型コロナ感染拡⼤の学⽣⽣活への影響調査 

⾃由記述に寄せられた声（抜粋） 
⾼等教育無償化プロジェクト FREE 

 

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。 
●ディスカッションができるのか⼼配。不特定多数の⼈に対して顔や部屋、背景を晒すことにプライバ
シー上の懸念がある。（⼤阪⼤学 法学部・3 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） 
●通信制だが、⼊学式がなくなり資料だけ送られてきて学び⽅がわからない。家にネットに繋げられる
パソコンがないため学校が閉鎖してしまったことで課題の提出も困難になっている。通学の学部の後輩
たちは実習の⾒通しがない、web 授業になったが家にパソコンの環境がない、虐待を受けていて家で学
習できないなどの困難を抱えている。（佛教⼤学 社会学研究科（通信課程）・院⽣/世帯年収 270 万未満
/授業料免除：無回答） 
●教職課程の授業が休講になったため履修計画が狂った⼈がいる（東京⼤学 教養学部・2 年/世帯年収 
1000 万以上/授業料免除：応募しなかった） 
●教育学部で卒業要件にあたる介護実習を今年受ける予定だが、今後どうなるか分からない。また今年
取れる単位が減ると、（必修が多いため）卒業に関わるので困る。（和歌⼭⼤学 教育学部・2 年/世帯年収 
270 万〜380 万/授業料免除：応募しなかった） 
●卒論を書くにあたってフィールドワークを⾏わなければいけないが、それが出来ない。（津⽥塾⼤学 学
芸学部・3 年/世帯年収 600 万〜800 万/授業料免除：応募しなかった） 
●留学期間が現時点で半減した。残り半分も⾏けるようになるのか不安。対⾯でないので新しい⼈間関
係が構築しづらい、図書館等の施設が使えないなど、⼤学の授業以外の意義が失われてしまったように
感じる。（東京⼤学 法学部・3 年/世帯年収 1000 万以上/授業料免除：応募しなかった） 
●⾃分だけではなく両親も在宅ワークを⾏なっており、みんなで Wi-Fi を使うのでちゃんとオンライン
授業に参加できるか不安です。また、連絡が常にギリギリで遅く、学⽣がそれに振り回されているように
感じられるため、なるべく迅速に対応してほしいです。（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） 
●そもそもオンライン授業になる科⽬が少なく、レポートなどに変わったものが多いので、それで本来
の授業で得られるはずだった知識等が得られるのかが不安。（中央⼤学 ⽂学部・2 年/世帯年収 わからな
い/授業料免除：応募しなかった） 
●卒論の準備が進まない。安定した Wi-Fi 環境が⾃宅にないので、オンライン授業が不安。実家暮らし
なので、家族の⽴てる⽣活⾳や怒鳴り声などがオンライン授業の際に邪魔になる（津⽥塾⼤学 総合政策
学部・4 年/世帯年収 270 万〜380 万/授業料免除：応募しなかった） 
●2 年では⼈体解剖などの実習が予定されていたが、コロナでできなくなった場合進級はできるのか不
安。また講義や実習が予定通りに⾏われなくなり学習が遅れると、CBT にも影響があるのではないかと
思い不安。（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） 
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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。 
●3 ⽉時点でシフトが減らされ収⼊が激減していたが、緊急事態宣⾔を受けてアルバイト先が休業した。
休業補償を受けられず、このままでは学費が⾜りなくなる。（⼤阪⼤学 法学部・3 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） 
●コロナ問題でバイトに⼊る時間がかなり減りました。親には学費や交通費などの負担をかけるので、
⾷費やサークル代とか、できるだけ⾃分で払おうと思っていたので、とてもショックを受けています。
（同志社⼤学 商学部・1 年/世帯年収 わからない/授業料免除：応募しなかった） 
●バイトが激減したので⽣活費の⼯⾯が⼤変。あと万⼀⼤きな怪我や病気をした時⽤に貯⾦をしていた
のだが、今その貯⾦を切り崩すことになっている。（和歌⼭⼤学 教育学部・2 年/世帯年収 270 万〜380
万/授業料免除：応募しなかった） 
●ダブルワークをしていたが両⽅休業になり、アルバイトには休業⼿当も出ず収⼊が 1/5 になって来⽉
はゼロになった（千葉⼤学 法政経・2 年/世帯年収 270 万未満/授業料免除：応募しなかった） 
●パン屋勤務。3 ⽉はコロナに伴う客の減少で⼈件費削減のため 3 ⼈で⼊るところを 2 ⼈に削減されシ
フトが減らされたが 1 ⼈あたりの業務量が増え負担も増えた。緊急事態宣⾔が出されてからは休業にな
ってしまい収⼊が減ってしまった。（武蔵⼤学 社会学部・3 年/世帯年収 500 万〜600 万/授業料免除：
応募しなかった） 
●4 ⽉は沢⼭稼ぐつもりだったがバイトがゼロになって学費が苦しい。（法政⼤学 社会学部・4 年/世帯
年収 270 万未満/授業料免除：応募しなかった） 
●バイトに⾏かれないので、留学費の予定でためていた貯⾦を崩して⽣活しています。そもそも留学の
予定も⽴てられないのでその点はむしろ助かったかもしれませんが…（東京⼤学 総合⽂化研究科 地域
⽂化研究・院⽣/世帯年収 800 万〜1000 万/授業料免除：応募しなかった） 
●⺟のパートが無くなり、仕送りが激減する⾒込み。⾃分はスーパーでのバイトに応募し、採⽤されたが
感染リスクが⼼配。（早稲⽥⼤学 法・3 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） 
●バイトがなくなり、学費が払えるか不安（⽇本社会事業⼤学 社会福祉・2 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） 
●収⼊が全くなくなってしまったので、貯⾦を切り崩しながらなんとか⽣活しています。この状況がい
つまで続くかわからない中で貯⾦を削って⾏くことは⾮常に不安です。新しいバイトを探そうとも思い
ましたが、この時期なので雇ってくれるところはありません。（信州⼤学 ⼈⽂学部・2 年/世帯年収 わか
らない/授業料免除：応募しなかった） 
●ウイルスの影響で、シフトで⼊っていたバイトが急に全て無くなり、払う予定の学費が貯められなく
なったこと。また、⾃分の⽣活をするためのお⾦も稼ぐことができなくなってしまい困っています。（横
浜薬科⼤学 薬学部・6 年⽣卒業延期/世帯年収 380 万〜500 万/授業料免除：応募したが受けられなかっ
た） 

●飲⾷店のアルバイトがなくなり、いつ再開できるかの⾒込みがない。コンビニでの夜勤バイトを始め

たが学業との両⽴ができるか不安。学費が払えるかもわからない。（共⽴⼥⼦⼤学 ⽂芸学部・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）
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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。 
●昨年の災害から⻑野では⾃粛ムードが続いている。その最中にコロナ騒ぎで⾃営業の実家の売り上げ
が下がり続けている。その中で新制度によって減免措置額が減少するので、負担できるか⾮常に不安。
（⾦沢⼤学 学校教育・3 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） 
●親は私がバイトに⼊れなくなっても学費の⽀援をしないと⾔っている（⽬⽩⼤学 メディア・3 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） 
●⽗が⾃営業をやっているが以前から経営が苦しく、今回のコロナで売り上げが 8 割減って、以前にも
増して経営と⽣活が苦しくなった。両親は「お⾦のことは⼼配せず、しっかり勉強しなさい」と⾔ってく
れるが、個⼈的には⼤学を辞めざるを得ないのか不安。（千葉⼯業⼤学 先進⼯学部・3 年/世帯年収 1000
万以上/授業料免除：応募しなかった） 
●兄弟が多く、⼊学等で出費が嵩んでいたため⾃⾝の学費やオンライン授業にかかる機器の出費、アル
バイト収⼊の減額で学費を払えるか不安。（東洋英和⼥学院⼤学 国際社会学部・2 年/世帯年収 270 万〜
380 万/授業料免除：無回答） 
●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） 
●アルバイトでの収⼊が得られないにもかかわらず、家にずっといるため光熱費などが普段の倍以上か
かることが容易に予想され、資⾦的に苦労することが⽬に⾒えている。今後も⼤学院に通いたいので、し
ないほうがいいとわかっていても、光熱費などを浮かせるため帰省せざるを得なかった。帰省も、公共交
通機関を使わず親に迎えに来てもらい、実家でも隔離⽣活をするなど、家族にも⼤きな負担をかけてい
て⼼苦しい。（⽴命館⼤学 ⽂・院⽣/世帯年収 1000 万以上/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） 
●⽗の年収がもともとかなり厳しいが、コロナによりさらに低下してしまった 下に兄弟もいてこれから
どうなるのか不安（東京学芸⼤学 教育学部・2 年/世帯年収 270 万未満/授業料免除：応募しなかった） 
●親が失業しそう（中央⼤学 ⽂学部・2 年/世帯年収 600 万〜800 万/授業料免除：応募しなかった） 
●親の収⼊も⾃分の収⼊も減る予定で、今までの⽣活は難しい。妹も新しく私⽴⼤学に⼊学する予定で
都会暮らしにもなる予定の中でこのことが起きたため、徹底的な節約⽣活が家族に強いられることにな
りそう。（静岡⽂化芸術⼤学 ⽂化政策学部・⽬的があり休学中/世帯年収 600 万〜800 万/授業料免除：
応募しなかった） 
●奨学⾦予約採⽤⽣ですが、学校へ⼀度も登校出来ず、奨学⾦の⼿続きができておらず、⼀切お⾦が⼊っ
て来ません。家賃や⽣活費を奨学⾦で賄うつもりだったので本当に困っています。（神⼾ベルェベル美容
専⾨学校 ウェディング科・1 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） 

●親が⾃営業のためほぼ失業状態である。⾼齢のため今後もどうなるかわからない。学費は⼊学前に⽤

意してもらっていて、⽣活費も今までの貯⾦と私のバイト収⼊があるのでしばらくはなんとかやってい

けると思うし、本当に収⼊がまずくなったら学費免除なども申請できると思うが、年単位でこの状況が

続き学費以前に⽣活費に困窮するようになった場合は、休学などを検討せざるを得ない。（電気通信⼤学 

情報理⼯学域・2 年/世帯年収 500 万〜600 万/授業料免除：応募しなかった）
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就活について、困っていること、要望等を教えてください。 
●⼀切のガイダンスや説明会、インターンなどが中⽌になっており、業界選択に不安が残る。（⼤阪⼤学 
法学部・3 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） 
●⼤学院の⼊試が⾏われない可能性が出てきた。つらい。就活もしてないので詰んだ。（東京⼤学 ⽂学
部・4 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） 
●教員採⽤試験が執り⾏われるかどうか（福岡教育⼤学 教育・4 年/世帯年収 270 万未満/授業料免除：
応募しなかった） 
●内定取り消しは⼼配。内定数も減らしそうで不安。飲⾷業に関わるようなところも考えているから、も
し内定取り消されずに⼊社したとしても来年会社がどうなってるか不安。（上智⼤学 総合⼈間科学部・5
年/世帯年収 600 万〜800 万/授業料免除：応募しなかった） 
●サマーインターンがなくなりそう、卒業年に就活ができるのか？（東京⼤学 経済学部・3 年/世帯年収 
わからない/授業料免除：応募しなかった） 
●採⽤活動⾃体をやめる企業がでないか不安。最終⾯接など対⾯で⾏わなければならない予定がどんど
ん延期になり、いつ内定が得られるか分からない。（慶應義塾⼤学 総合政策学部・4 年/世帯年収 600 万
〜800 万/授業料免除：応募しなかった） 
●教育実習がどうなるのかは不安である。そこに加え、ボランティアやインターンと⾔った様々な経験
ができないという状況が困る。（横浜国⽴⼤学 教育学部・3 年/世帯年収 わからない/授業料免除：応募
しなかった） 
●県外への移動が禁⽌されているため、県外企業を受けにくい。受けても様⼦がわかりづらい（信州⼤学 
農・4 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） 
●⾯接が後ろ倒しになるため、卒業制作や⾃主制作に影響が出る。（武蔵野美術⼤学 造形学部・4 年/世
帯年収 わからない/授業料免除：応募しなかった） 
●博物館実習の詳細が未定(博物館⾃体が休館中で再開の⽬処⽴たず)。就活は企業から連絡が⼀切来な
くなり、進まない状況（⼤阪芸術⼤学 芸術学部・4 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） 
●サマーインターンが⾏われるのかが不安。TOEIC が中⽌になっている（法政⼤学 社会学部・3 年/世
帯年収 270 万〜380 万/授業料免除：応募しなかった） 
●病院⾒学をする必要があるが、そのための⻑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） 
●公務員試験の⽇程が定まらず、就活がいつまで続くのか分からない（津⽥塾⼤学 総合政策学部・4 年
/世帯年収 わからない/授業料免除：応募しなかった） 
●実習が⾏われるか不安で、⼤学卒業や資格取得、就職が予定通りに進むか⼼配。（⽇本社会事業⼤学 社
会福祉学部・2 年/世帯年収 わからない/授業料免除：応募しなかった） 

●内定が貰えるか⼼配、このままだと就職浪⼈になりそう、その場合奨学⾦の返済ができるかどうか⼼

配（共⽴⼥⼦⼤学 ⽂芸学部・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）
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留学について、困っていること、要望等を教えてください。 
●⾏けるかどうかがはっきり⽰されず、今後の⼤学⽣活の予定を組むことが難しい。履修登録が迫って
いるが留学できるかどうかによって授業の選択も変わってくる（⾦沢⼤学 国際学類・3 年/世帯年収 1000
万以上/授業料免除：応募しなかった） 
●秋から留学を予定していたが留学そのものに⾏けるのかわからない。奨学⾦の選考は続いているが、
もらえるかどうかわからない。（東京外国語⼤学 国際社会学部・3 年/世帯年収 800 万〜1000 万/授業料
免除：応募しなかった） 
●今年 9 ⽉から留学に⾏く予定だったが、⼤学は可能か検討中だと⾔っている。可能だった時のために
⼿続きはしなければならず、不可能だった時のために就活や院進のことを考えなければならないのが⼤
変。早く決めて欲しい。（千葉⼤学 ⽂学部・4 年/世帯年収 270 万〜380 万/授業料免除：授業料全額免除
を受けている） 
●４年後期から留学予定だったが、中⽌になる可能性もあり、そうすると、卒業しなくてはいけないの
で、路頭に迷う。（津⽥塾⼤学 総合政策学部・4 年/世帯年収 600 万〜800 万/授業料免除：応募しなかっ
た） 
●今年夏にオーストリアへの短期留学を考えていたが、コロナウイルスの影響で短期留学プログラムそ
のものが無くなっていると考えられる。またアルバイトが⾒つからないため、留学の為の貯⾦について
も不安がある。（⼩樽商科⼤学 商学部・1 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） 
●いつ渡航できる状況になるかわからないから、学⽣⽣活の計画が⽴てられない。（学習院⼤学 経済・2
年/世帯年収 わからない/授業料免除：授業料全額免除を受けている） 
●決まっていた留学期間が現時点で半減された。残り半分も⾏けるかどうかわからず不安。留学の時期
がずれると就活の関係でさらに⼀年留年しなければならなくなりそう。（東京⼤学 法学部・3 年/世帯年
収 1000 万以上/授業料免除：応募しなかった） 
●留学がなくなり、今年度中に渡航できなければ、奨学⾦も取り消しになる。（東京藝術⼤学 ⾳楽・院⽣
/世帯年収 270 万未満/授業料免除：応募しなかった） 
●留学が延期になった。⽇本で勉強しているのと⽐べて、留学では奨学⾦の⽀援があるため、留学ができ
ないことで⽀援がなくなり、⽣活が苦しい。（⼤阪⼤学 ⼈間科学研究科・院⽣/世帯年収 270 万未満/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） 
●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） 
●海外ボランティアができないため、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） 
●昨年の夏から協定校留学をしていたが、留学先の国全体のコロナウイルスの危険度が⾼まったことに
より、帰国を迫られやむを得ず帰国した。帰国後も留学先⼤学の勉強を続けているが、本来継続していた
はずの残りの留学期間に関しては補償があるのかなど、今のところ何も説明がなく不安。帰国の指⽰を
出されたためそれに従ったが、それ以降のサポートがなく、これから先どう対処してもらえるのかわか
らない。（津⽥塾⼤学 学芸学部・3 年/世帯年収 270 万未満/授業料免除：応募しなかった） 
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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。 
●野球部ですが 4 年⽣が抜けると部員が 7 ⼈で廃部になってしまうかもしれないので新歓が出来ないの
はとても不安です。また、就活しつつチームに残ってプレーしてくれている先輩もいるので、そういう⼈
たちが納得できるような策が取られると嬉しいです。（⾦沢⼤学 学校教育学類・3 年/世帯年収 わからな
い/授業料免除：応募しなかった） 
●部室⽴ち⼊り禁⽌。軽⾳部なのですが特にドラムや管楽器の⼈は練習環境がなく困っています。（⼀橋
⼤学 社会学部・4 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） 
●⼤学に⾏けていないので、どんなサークルがあるのかもまったく分かりません。何かのサークルに⼊
るのをとても楽しみにしていたので悲しいです。（同志社⼤学 商学部・1 年/世帯年収 わからない/授業
料免除：応募しなかった） 
●活動ができない。そもそも集まれないので、今年の⽅向性も決められない。（和歌⼭⼤学 教育学部・2
年/世帯年収 270 万〜380 万/授業料免除：応募しなかった） 
●活動ができない、活動再開の⾒通しが⽴たず新⼊⽣の勧誘ができない、主催イベント中⽌に伴うキャ
ンセル料等が⾼い（広島⼤学 ⼈間社会科学研究科・院⽣/世帯年収 1000 万以上/授業料免除：無回答） 
●⼊りたいサークルがあるが、新歓や⼊部を禁⽌されている（千葉⼤学 ⼯学部・1 年/世帯年収 380 万
〜500 万/授業料免除：応募したが受けられなかった） 
●新⼊⽣だが、新歓がすべてなくなり、新しい⼈間関係がいまだにつくれていない。（京都⼤学 法学部・
1 年/世帯年収 380 万〜500 万/授業料免除：無回答） 
●オンラインで得られる情報には制限があるため、まだどこのサークルに⼊るか決断できない。すでに
新⼊⽣でサークルを決め、先輩⽅との交流を図っている⼈もいるため、⾃分が出遅れていないか⼼配。
（東京学芸⼤学 教育・1 年/世帯年収 500 万〜600 万/授業料免除：応募しなかった） 
●新歓ができず、サークル⾃体の存続が危ぶまれる。学園祭や外部での発表の機会がなくなってしまっ
た。外部の劇場で発表を⾏う予定がコロナの影響で中⽌に。⾚字になってしまった。（慶應義塾⼤学 総合
政策学部・4 年/世帯年収 600 万〜800 万/授業料免除：応募しなかった） 
●新歓ができない。定期演奏会が中⽌になり、ホールのキャンセル料などがかかった。（中央⼤学 経済学
部・3 年/世帯年収 1000 万以上/授業料免除：応募しなかった） 
●新歓を予定していたが、できなくなった。また、演奏会を予定していたがそれも中⽌になってしまい、
サークルとしての収⼊はなくなってしまいサークル員の⽀出だけが増えてしまった。（信州⼤学 ⼈⽂学
部・2 年/世帯年収 わからない/授業料免除：応募しなかった） 
●最後の 1 年の活動が全て失われた。ダンスサークル所属だが、芸祭での発表機会という⼤きな経験も
できなくなった。（武蔵野美術⼤学 造形学部・4 年/世帯年収 わからない/授業料免除：応募しなかった） 
●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） 
●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） 
●活動、新歓ができず、⽬標としている⼤会も中⽌になった（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） 
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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。 
●ベッドと机で部屋の 1/2 が埋まるような狭い部屋なので、ずっとこもっているのはきつい。運動不⾜、
⼈と話す機会が減った。（お茶の⽔⼥⼦⼤学 理学部・4 年/世帯年収 270 万未満/授業料免除：無回答） 
●外に出づらいので、⾝体を動かせず、ストレス発散できない（横浜国⽴⼤学 都市科学部・3 年/世帯年
収 1000 万以上/授業料免除：応募しなかった） 
●感染を防ぐために帰省すべきでないのは分かっているのだが、アルバイトがなくなったこともあって、
⽣活費を減らすためには帰省するしかない。（⼤阪⼤学 法学部・3 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） 
●⼀⼈暮らしで⼩さなワンルームにこもっているのはとてもしんどい。友達は社会⼈なりたてで忙しく、
後輩などは実家暮らしや帰省しており、電話で話すことにハードルがある。何⽇も⼈と話しておらず、⾔
葉や思考が⽋落していっているように感じる。勉強も⼿につかず、コロナ収縮後に元の頭に戻れるのか
不安。（佛教⼤学 社会学研究科（通信課程）・院⽣/世帯年収 270 万未満/授業料免除：無回答） 
●実家に帰りたい ずっと家に居るため光熱費がかさむ（信州⼤学 ⼈⽂学部・2 年/世帯年収 380 万〜
500 万/授業料免除：無回答） 
●来⽉の⽣活費が払えない（信州⼤学 ⼈⽂学部・4 年/世帯年収 380 万〜500 万/授業料免除：応募しな
かった） 
●学⾷の利⽤ができないため、通常よりも⾷費が嵩む（静岡⼤学 農学部・1 年/世帯年収 無回答/授業料
免除：応募しなかった） 
●コロナの影響もあり、帰省して実家で授業を受けているが、⼀⼈暮らしをしている家の家賃、光熱費、
⽔道代を払っている。対⾯授業がしばらくないのであれば解約したい（東京⼤学 教養学部・1 年/世帯年
収 600 万〜800 万/授業料免除：応募しなかった） 
●３⽉半ばに帰省したら⼀⼈暮らし先に戻れなくなってしまった。⻑期間暮らす⽀度をしておらず、な
にかとストレス。家族とずっと顔を会わせており、就活のことや、⼀⼈暮らし先に戻る・戻らないについ
てで揉めてしまい、不仲になった。（慶應義塾⼤学 総合政策学部・4 年/世帯年収 600 万〜800 万/授業
料免除：応募しなかった） 
●⼈と顔を合わせて会話する機会が激減したこと、将来の⾒通しが⽴たないことなどから、不安が募り、
睡眠がとても浅くなりました。（東京⼤学 総合⽂化研究科 地域⽂化研究・院⽣/世帯年収 800 万〜1000
万/授業料免除：応募しなかった） 
●消毒⽤のアルコール、マスクが⼿に⼊らない。（中央⼤学 経済学部・3 年/世帯年収 1000 万以上/授業
料免除：応募しなかった） 
●誰にも会えず寂しい。ネットも通信制限のせいで満⾜に使えない。ビデオ通話で友⼈らと交流するこ
ともままならない。また、⾃分が体調を崩したとき、誰にも頼れず⼼配。（早稲⽥⼤学 法・3 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） 
●寮で⼤⼈数で共同⽣活しているため、感染リスクが⾼い。実家に帰りたくても、万が⼀ウイルスを持っ
て帰った場合、家族や地元の⼈に感染させる危険性があり、実家に帰れない。（⽇本社会事業⼤学 社会福
祉学部・2 年/世帯年収 わからない/授業料免除：応募しなかった） 
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その他、困っていること、要望等を教えてください。 
●今何をしたらいいのか、全然分からなくて不安です。このまま 1 年⽣で習うべきことをちゃんと習得
できるのか。（同志社⼤学 商学部・1 年/世帯年収 わからない/授業料免除：応募しなかった） 
●図書館が使えなくて本が読めない。また、PC を持っていないので図書館で PC を使えないとワードや
エクセルが使えなくて不便。（中央⼤学 ⽂学部・2 年/世帯年収 270 万未満/授業料免除：授業料２／３
免除を受けている） 
●数⽇だけの短期のバイトを中⼼に⽣活していた場合、政府の補償の対象から外れるのではないかと不
安。とにかく⽣活が経済的にも精神的にも苦しい。（佛教⼤学 社会学研究科（通信課程）・院⽣/世帯年収 
270 万未満/授業料免除：無回答） 
●図書館が使えない、⾷堂は閉まらないでほしい（琉球⼤学 教育学研究科・院⽣/世帯年収 わからない
/授業料免除：応募しなかった） 
●新クラスの⼈と⼀度も顔を合わせていないため、友達ができるか不安。（中央⼤学 法科⼤学院・院⽣/
世帯年収 1000 万以上/授業料免除：応募しなかった） 
●図書館が使えず、ゼミの先⽣にそれなら本を買えと⾔われた。急な出費がきつい。（東京学芸⼤学 教育
学部・3 年/世帯年収 270 万〜380 万/授業料免除：応募したが受けられなかった） 
●図書館や健康センター、⼤学の施設が使えなくて困ってる（東京学芸⼤学 教育学部・1 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） 
●運動不⾜。新しい学年になりゼミなどでの友達がたくさんできると思っていたが、できなそうである。
（東京⼤学 法学部・3 年/世帯年収 1000 万以上/授業料免除：応募しなかった） 
●とにかく研究が進められません。⼤学のサービスでネット上で閲覧できる論⽂類は英語に偏り、イタ
リア語・ドイツ語等を中⼼としているので⾮常に困っています。（東京⼤学 総合⽂化研究科 地域⽂化研
究・院⽣/世帯年収 800 万〜1000 万/授業料免除：応募しなかった） 
●運転免許が取れない、⼀⼈暮らしを中断中だが、家賃がかかる、もともと⼀⼈暮らしを中断する予定が
なかったため、冷蔵庫や排⽔⼝が⼼配（東京⼤学 教養学部・2 年/世帯年収 1000 万以上/授業料免除：
応募しなかった） 
●とにかく⼤学⽣活最後の⼀年間に予定していた授業、ゼミ、卒業制作、⾃主制作、サークル、芸術祭、
アルバイト、友⼈との時間全てが制限されたため、悔しい。できることなら半期か 1 年学事予定をずら
してほしい。（武蔵野美術⼤学 造形学部・4 年/世帯年収 わからない/授業料免除：応募しなかった） 
●このままバイトができなければ経済的に⼤学に⾏けなくなる（熊本⼤学 薬学部・1 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） 
●SNS 依存になりかけている。運動不⾜で体重が増えた（⽇本⼤学 医学部・2 年/世帯年収 わからない
/授業料免除：応募しなかった） 
●⼤学図書館が使えないため集中して勉強に取り組める環境がなく、また読みたい本を借りられず全て
⾃腹で買っているため財布が厳しい。オンライン講義が始まっても、課題を友⼈と議論しながら進めた
り⼀緒に勉強したりできなくなり、そういった点においては学びを深めにくくはなっていると思う。（電
気通信⼤学 情報理⼯学域・2 年/世帯年収 500 万〜600 万/授業料免除：応募しなかった） 
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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。 
●新制度の給付型奨学⾦・学費の減免制度では対象外になる⼈が多すぎる。北⼤は独⾃の⽀援制度によ
りこれまでの学費の減免基準を維持する予定だったが、申し込みが締め切られた後からコロナの影響が
苛烈になってきた。しかし、北⼤では今の所、コロナの影響で家計が急変した⼈に対する対応までは予算
がないと⾔われてしまった。休学に対する⾦銭的負担の軽減、または学費の減免を拡⼤して欲しい。（北
海道⼤学 教育学院・院⽣/世帯年収 270 万未満/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） 
●親の収⼊がそこそこあっても学費を出してくれない親もいる学⽣の存在も認知してほしい（⽬⽩⼤学 
メディア・3 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） 
●授業料無償化。せめてオンライン授業期間の学費減額ぐらいは最低限でもやってほしい。（⼀橋⼤学 社
会学部・4 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） 
●政府はオンラインで講義することに決めた⾼等教育機関に対して機材などの出費を補填するべきであ
る。また授業料免除の枠を増やして欲しい（⾼知⼤学 理⼯学部・2 年/世帯年収 わからない/授業料免除：
無回答） 
●政府は国⺠ 1 ⼈ 1 ⼈⼀律に現⾦を給付するべき。バイトがなくなり、学費に困る学⽣がいる現状をき
ちんと受け⽌め、これを機に学費の値下げに取り組むべきだ。私たちには学ぶ権利がある。（東京藝術⼤
学 ⾳楽・3 年/世帯年収 1000 万以上/授業料免除：応募しなかった） 
●⼀律の授業料の減額措置、または⽀払い猶予を⾏なってほしいです。コロナの影響でバイトが出来ず
に収⼊が減ってしまった学⽣、親の収⼊が減って⽣活さえ苦しい学⽣も少なくないと思います。コロナ
の影響を受けて経済的に苦しい状況に⽴たされている学⽣も、以前と同様に学び続けられる環境が保証
されるべきです。（中央⼤学 ⽂学部・2 年/世帯年収 270 万未満/授業料免除：授業料２／３免除を受け
ている） 
●⼤学⽣を続けるためのお⾦が稼げないです。コロナの影響が⼤きいです。家で⾃粛するための⽣活費
も苦しいです。現⾦給付をお願いします。（東洋学園⼤学 現代経営学部・2 年/世帯年収 270 万未満/授
業料免除：応募しなかった） 
●今年度はきちんとした教育を⾏うことは無理があると思うので、1 年間留年などの措置を取ってほし
い。このまま就職が通常通りのスケジュールで⾏われるとなると就職氷河期以上の損害になると予想で
きるので、政府にも本腰を⼊れてこの問題を考えてほしい。（明治⼤学 ⽂学部・3 年/世帯年収 1000 万
以上/授業料免除：応募しなかった） 
●感染拡⼤を防ぐために、必要なところにお⾦をしっかりかけて対策してほしい。 打撃を受けた店や
会社への保障も必要だと思う。学⽣は⾼学費の⾟さがコロナによって様々な形で⼤きくなっているから、
全学⽣の学費負担を軽減することに取り組んでほしい。（上智⼤学 総合⼈間科学部・5 年/世帯年収 600
万〜800 万/授業料免除：応募しなかった） 
●アルバイト収⼊がなくなって苦しい学⽣も多いので、学費減免などで⽀援して欲しい（東京⼤学 教養
学部(前期課程)・2 年/世帯年収 380 万〜500 万/授業料免除：応募しなかった） 
●学費減免を必要としているのは収⼊が激減した家庭だけではありません。元々ギリギリのところでや
りくりをしている家庭では少しの収⼊減でも⼤学で学ぶことが難しくねりかねません。どうかご配慮を
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よろしくお願いします。（名古屋⼤学 経済学部・1 年/世帯年収 500 万〜600 万/授業料免除：応募しな
かった） 
●学事予定を半期または 1 年ずらすこと。または休学費⽤免除。私たち美⼤ 4 年⽣にとって、本年度は
⾃由に制作できる 1 年間となるはずだった。このために 3 年間、技術を⾝につけ、知識も⾝につけ、単
位も取り終えたのに、その⾃由な制作のための資料集めや、インタビュー、現地調査、これら全てが制限
され、とても満⾜いく活動ができない。オンラインでは補えない部分が⼤きすぎる。美⼤⽣以外の⽅にし
てみればたかが卒業制作展かもしれないが、私たち美⼤⽣にとっては、4 年間の制作、勉強、かけたお⾦、
全ての意味が決まる展⽰である。どうか、学⽣の学びの 1 年間の価値を改めて考えていただきたい。（武
蔵野美術⼤学 造形学部・4 年/世帯年収 わからない/授業料免除：応募しなかった） 
●両親ともに収⼊が減ると既に職場から⾔われているので、このまま学業を続けるためにも⼤学授業料
の政府⽀援や、奨学⾦も無利⼦にしてほしい。（⾦沢⼯業⼤学 ⼯学部・1 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） 
●ニュースでは⼤⼈の補償問題ばかり取り上げられますが、学⽣の⼀⼈暮らしで困っている⼈がたくさ
んいることも問題として考えて貰いたいです（神⼾ベルェベル美容専⾨学校 ウェディング科・1 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） 
●美⼤の友達が留年してもいいからオンラインでなく⼤学で学びたいと⾔っていた。美⼤のようにオン
ラインの限界がある⼤学などは特化した補償をするべき（東京⼥⼦医科⼤学 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） 
●学⽣に対しても個⼈単位で⽣活ができるような⽔準で給付をしてほしい。（東京理科⼤学 理学部⼀部・
4 年/世帯年収 わからない/授業料免除：応募しなかった） 
●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） 
●緊急事態で混乱しているのは理解できるが、何かを私たちに要請するのであれば、それによって私た
ちの⽣活に降りかかる弊害や困難なども同時に理解し、そうしたことに切実に取り組んでもらいたい。
（津⽥塾⼤学 学芸学部・3 年/世帯年収 270 万未満/授業料免除：応募しなかった） 
●就職浪⼈した場合の補償（明治学院⼤学 法学部・4 年/世帯年収 800 万〜1000 万/授業料免除：応募
しなかった） 
●ウイルスの影響でバイトができない状況です。留年した学⽣にも奨学⾦や給付型奨学⾦の利⽤を許可
してください。（横浜薬科⼤学 薬学部・6 年⽣卒業延期/世帯年収 380 万〜500 万/授業料免除：応募し
たが受けられなかった） 
●国はオンライン講義を⼤学が進める上でのサポートをしてほしい。また必修の実験など実技系のオン
ラインで進めるのが厳しい科⽬について、カリキュラムの柔軟な変更を早急に認めて欲しい。ネット環
境が⼗分にない⼀⼈暮らしの学⽣に対しルーター貸し出しなどを率先して進めてほしい。⼤学はオンラ
イン講義を進めるのは⼤変だと思うが、特に実技系の科⽬について無理な詰め込みはやめてほしい。ま
た試験についても、従来の⽅式ではなくレポート重視に変えるなど、⾃宅で受けるからといってカンニ
ングができるようなものではなく、きちんと評価できるようなものにしてほしい。（電気通信⼤学 情報
理⼯学域・2 年/世帯年収 500 万〜600 万/授業料免除：応募しなかった） 


