2020 年秋学期

新型コロナウイルス影響調査 自由記述
2020/12/11 16:00～2020/12/24 09:00

179 人分の回答より

高等教育無償化プロジェクト FREE
講義・ゼミ・実習・実技・卒論・留学について、 困っていること、要望等を教えてください
●特にないです。（中央大学 経済学部・3 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /退学
について:考えない）
●実習が本来より少なくなった（星薬科大学 薬学部・1 年 /世帯年収:270 万円未満 /授業料免除:申請しようとして
シミュレーターをかけたら対象外だったため申請しなかった /住居:実家 /退学について:考えない）
●友達に会えない。（中央大学 経済学部・2 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /
退学について:考えない）
●対面授業の時に比べてコピー代がとてもかかる。（東洋大学 経済学部・2 年 /世帯年収:500 万～600 万円 /授業
料免除:申請しようとしてシミュレーターをかけたら対象外だったため申請しなかった /住居:一人暮らし /退学につ
いて:少し考える;やめないが休学を検討）
●学生が大学側に意見を伝える機会があれば状況は違っていた（東洋大学 経済学部・3 年 /世帯年収:270 万～380
万円 /授業料免除:申請しようとしてシミュレーターをかけたら対象外だったため申請しなかった /住居:寮 /退学に
ついて:大いに考える;やめないが休学を検討）
●音声だけ送りつけてくるスライドもない講義は本当に苦痛。そのくせレポートが多く、自主学習に支障をきたして
いる。（東洋大学 経済・2 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /退学について:考え
ない）
●卒業後に留学しようと考えていたが、出来なくなってしまった。（東洋大学 経済学部・4 年 /世帯年収:わからな
い /授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /退学について:考えない）
●留学が潰れて残念でした（東京大学 経済学部・3 年 /世帯年収:600 万～800 万円 /授業料免除:申請しなかった /
住居:実家 /退学について:考えない）
●家で受けるからか、どうしても集中力が続かない。（東京大学 理科 1 類・1 年 /世帯年収:わからない /授業料免
除:無回答 /住居:実家 /退学について:考えない）
●仲間の学習状況がわからない（東京大学 教養学部・2 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかった /住
居:一人暮らし /退学について:大学院に進学するか悩んでいる）
●演習くらいは対面で行ってほしいです。（東京大学 文学部・3 年 /世帯年収:1000 万円以上 /授業料免除:申請しな
かった /住居:一人暮らし /退学について:考えない）
●思い立ってもすぐには質問できない（東京大学 前期教養学部・2 年 /世帯年収:1000 万円以上 /授業料免除:申請し
なかった /住居:実家 /退学について:考えない）
●やむを得ないとはいえ、留学に行きにくかったり、正式な会員しか学会に参加できなかったりするのは、学習機会
の損失になっていると感じる。（東京大学 人文社会系研究科・院生 /世帯年収:1000 万円以上 /授業料免除:申請し
なかった /住居:実家 /退学について:考えない）
●一部授業はオンラインでも問題なく施行されており、むしろこちらの方が良いのではないかと思うこともあるが、
その一方で明らかにオンライン化に対応できていない授業も見受けられる（例えば、会話型の語学の講義において生
徒間の対話がなくなり、90 分の講義のうち３分ほど教授の質問に答えて終わり、となってしまった例もあった）。
オンラインと対面の併用を強く望む。（東京大学 文学部・2 年 /世帯年収:無回答 /授業料免除:無回答 /住居:実家 /
退学について:無回答）
●グループワークがやりづらい。講義や卒論に関する情報が得にくい。（東京大学 教育学部・2 年 /世帯年収:1000
万円以上 /授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /退学について:考えない）
●友達があまり増えない（東京大学 工学部・2 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /
退学について:考えない）
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●留学はできないし、講義やゼミもできれば対面でやりたい（東京大学 理学部・2 年 /世帯年収:270 万円未満 /授
業料免除:申請しようとしてシミュレーターをかけたら対象外だったため申請しなかった /住居:実家 /退学につい
て:考えない）
●基礎実験など、実技を前提としていた科目がオンラインとなったことで、身につくはずだったスキルが身について
いないのではと言う不安がある。それ以外にも、どのような影響が出るかわからないことも不安である。（東京大学
前期教養学部・1 年 /世帯年収:600 万～800 万円 /授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /退学について:考えない）
●模擬授業等の実習が出来ないため、教育実習や就職後に不安が残る。（東洋大学 文学部・3 年 /世帯年収:600 万
～800 万円 /授業料免除:申請しなかった /住居:一人暮らし /退学について:考えない）
●今のところ特になし（東洋大学 経済・4 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかった /住居:一人暮らし
/退学について:考えない）
●言語学習がうまく行かない（東洋大学 経済学部・2 年 /世帯年収:無回答 /授業料免除:申請したが受けられなかっ
た /住居:一人暮らし /退学について:考えない）
●周りの様子が分からない（東京大学 教養学部・1 年 /世帯年収:1000 万円以上 /授業料免除:申請しなかった /住居:
寮 /退学について:考えない）
●ない（東京大学 文学部・3 年 /世帯年収:800 万～1000 万円 /授業料免除:申請しなかった /住居:寮 /退学につい
て:考えない）
●成績がネット環境に左右されるのが納得できない。回線トラブルで授業が受けられなかったり、課題が提出できな
いことがあった。真面目に受講している人とそうでない人の差がほとんどなく、正直者が馬鹿を見ることになってい
る。（京都産業大学 現代社会・3 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかった /住居:一人暮らし /退学に
ついて:考えない）
●ジェンダー学を学びたいのに、ジェンダーフォーラム事務室という専門の事務室の先生への質問、本の貸出等が出
来ないこと。（立教大学 社会学部・2 年 /世帯年収:270 万～380 万円 /授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /退
学について:大学院に進学するか悩んでいる）
●留学ができない（東洋大学 経済・2 年 /世帯年収:1000 万円以上 /授業料免除:申請しなかった /住居:一人暮らし /
退学について:考えない）
●オンラインで先生との連絡を行う際、なかなか円滑にいかない（東洋大学 経済学部・3 年 /世帯年収:わからない /
授業料免除:申請しなかった /住居:一人暮らし /退学について:考えない）
●同じ授業のメンバーとの交流がでいないのがつらい。普段 LINE などでやりとりしないぶん余計に難しい。気分転
換が難しいのもきつい。（東海大学 生物学部・3 年 /世帯年収:270 万～380 万円 /授業料免除:授業料免除・給付型
奨学金を受けている（2/3 免除） /住居:一人暮らし /退学について:少し考える）
●ゼミ、留学がどうなるか不安（香川大学 教育・1 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかった /住居:
一人暮らし /退学について:考えない）
●実験を家でやる際、必要なものを準備するのが大変。(一人暮らしであまり器具、材料が揃っていないため)（相模
女子大学 栄養科学部・2 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかった /住居:一人暮らし /退学について:
考えない）
●ゼミの調べ物が簡単にできない。（中央大学 文学部・3 年 /世帯年収:380 万～500 万円 /授業料免除:申請しよう
としてシミュレーターをかけたら対象外だったため申請しなかった /住居:一人暮らし /退学について:少し考える）
●来年の実験は対面で行えるか。（東京大学 教養学部・2 年 /世帯年収:1000 万円以上 /授業料免除:申請しなかった
/住居:一人暮らしを中断し帰省中 /退学について:考えない）
●対面の場合、卒論などについて相談しやすい環境にありますが、オンラインだとそのきっかけとなるものがかなり
少ない上、情報を仕入れづらくなったと思います。（中央大学 文学部・3 年 /世帯年収:500 万～600 万円 /授業料
免除:申請しようとしてシミュレーターをかけたら対象外だったため申請しなかった /住居:実家 /退学について:考
えない）
●学校に行けなくなると卒論できない（東洋英和女学院大学 人間科学部・4 年 /世帯年収:270 万～380 万円 /授業
料免除:申請しなかった /住居:実家 /退学について:考えない）
●卒論のデータが取れない、出席確認が毎回課題の提出なので対面授業より負担が大きい（東洋英和女学院大学 人
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間科学部・4 年 /世帯年収:500 万～600 万円 /授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /退学について:考えない）
●授業が行われている実感が持てない（國學院大學 法学部・1 年 /世帯年収:500 万～600 万円 /授業料免除:申請し
ようとしてシミュレーターをかけたら対象外だったため申請しなかった /住居:実家 /退学について:少し考える;や
めないが休学を検討）
●共同制作のためチームの仲間となかなか会えないこと（中央大学 法学部・3 年 /世帯年収:800 万～1000 万円 /授
業料免除:申請しなかった /住居:実家 /退学について:考えない）
●人間関係の輪が広がらず、孤独感を感じる（和光大学 現代人間・1 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:無回答
/住居:実家 /退学について:考えない）
●実技の授業（体育や音楽など）が分かりづらいし・容易に指導を受ける環境ではなくなった。実習がなくなり、来
年不安でしかない（和光大学 現代人間学部・2 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請したが受けられなかった
/住居:実家 /退学について:考えない）
●分からないところなど質問したら返って来るのが遅く学習意欲が下がってしまう。（和光大学 現代人間学部・1
年 /世帯年収:わからない /授業料免除:無回答 /住居:実家 /退学について:少し考える）
●総論の準備が進まない（和光大学 現代人間学部・3 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請したが受けられな
かった /住居:実家 /退学について:少し考える）
●秋学期は学校からの給付金がなかったため、コピー用紙代やインク代の負担がとても大きい。このまま来年もオン
ラインになるとちょっとやっていけそうにないです。（和光大学 現代人間学部・1 年 /世帯年収:わからない /授業
料免除:申請しなかった /住居:実家 /退学について:考えない）
●単位が取得できるのか不安（中央大学 法学部・2 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかった /住居:
実家 /退学について:考えない）
●友達ができない。留学など情報が入って来ない。（中央大学 文学部・1 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申
請しようとしてシミュレーターをかけたら対象外だったため申請しなかった /住居:実家 /退学について:考えない）
●講義ごとの課題締め切りがバラバラで、期間設定が短い講義においては深い学びを課題作成として具現化できない。
（和光大学 現代人間学部・1 年 /世帯年収:270 万円未満 /授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /退学について:
大いに考える）
●ゼミの先生についてほとんど情報がなく、判断材料がなく困っている。同級生や先輩も知り合いがほとんどおらず
心細い。（中央大学 文学部・1 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /退学について:
考えない）
●試験がレポートに変わったため、例年の学生に比べ覚えるべきことが覚えられていない。そのため、対面授業が主
になったときにいろいろと支障が起きそうだと思い不安である。（中央大学 文学部・1 年 /世帯年収:わからない /
授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /退学について:考えない）
●生活リズムが崩れてしまう。
（中央大学 文学部・2 年 /世帯年収:380 万～500 万円 /授業料免除:申請しなかった /
住居:実家 /退学について:少し考える）
●実地学習が生徒数的に難しい（京都芸術大学 芸術学部・1 年 /世帯年収:270 万～380 万円 /授業料免除:申請しな
かった /住居:一人暮らし /退学について:考えない;やめないが休学を検討）
●家で授業を受けると、自分の部屋がないので集中できない（中央大学 法学部・1 年 /世帯年収:600 万～800 万円 /
授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /退学について:無回答）
●語学についての学習がしずらい。（中央大学 文学部・1 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:授業料免除・給付
型奨学金を受けている（全額免除） /住居:実家 /退学について:考えない）
●友達や知り合いの先輩ができないので履修の相談などができない。（中央大学 文学部・1 年 /世帯年収:わからな
い /授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /退学について:考えない）
●来年以降対面授業でうまくやっていけるか不安（中央大学 文学部・1 年 /世帯年収:無回答 /授業料免除:無回答 /
住居:実家 /退学について:無回答）
●ずっと家にいるので、切り替えが難しいです。まだ１年生ということもあり、本来はどんな形式だったのかもわか
らず、どう質問していいかもわかりません。（和光大学 現代人間学部・1 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申
請しなかった /住居:実家 /退学について:考えない）
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●対面授業に参加する人とオンライン参加の人で負担が異なっている、自分が履修している授業の場合はオンライン
参加者はポータルサイトで提示された課題のみで良いが、対面参加者は学校に行く労力に加えて同じく課題もやらな
ければいけないため対面参加者の方が負担が大きくなっている。（中央大学 法学部・1 年 /世帯年収:1000 万円以上
/授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /退学について:考えない）
●語学に関する理解度に不安を感じる（中央大学 文学部・1 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:授業料免除・給
付型奨学金を受けている（全額免除） /住居:実家 /退学について:考えない）
●フィードバックがないので、理解度がわからない。また課題を出すことで出席を取りたいのはわかるが、評価１０％
や２０％のためにやりたくもない課題に追われると、せっかく家にいて時間があるのにと思ってしまう瞬間がある。
さらにオンラインはどこでも・いつでも・何でも受けられるのが唯一の強みなのに、授業の音声や URL を期間限定
公開にする人が多く、そういった教授たちは何を考えているのか全く理解できない。（中央大学 法学部・1 年 /世
帯年収:800 万～1000 万円 /授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /退学について:考えない）
●しっかりとした知識の蓄えができていないように感じる（中央大学 文学部・2 年 /世帯年収:380 万～500 万円 /
授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /退学について:少し考える）
●この一年間で十分な授業がなされなかった分来年度からのゼミが不安です。（中央大学 文学部・2 年 /世帯年収:
わからない /授業料免除:申請しなかった /住居:一人暮らし /退学について:考えない）
●動画形式の授業の場合、動画の音質が低いと長時間聞いているのが苦痛になること。（和光大学 現代人間学部・2
年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /退学について:考えない）
●就職に不安がある（中央大学 法学部・1 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /退学
について:考えない）
●留学したくても不安（中央大学 法学部・1 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /
退学について:考えない）
●研究活動における指導教官との適切な指導・相談体制になっていない、対面よりアポとりづらい、話しづらい（東
京学芸大学 教育学部研究科・院生 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかった /住居:寮 /退学について:考
えない）
●卒論がむずかしい（東京学芸大学 教育・4 年 /世帯年収:270 万円未満 /授業料免除:授業料免除・給付型奨学金を
受けている（全額免除） /住居:寮 /退学について:大学院に進学するか悩んでいる）
●3 年次からゼミが始まるのだが、ゼミの説明が遅くなっていて決められない。
（中央大学 文学部・2 年 /世帯年収:270
万円未満 /授業料免除:授業料免除・給付型奨学金を受けている（2/3 免除） /住居:実家 /退学について:少し考える;
大学院に進学するか悩んでいる）
●ゼミで他の履修生と連携がとりづらい。（中央大学 法学部・2 年 /世帯年収:800 万～1000 万円 /授業料免除:申請
しなかった /住居:一人暮らし /退学について:考えない）
●留学ができない（中央大学 law・1 年 /世帯年収:1000 万円以上 /授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /退学に
ついて:考えない）
●特になし（和光大学 現代人間学部・4 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /退学に
ついて:考えない）
●卒論の研究範囲が狭まる（東洋英和女学院大学 人間科学部・4 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなか
った /住居:実家 /退学について:考えない）
●語学の授業など、実際に先生や他の学生と話して練習する機会が少ないので、身についているのか不安（中央大学
法学部・1 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /退学について:考えない）
●集中できないことが一番困っています。（東洋大学 国際学部・4 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しな
かった /住居:一人暮らし /退学について:少し考える;やめないが休学を検討）
●まだ、先の事はわからないのでなんとも言えないです。（亜細亜大学 法学部・2 年 /世帯年収:270 万円未満 /授
業料免除:申請しようとしてシミュレーターをかけたら対象外だったため申請しなかった /住居:実家 /退学につい
て:考えない）
●実質的に対面が強要されたことがありストレスだった。社会的孤立に耐えかねて実家のある東京に戻ってきている
ので図書館が使えない。春学期にあまりに大学院がストレスだったこと、大学のコロナ禍での対応に不信感を覚えた
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ことで、研究はしたいのに大学院/大学には関わりたくないという気持ちが強くなってしまい、精神的に参っている。
（関西学院大学 /世帯年収:1000 万円以上 /授業料免除:申請しなかった /住居:一人暮らし /退学について:やめない
が休学を検討）
●留学ができない（中央大学 文学部・1 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /退学に
ついて:考えない）
●実習がなくなった（東京慈恵会医科大学 医学部・6 年 /世帯年収:1000 万円以上 /授業料免除:申請しなかった /
住居:実家 /退学について:考えない）
●ゼミ仲間と気軽にディスカッションする雰囲気ができない。（中央大学 文学部・3 年 /世帯年収:わからない /授
業料免除:申請しなかった /住居:実家 /退学について:考えない）
●ゼミや授業での友達に直接会えない（中央大学 法学部・2 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかった
/住居:一人暮らしを中断し帰省中 /退学について:少し考える）
●なかなかオンラインだと上手くゼミの話し合いが進まない。（中央大学 経済学部・4 年 /世帯年収:380 万～500
万円 /授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /退学について:考えない）
●韓国のソウルで勉強していますが、1 年先なので分からないことが多いです。（中央大学 法学部・1 年 /世帯年収:
わからない /授業料免除:申請しようとしてシミュレーターをかけたら対象外だったため申請しなかった /住居:実家
/退学について:考えない）
●来年の実習の授業はどうなるか不安、留学も不安（東京大学 工学部・2 年 /世帯年収:500 万～600 万円 /授業料
免除:申請しなかった /住居:寮 /退学について:考えない）
●図書室の本が、使えない。そのため、レポートの質が落ちた気がする。（東京女子大学 現代教養学部・2 年 /世
帯年収:800 万～1000 万円 /授業料免除:申請しなかった /住居:一人暮らしを中断し帰省中 /退学について:考えない）
●図書館に足を運んだ際、利用時間が制限されているので、資料集めが難しくなっている。レポートもネット情報に
頼ることが多くなった。
（和光大学 現代人間学部・3 年 /世帯年収:270 万～380 万円 /授業料免除:申請しなかった /
住居:実家 /退学について:考えない）
●ゼミでは zoom も何も用いておらず、WEB 上で講義内容、音声が載せられる。質問や意見の交換は掲示板に載せ
れば見てくれるし、特に困った事はない。とはいえ、実家に帰っているので学校の図書館が使えないのは大きいとは
思う。（東京女子大学 現代教養学部・3 年 /世帯年収:1000 万円以上 /授業料免除:申請しなかった /住居:一人暮ら
しを中断し帰省中 /退学について:考えない）
●卒論のデータ集めが苦労した。（和光大学 現代人間学部・5 年 /世帯年収:270 万～380 万円 /授業料免除:申請し
なかった /住居:実家 /退学について:大いに考える）
●必須の授業がとうしても集中できず、単位を落としたりしたので、対面授業になるまで教養科目を取っているが、
ちゃんと学校で講義を受けたい。留学生なんですが、ちゃんと学校で授業を受けられないのは留学を決めて、受験し
て、合格したのにこの一年、学校で講義を受けたことが全くないことは色んな意味で相当辛いです。学費は免除申請
をして半分になりましたが、オンライン授業になるなどのことを考えば正直、半分も支払わないといけないというこ
とは同意し難いが、ここで学びたいことがあるから従うしかないのも母国でコロナの影響で収入が減った両親（それ
をふまえての半額免除ですが）に迷惑をかけているようで心理的にも、経済的にもかなり辛い。（新潟大学 法・1
年 /世帯年収:270 万～380 万円 /授業料免除:授業料免除・給付型奨学金を受けている（1/3 免除） /住居:一人暮ら
し /退学について:考えない）
●留学ができない（東京女子大学 現代教養学部・2 年 /世帯年収:800 万～1000 万円 /授業料免除:申請しなかった /
住居:実家 /退学について:考えない）
●ゼミナールがどういう形で実施されるのか（和光大学 表現学部・2 年 /世帯年収:270 万円未満 /授業料免除:申請
しなかった /住居:実家 /退学について:考えない）
●学校に通わずにすむので、これからも継続して欲しい。（近畿大学 経済学部・3 年 /世帯年収:500 万～600 万円 /
授業料免除:申請しようとしてシミュレーターをかけたら対象外だったため申請しなかった /住居:実家 /退学につい
て:考えない）
●夏休みの実習がオンラインになり、実習に行けておらず、3 年生になりこのまま臨地実習に行くのは不安。（私立
大学

看護学部・2 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /退学について:考えない）
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●大学の図書館（特に自習スペース）を解放してほしい。勉強するときに本で調べたい。来館予約して制限時間内に
本を探すことは難しい（東京女子大学 現代教養学部・3 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しようとしてシ
ミュレーターをかけたら対象外だったため申請しなかった /住居:一人暮らし /退学について:少し考える;大学院に
進学するか悩んでいる）
●コミュニケーションがとりずらい（和光大学 現代人間学部・1 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなか
った /住居:実家 /退学について:考えない）
生活について、困っていること、要望等を教えてください
●loneliness, less motivation, less running time, less dancing time, less communication time, more cooking time by my
self, bad eye sights, less money,

no opportunity to make girl friend, and so on.

（中央大学 GLOBAL

MANAGEMENT・2 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかった /住居:一人暮らし /退学について:考え
ない）
●家族との時間が増えて精神的につらい（中央大学 経済学部・2 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなか
った /住居:実家 /退学について:考えない）
●オンラインのため授業の質が落ちている。一人暮らしなのにアルバイトも制限されてしまって生活が大変。そもそ
も、学費が高い。1 人で自粛生活をしていると自分が今何をしているのか分からなくなって、不安になる。（東洋大
学 経済学部・2 年 /世帯年収:500 万～600 万円 /授業料免除:申請しようとしてシミュレーターをかけたら対象外だ
ったため申請しなかった /住居:一人暮らし /退学について:少し考える;やめないが休学を検討）
●勉強のため図書館を利用するには予約が必要で不便。わざわざ学校に行くとなると交通費と移動時間を費やさなけ
ればならないため結局は家しかない。しかし、自宅では集中力が削がれ勉強効率が非常に悪い。（東洋大学 経済・2
年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /退学について:考えない）
●友人となかなか会えないので寂しい。外へ出る機会が大きく減ったので運動不足である。（東洋大学 経済学部・4
年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /退学について:考えない）
●このまま大学に通うことがなくなるのではないかと心配（東海大学 健康学部・1 年 /世帯年収:380 万～500 万円 /
授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /退学について:考えない）
●大学内で友人を作りづらい。（東京大学 理科 1 類・1 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:無回答 /住居:実家 /
退学について:考えない）
●アルバイト探し、経済的余裕がない（東京大学 教養学部・2 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかっ
た /住居:一人暮らし /退学について:大学院に進学するか悩んでいる）
●一人暮らしなどで本当に他人と関わる機会がありません。（東京大学 文学部・3 年 /世帯年収:1000 万円以上 /授
業料免除:申請しなかった /住居:一人暮らし /退学について:考えない）
●先の見通しが立たない、外出の減少による体力低下（東京大学 人文社会系研究科・院生 /世帯年収:1000 万円以上
/授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /退学について:考えない）
●・様々な問題が生じたときに、しかるべき相談機関に相談することが難しい。例えば、大学には学業や人間関係に
ついての悩みを相談できる機関があるが、外出自粛が始まってから、メールやズーム・電話での対応がメインとなっ
ている。そのため、対面と比べると話がしづらい。実家暮らしの場合、家族に聞かれたくない話はできないという問
題点もある。状況に応じて対面での相談も可能なようだが、少しハードルが高い。また、学外の機関を利用するとい
う手もあるが、金銭的に余裕がなかったり、相談の内容がピンポイントだったりする場合には、学外の利用しづらい。
したがって、学内の相談機関へのアクセスが何らかの方法で容易になると嬉しい。もしくは、学外にそうした機関を
設置してもらえると嬉しい。・外部との交流がアルバイトくらいしかないため、精神的な面においてアルバイトの占
める割合が過剰に大きくなってしまっている。・良好な人間関係の維持が困難。（東京大学 教育学部・2 年 /世帯
年収:1000 万円以上 /授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /退学について:考えない）
●他人との関わりが少なく、気分が塞ぎ込みがちになる（東京大学 前期教養学部・1 年 /世帯年収:600 万～800 万
円 /授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /退学について:考えない）
●ひとり暮らしで友人に会えなかったり、話せず情報の共有が困難である。（東洋大学 文学部・3 年 /世帯年収:600
万～800 万円 /授業料免除:申請しなかった /住居:一人暮らし /退学について:考えない）
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●一人暮らしの孤独感（東洋大学 経済・2 年 /世帯年収:500 万～600 万円 /授業料免除:申請しなかった /住居:一人
暮らし /退学について:考えない）
●生活リズムが狂いがち（東洋大学 経済・4 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかった /住居:一人暮ら
し /退学について:考えない）
●家に帰れない（東洋大学 経済学部・2 年 /世帯年収:無回答 /授業料免除:申請したが受けられなかった /住居:一人
暮らし /退学について:考えない）
●大型の就活イベントがない。人と接する機会が減り気が滅入る。オンライン授業で視力が下がったり、生活リズム
が狂ったり、体調が悪くなりやすい。バイトのシフトが減った。TOEIC などの英語試験が抽選を通らないと受けら
れない。（大阪大学 文学部・3 年 /世帯年収:600 万～800 万円 /授業料免除:申請しなかった /住居:一人暮らし /退
学について:考えない）
●兄が嫌いだが、私がずっと家にいる為に関わらないと行けない時があること。（私立大学 社会学部・2 年 /世帯
年収:270 万～380 万円 /授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /退学について:大学院に進学するか悩んでいる）
●1 人で部屋にいる時間が長くなり、気分が落ち込みやすい（東洋大学 経済学部・3 年 /世帯年収:わからない /授
業料免除:申請しなかった /住居:一人暮らし /退学について:考えない）
●いざというときに誰かに頼ることが難しい。（東海大学 生物学部・3 年 /世帯年収:270 万～380 万円 /授業料免
除:授業料免除・給付型奨学金を受けている（2/3 免除） /住居:一人暮らし /退学について:少し考える）
●お金が足りない（中央大学 文学部・3 年 /世帯年収:380 万～500 万円 /授業料免除:申請しようとしてシミュレー
ターをかけたら対象外だったため申請しなかった /住居:一人暮らし /退学について:少し考える）
●友達と会えないから就活情報が交換しにくい（中央大学 法学部・3 年 /世帯年収:800 万～1000 万円 /授業料免除:
申請しなかった /住居:実家 /退学について:考えない）
●オンライン授業は快適なので、コロナ終息(収束)するまで、した後も続けて欲しい。（中央大学 法学部・1 年 /
世帯年収:800 万～1000 万円 /授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /退学について:考えない）
●外に出ることが怖い、また親から外に出ることを否定されずっと家の中にいるためストレスが溜まっている。友達
と会えない。（和光大学 現代人間学部・2 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請したが受けられなかった /住
居:実家 /退学について:考えない）
●ストレスや不満が溜まっていく（和光大学 現代人間学部・1 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:無回答 /住居:
実家 /退学について:少し考える）
●実家で勉強しやすい環境がないが、外にも出づらい。出ても良いのなら自分の小さなスペースが欲しい。（中央大
学 法学部・4 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /退学について:考えない）
●息抜きができる時間と場所がない（和光大学 現代人間学部・1 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなか
った /住居:実家 /退学について:考えない）
●バイトがなかなかできず、家にいることが多く家族からは雑用扱いをされる。(大学に行っていない＝暇のように
認識される)（和光大学 現代人間学部・1 年 /世帯年収:270 万円未満 /授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /退
学について:大いに考える）
●サークルに加入しようと思っていたが、東京に行けなかったので加入できないままで不安。（中央大学 文学部・1
年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /退学について:考えない）
●やりたいことができない。大学の授業に満足していない。大学生の時間を無駄にしている気がする。（中央大学 文
学部・2 年 /世帯年収:380 万～500 万円 /授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /退学について:少し考える）
●バイトシフトが減りつつあって小遣い額が減っている（京都芸術大学 芸術学部・1 年 /世帯年収:270 万～380 万
円 /授業料免除:申請しなかった /住居:一人暮らし /退学について:考えない;やめないが休学を検討）
●ほぼすべてがオンライン授業なので大学での新しい友人ができない。クラスメイトと話したこともないのが寂しい。
（中央大学 文学部・1 年 /世帯年収:500 万～600 万円 /授業料免除:申請しようとしてシミュレーターをかけたら対
象外だったため申請しなかった /住居:実家 /退学について:考えない）
●いろいろな街に出かけることが趣味なので、なかなかこの状況下では難しくストレスがたまる（中央大学 法学部・
1 年 /世帯年収:600 万～800 万円 /授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /退学について:無回答）
●大学生活ができなく、友達ができないこと（中央大学 文学部・1 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:授業料免
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除・給付型奨学金を受けている（全額免除） /住居:実家 /退学について:考えない）
●友達が少ない。サークルに入り損ねた。（中央大学 文学部・1 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなか
った /住居:実家 /退学について:考えない）
●友達ができない。（中央大学 文学部・1 年 /世帯年収:無回答 /授業料免除:無回答 /住居:実家 /退学について:無
回答）
●いつまでも自粛が続く（中央大学 文学部・2 年 /世帯年収:380 万～500 万円 /授業料免除:申請しなかった /住居:
実家 /退学について:少し考える）
●人と会うことが無い（中央大学 法学部・2 年 /世帯年収:800 万～1000 万円 /授業料免除:申請しなかった /住居:
一人暮らし /退学について:考えない）
●定期的に情緒不安定になる（東洋英和女学院大学 人間科学部・4 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しな
かった /住居:実家 /退学について:考えない）
●なかなか大学に行けず、友人や先輩との関わりが持てない（中央大学 法学部・1 年 /世帯年収:わからない /授業
料免除:申請しなかった /住居:実家 /退学について:考えない）
●バイトがなくて収入が減っていて生活苦になっています（東洋大学 国際学部・4 年 /世帯年収:わからない /授業
料免除:申請しなかった /住居:一人暮らし /退学について:少し考える;やめないが休学を検討）
●次年度以降が、全く見えない。通わないのに何故、施設維持費が取られるのかと、親が言っている。（亜細亜大学
法学部・2 年 /世帯年収:270 万円未満 /授業料免除:申請しようとしてシミュレーターをかけたら対象外だったため申
請しなかった /住居:実家 /退学について:考えない）
●無気力、何もする気がおきない、死んでしまいたい。（関西学院大学 社会学研究科・院生 /世帯年収:1000 万円以
上 /授業料免除:申請しなかった /住居:一人暮らし /退学について:やめないが休学を検討）
●友達ができにくい（中央大学 文学部・1 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /退学
について:考えない）
●友達とまともに会うことができず、寂しさを感じる。いつも家で一人でいるしかない。入りたかったサークルがコ
ロナが原因で大学に行けず、入れなかった（立教大学 理学部・1 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:授業料免除・
給付型奨学金を受けている（2/3 免除） /住居:実家 /退学について:考えない）
●外に出られない（東京慈恵会医科大学 医学部・6 年 /世帯年収:1000 万円以上 /授業料免除:申請しなかった /住居:
実家 /退学について:考えない）
●友人となかなか会えない（中央大学 法学部・3 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかった /住居:実家
/退学について:考えない）
●都会の友人と会えなくて寂しい。（中央大学 文学部・3 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかった /
住居:実家 /退学について:考えない）
●実家暮らしではありますがコロナ禍でバイトが見つからなくて経済的負担を感じています。（中央大学 法学部・1
年 /世帯年収:無回答 /授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /退学について:考えない）
●帰国がずっとできなくて悲しい（東京大学 工学部・2 年 /世帯年収:500 万～600 万円 /授業料免除:申請しなかっ
た /住居:寮 /退学について:考えない）
●実家に帰れない事がストレス。（和光大学 表現学部・2 年 /世帯年収:500 万～600 万円 /授業料免除:申請しよう
としてシミュレーターをかけたら対象外だったため申請しなかった /住居:一人暮らし /退学について:考えない）
●勉強が大変すぎて、単位を無事に取れるか不安。コロナ以前の授業だったら、同じ数の講義を履修しても余裕で単
位を取れていたのに。（和光大学 現代人間学部・3 年 /世帯年収:270 万～380 万円 /授業料免除:申請しなかった /
住居:実家 /退学について:考えない）
●特にないが、強いて言うなら経済的に困っている。（新潟大学 法・1 年 /世帯年収:270 万～380 万円 /授業料免
除:授業料免除・給付型奨学金を受けている（1/3 免除） /住居:一人暮らし /退学について:考えない）
●バイトの数が減った（和光大学 表現学部・2 年 /世帯年収:270 万円未満 /授業料免除:申請しなかった /住居:実家
/退学について:考えない）
●サークルに行けない（和光大学 経済経営学部・2 年 /世帯年収:270 万～380 万円 /授業料免除:申請しなかった /
住居:実家 /退学について:少し考える）
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●不登校になりかけていたため、学校に行かなくても卒業ができ可能性が上がって非常に良かった。（近畿大学 経
済学部・3 年 /世帯年収:500 万～600 万円 /授業料免除:申請しようとしてシミュレーターをかけたら対象外だったた
め申請しなかった /住居:実家 /退学について:考えない）
●大学の図書館が自由につかえない（東京女子大学 現代教養学部・3 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請し
ようとしてシミュレーターをかけたら対象外だったため申請しなかった /住居:一人暮らし /退学について:少し考え
る;大学院に進学するか悩んでいる）
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
●シフトを減らされ収入が激減（星薬科大学 薬学部・1 年 /世帯年収:270 万円未満 /授業料免除:申請しようとして
シミュレーターをかけたら対象外だったため申請しなかった /住居:実家 /退学について:考えない）
●バイトがなくなった（中央大学 経済学部・2 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /
退学について:考えない）
●シフトを減らされ収入が減少（東洋大学 経済学部・2 年 /世帯年収:500 万～600 万円 /授業料免除:申請しようと
してシミュレーターをかけたら対象外だったため申請しなかった /住居:一人暮らし /退学について:少し考える;や
めないが休学を検討）
●イベントスタッフのため仕事が激減。（東洋大学 経済・2 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかった
/住居:実家 /退学について:考えない）
●シフトを削られて時間をもて余すようになった。（東洋大学 経済学部・4 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:
申請しなかった /住居:実家 /退学について:考えない）
●シフトを入れようにも入れづらい。（東京大学 理科 1 類・1 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:無回答 /住居:
実家 /退学について:考えない）
●コロナ禍でも普通に対策もそんなにされてない中で行く or やめるの二択で困った。自主的にやめた場合の保障が
ないのが辛い。（東京大学 教養学部・2 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかった /住居:一人暮らし /
退学について:大学院に進学するか悩んでいる）
●コロナ以前に比べるとシフトの自由がきかなくなりました。（東京大学 文学部・3 年 /世帯年収:1000 万円以上 /
授業料免除:申請しなかった /住居:一人暮らし /退学について:考えない）
●イベントに関わるバイトが減った。（東京大学 人文社会系研究科・院生 /世帯年収:1000 万円以上 /授業料免除:
申請しなかった /住居:実家 /退学について:考えない）
●・大学の講義がオンラインになった影響で、時間の融通が利きやすくなったため、かえってシフトが増加した。時
間があると決めてかかられているため、半強制的に仕事を与えられてしまい、時間的な余裕が無くて困っている。
（東
京大学 教育学部・2 年 /世帯年収:1000 万円以上 /授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /退学について:考えない）
●コロナの影響で前のバイト先が閉店し、新しいバイトを始めたが、以前のバイト先に比べて融通が効かず収入が
1?2 万円ほど少ない。（千葉大学 工学部・3 年 /世帯年収:270 万円未満 /授業料免除:授業料免除・給付型奨学金を
受けている（全額免除） /住居:一人暮らし /退学について:考えない）
●特になし（東洋大学 経済・4 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかった /住居:一人暮らし /退学につ
いて:考えない）
●アルバイト先にコロナの感染者が出て怖い（東洋大学 経済学部・2 年 /世帯年収:無回答 /授業料免除:申請したが
受けられなかった /住居:一人暮らし /退学について:考えない）
●収入が少ない（東京大学 教養学部・1 年 /世帯年収:1000 万円以上 /授業料免除:申請しなかった /住居:寮 /退学
について:考えない）
●シフトが減らされた。（大阪大学 文学部・3 年 /世帯年収:600 万～800 万円 /授業料免除:申請しなかった /住居:
一人暮らし /退学について:考えない）
●バイト先の経営が上手く行かなくなり、シフトに入る人数を削減され、また人数が少なくなった分、業務もキツく
なりました。新たに掛け持ちも考えています。（立教大学 社会学部・2 年 /世帯年収:270 万～380 万円 /授業料免
除:申請しなかった /住居:実家 /退学について:大学院に進学するか悩んでいる）
●コロナ関係で休んだり、多くシフトに入ったりと、出勤する人の増減が激しくシフトが安定しない（東洋大学 経
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済学部・3 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかった /住居:一人暮らし /退学について:考えない）
●特にないが、強いて言うなら忙しすぎる。（中央大学 文学部・3 年 /世帯年収:380 万～500 万円 /授業料免除:申
請しようとしてシミュレーターをかけたら対象外だったため申請しなかった /住居:一人暮らし /退学について:少し
考える）
●感染リスクを感じる（國學院大學 法学部・1 年 /世帯年収:500 万～600 万円 /授業料免除:申請しようとしてシミ
ュレーターをかけたら対象外だったため申請しなかった /住居:実家 /退学について:少し考える;やめないが休学を
検討）
●この状況なのに客数が増えて感染が怖い（中央大学 法学部・3 年 /世帯年収:800 万～1000 万円 /授業料免除:申請
しなかった /住居:実家 /退学について:考えない）
●客が来なくて暇（和光大学 現代人間・1 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:無回答 /住居:実家 /退学について:
考えない）
●営業時間が短くなり、収入が減った（和光大学 現代人間学部・2 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しな
かった /住居:実家 /退学について:考えない）
●バイトが見つからない（和光大学 現代人間学部・2 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請したが受けられな
かった /住居:実家 /退学について:考えない）
●バイトが見つからない（和光大学 現代人間学部・1 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:無回答 /住居:実家 /
退学について:少し考える）
●バイトがなくなった（和光大学 現代人間学部・3 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請したが受けられなか
った /住居:実家 /退学について:少し考える）
●シフトが減らされ収入激減（中央大学 法学部・4 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかった /住居:
実家 /退学について:考えない）
●シフトを減らされてます。（和光大学 現代人間学部・1 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかった /
住居:実家 /退学について:考えない）
●感染が少し怖い（中央大学 文学部・2 年 /世帯年収:380 万～500 万円 /授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /
退学について:少し考える）
●変なクレーマーが増えた（中央大学 文学部・1 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかった /住居:実家
/退学について:考えない）
●収入減（京都芸術大学 芸術学部・1 年 /世帯年収:270 万～380 万円 /授業料免除:申請しなかった /住居:一人暮ら
し /退学について:考えない;やめないが休学を検討）
●大学生になってバイトを始めようと思ったが、ほとんど募集が見つからない。（中央大学 文学部・1 年 /世帯年
収:500 万～600 万円 /授業料免除:申請しようとしてシミュレーターをかけたら対象外だったため申請しなかった /
住居:実家 /退学について:考えない）
●掃除などの気を付けなければならないことが増えました。
（和光大学 現代人間学部・1 年 /世帯年収:わからない /
授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /退学について:考えない）
●思うようにシフトが組めなくなった（中央大学 文学部・2 年 /世帯年収:380 万～500 万円 /授業料免除:申請しな
かった /住居:実家 /退学について:少し考える）
●コロナにかかるのが怖いが休めない（中央大学 法学部・2 年 /世帯年収:800 万～1000 万円 /授業料免除:申請しな
かった /住居:一人暮らし /退学について:考えない）
●コロナで新しいバイトを探せない（東洋英和女学院大学 人間科学部・4 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申
請しなかった /住居:実家 /退学について:考えない）
●シフトを減らされ収入が激減（東洋大学 国際学部・4 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかった /住
居:一人暮らし /退学について:少し考える;やめないが休学を検討）
●始める時期が遅くなった。（東京大学 理科一類・1 年 /世帯年収:270 万～380 万円 /授業料免除:授業料免除・給
付型奨学金を受けている（全額免除） /住居:一人暮らし /退学について:少し考える）
●コロナウイルスの影響で、大学の課題がかなり増え、アルバイトをするための時間が取れない（立教大学 理学部・
1 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:授業料免除・給付型奨学金を受けている（2/3 免除） /住居:実家 /退学に
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ついて:考えない）
●バイトが見つからない（中央大学 文学部・3 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /
退学について:考えない）
●アルバイトのシフトが減ったほか、新しいバイトも見つからないです（中央大学 法学部・1 年 /世帯年収:無回答 /
授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /退学について:考えない）
●今は特に問題ないが、将来どうなるか不安（東京女子大学 現代教養学部・2 年 /世帯年収:800 万～1000 万円 /授
業料免除:申請しなかった /住居:一人暮らしを中断し帰省中 /退学について:考えない）
●感染対策と、プラスチック削減のためのビニール袋を使うかどうかなど、お客様とやりとりしなければいけないこ
とが増え、お客様からいきなりキレられることが多くなった。（和光大学 現代人間学部・3 年 /世帯年収:270 万～
380 万円 /授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /退学について:考えない）
●実家に帰ったので休んでいる（東京女子大学 現代教養学部・3 年 /世帯年収:1000 万円以上 /授業料免除:申請しな
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）
●接客業なので、マスクの費用は自己負担であるため、マスク代がかかる、軽い風邪でも休んでお医者さんに行くよ
うに言われるので、病院代もかかる（お医者さんもこんなので病院来る必要ないと正直に言ってくださるくらいでし
た）（新潟大学 法・1 年 /世帯年収:270 万～380 万円 /授業料免除:授業料免除・給付型奨学金を受けている（1/3
免除） /住居:一人暮らし /退学について:考えない）
●バイトがほとんどない（和光大学 表現学部・2 年 /世帯年収:270 万円未満 /授業料免除:申請しなかった /住居:
実家 /退学について:考えない）
●シフトが削られる（和光大学 経済経営学部・2 年 /世帯年収:270 万～380 万円 /授業料免除:申請しなかった /住
居:実家 /退学について:少し考える）
●時短営業でなかなかシフトに入れなくなった（東京女子大学 現代教養学部・3 年 /世帯年収:わからない /授業料
免除:申請しようとしてシミュレーターをかけたら対象外だったため申請しなかった /住居:一人暮らし /退学につい
て:少し考える;大学院に進学するか悩んでいる）
家計を支える方の収入・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
●早期退職した（東洋大学 経済学部・2 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかった /住居:一人暮らし /
退学について:考えない）
●父が数年前から海外に単身赴任をしているが、コロナの影響で渡航が不可能になり、一年間帰国できていない。
（東
京大学 教養学部・3 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /退学について:考えない）
●母親の勤務先が経営難であり、いつ無くなるかわからない。（立教大学 社会学部・2 年 /世帯年収:270 万～380
万円 /授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /退学について:大学院に進学するか悩んでいる）
●純粋に収入が減った（中央大学 文学部・3 年 /世帯年収:380 万～500 万円 /授業料免除:申請しようとしてシミュ
レーターをかけたら対象外だったため申請しなかった /住居:一人暮らし /退学について:少し考える）
●自分ではないですが、自営業の親戚の収入が激減しました。（東京大学 教養学部・2 年 /世帯年収:1000 万円以上
/授業料免除:申請しなかった /住居:一人暮らしを中断し帰省中 /退学について:考えない）
●母が看護師、父が公務員のため大変（中央大学 文学部・2 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかった
/住居:実家 /退学について:考えない）
●母が看護師のため、仕事の帰りが遅く残業が増えたが、ボーナスが出ない可能性があると言われているようで大変
そうだ。（中央大学 文学部・1 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /退学について:
考えない）
●収入が減ったため親からの生活費が止まることがあった。（京都芸術大学 芸術学部・1 年 /世帯年収:270 万～380
万円 /授業料免除:申請しなかった /住居:一人暮らし /退学について:考えない;やめないが休学を検討）
●親が介護職員で、人手不足の為大変（和光大学 現代人間学部・2 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しな
かった /住居:実家 /退学について:考えない）
●親はリモートワークができない職種なので毎日満員電車に乗って通勤しており、コロナへの感染が不安（中央大学
法学部・1 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /退学について:考えない）
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●親からお金もらってない（東洋大学 国際学部・4 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかった /住居:
一人暮らし /退学について:少し考える;やめないが休学を検討）
●親が失業した場合、家のローンが払えなくなり、家が無くなる。（亜細亜大学 法学部・2 年 /世帯年収:270 万円
未満 /授業料免除:申請しようとしてシミュレーターをかけたら対象外だったため申請しなかった /住居:実家 /退学
について:考えない）
●パートを掛け持ちしていて、コロナウイルスに感染しないかどうか不安（立教大学 理学部・1 年 /世帯年収:わか
らない /授業料免除:授業料免除・給付型奨学金を受けている（2/3 免除） /住居:実家 /退学について:考えない）
●学費の延納手続き期間で困った。（和光大学 表現学部・2 年 /世帯年収:500 万～600 万円 /授業料免除:申請しよ
うとしてシミュレーターをかけたら対象外だったため申請しなかった /住居:一人暮らし /退学について:考えない）
●実家は製造業。やはりコロナ禍で仕事は減ったが、経営の仕方が他の製造業と比較して特殊なので、さほど影響を
受けなかった。現在はコロナ禍以前と変わらないとは思うが、父の残業は多くなった印象。（東京女子大学 現代教
養学部・3 年 /世帯年収:1000 万円以上 /授業料免除:申請しなかった /住居:一人暮らしを中断し帰省中 /退学につい
て:考えない）
●塾の先生をしていたが、学生が減り、他の仕事を探さなければならなくなったらしい。（新潟大学 法・1 年 /世
帯年収:270 万～380 万円 /授業料免除:授業料免除・給付型奨学金を受けている（1/3 免除） /住居:一人暮らし /退
学について:考えない）
●なし（近畿大学 経済学部・3 年 /世帯年収:500 万～600 万円 /授業料免除:申請しようとしてシミュレーターをか
けたら対象外だったため申請しなかった /住居:実家 /退学について:考えない）
●親の店が経営難で借金が増えた（東京女子大学 現代教養学部・3 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しよ
うとしてシミュレーターをかけたら対象外だったため申請しなかった /住居:一人暮らし /退学について:少し考え
る;大学院に進学するか悩んでいる）
●収入が減っている（和光大学 現代人間学部・1 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかった /住居:実家
/退学について:考えない）
緊急給付金・授業料免除・奨学金について、困っていること、要望等を教えてください
●用件が厳しい。（中央大学 経済学部・3 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /退学
について:考えない）
●子供の権利は等しくあるので利子をつけないでほしい（中央大学 経済学部・2 年 /世帯年収:わからない /授業料
免除:申請しなかった /住居:実家 /退学について:考えない）
●高校卒業後 2 年以内などといった年齢の制限にことごとく引っかかってしまいます。高校卒業後に学費を貯めてか
ら進学したため困っています。（東洋大学 経済学部・3 年 /世帯年収:270 万～380 万円 /授業料免除:申請しようと
してシミュレーターをかけたら対象外だったため申請しなかった /住居:寮 /退学について:大いに考える;やめない
が休学を検討）
●完全に自身で生計を立てているにもかかわらず、親の収入によって制度からはじかれてしまう（東洋大学 経営学
部・2 年 /世帯年収:270 万円未満 /授業料免除:申請したが受けられなかった /住居:一人暮らし /退学について:考え
ない）
●制度がいまいちわかりづらい。（東京大学 理科 1 類・1 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:無回答 /住居:実家
/退学について:考えない）
●足りない（東京大学 教養学部・2 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかった /住居:一人暮らし /退学
について:大学院に進学するか悩んでいる）
●要件が厳しいと思う。ひとり暮らし用の対策があってもよいのではと思う。
（東洋大学 文学部・3 年 /世帯年収:600
万～800 万円 /授業料免除:申請しなかった /住居:一人暮らし /退学について:考えない）
●手続きが複雑（東洋大学 経済・4 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかった /住居:一人暮らし /退学
について:考えない）
●返せる自信がない（東京薬科大学 生命科学研究科・院生 /世帯年収:1000 万円以上 /授業料免除:申請しなかった /
住居:一人暮らし /退学について:少し考える）
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●要件厳しい（東洋大学 経済学部・2 年 /世帯年収:無回答 /授業料免除:申請したが受けられなかった /住居:一人暮
らし /退学について:考えない）
●コロナで母親の勤務先が厳しい状況にあり、ヒヤヒヤするのに見かけ上は変わらない為、要件が厳しい上記のもの
には手を付けられないこと。
（立教大学 社会学部・2 年 /世帯年収:270 万～380 万円 /授業料免除:申請しなかった /
住居:実家 /退学について:大学院に進学するか悩んでいる）
●継続願などの登録に必要なソフトが InternetExplorer など古い環境が必須となるなど、使いにくい。（東海大学 生
物学部・3 年 /世帯年収:270 万～380 万円 /授業料免除:授業料免除・給付型奨学金を受けている（2/3 免除） /住居:
一人暮らし /退学について:少し考える）
●給付じゃないので今からすでに 240 万円の借金を背負って生きるのが辛い。
（中央大学 文学部・3 年 /世帯年収:380
万～500 万円 /授業料免除:申請しようとしてシミュレーターをかけたら対象外だったため申請しなかった /住居:一
人暮らし /退学について:少し考える）
●要件が厳しい。今は家庭にお金があって学費を払えているため申請が通らなかった。それを後々親に返済していく
のは自分だけれど一人暮らしでもないと何の給付金の枠にも当てはまらない。（國學院大學 法学部・1 年 /世帯年
収:500 万～600 万円 /授業料免除:申請しようとしてシミュレーターをかけたら対象外だったため申請しなかった /
住居:実家 /退学について:少し考える;やめないが休学を検討）
●学校に行けていない分授業料を減額してほしい、施設を利用していないため減額が可能なのではないかと思う。
（和
光大学 現代人間学部・2 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請したが受けられなかった /住居:実家 /退学につ
いて:考えない）
●制度がわかりにくい（和光大学 現代人間学部・3 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請したが受けられなか
った /住居:実家 /退学について:少し考える）
●学校からの給付金がないためとても困っている。そもそもオンラインならかからない費用がかなりかかっているの
でせめて 5 万でいいから支給して欲しい。満足する授業を受けているとは思えないので、学費の減らすことも考えて
欲しい。バイト代も減っているのでこのままだと奨学金を返していけるのかも不安になってくる。（和光大学 現代
人間学部・1 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /退学について:考えない）
●条件を設けるのではなく、一律の保障を行ってほしい。また、給付額を適切に判断してほしい。（和光大学 現代
人間学部・1 年 /世帯年収:270 万円未満 /授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /退学について:大いに考える）
●制度が複雑で申請がわかりにくい（京都芸術大学 芸術学部・1 年 /世帯年収:270 万～380 万円 /授業料免除:申請
しなかった /住居:一人暮らし /退学について:考えない;やめないが休学を検討）
●要件が厳しい。（中央大学 文学部・1 年 /世帯年収:500 万～600 万円 /授業料免除:申請しようとしてシミュレー
ターをかけたら対象外だったため申請しなかった /住居:実家 /退学について:考えない）
●大学の施設費を減らして欲しい（中央大学 法学部・1 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかった /住
居:実家 /退学について:考えない）
●複雑でわかりにくい（東京学芸大学 教育・4 年 /世帯年収:270 万円未満 /授業料免除:授業料免除・給付型奨学金
を受けている（全額免除） /住居:寮 /退学について:大学院に進学するか悩んでいる）
●通学しないので、通常の学費を支払うのに疑問。学費は、下げるべき。（亜細亜大学 法学部・2 年 /世帯年収:270
万円未満 /授業料免除:申請しようとしてシミュレーターをかけたら対象外だったため申請しなかった /住居:実家 /
退学について:考えない）
●親の教育への投資の意向のいかんを問わず親の年収で奨学金を諦めなければならないことばかり。結果的に親に出
してもらえたとしても、親に依存し気を遣わなければならなくなる。（関西学院大学 社会学研究科・院生 /世帯年
収:1000 万円以上 /授業料免除:申請しなかった /住居:一人暮らし /退学について:やめないが休学を検討）
●制度が複雑でわかりにくく、あまり知られていない気がする（立教大学 理学部・1 年 /世帯年収:わからない /授
業料免除:授業料免除・給付型奨学金を受けている（2/3 免除） /住居:実家 /退学について:考えない）
●コロナ期間の授業料減額をしてほしい。（中央大学 文学部・3 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなか
った /住居:実家 /退学について:考えない）
●オンラインだけなのに学費が変わらないのがおかしい。通信過程のみなら 8 万円なのに下がらないのはおかしい
（中央大学 法学部・2 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかった /住居:一人暮らしを中断し帰省中 /
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退学について:少し考える）
●要件がもう少し優しいといいなと思います（中央大学 法学部・1 年 /世帯年収:無回答 /授業料免除:申請しなかっ
た /住居:実家 /退学について:考えない）
●学費の負担が激しい。弟持ちとしては、減額を直ちに行って欲しい。（和光大学 表現学部・2 年 /世帯年収:500
万～600 万円 /授業料免除:申請しようとしてシミュレーターをかけたら対象外だったため申請しなかった /住居:一
人暮らし /退学について:考えない）
●もっと学生たちに知ってもらえるように、制度を宣伝してほしい。（和光大学 現代人間学部・3 年 /世帯年収:270
万～380 万円 /授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /退学について:考えない）
●要件が厳しい。全額免除を受けてる人がいるか疑問を抱いしてしまう。（新潟大学 法・1 年 /世帯年収:270 万～
380 万円 /授業料免除:授業料免除・給付型奨学金を受けている（1/3 免除） /住居:一人暮らし /退学について:考え
ない）
●私立に通っているが授業料の減額は大学を運営する上で重要なため、むやみに減額するべきではないと思う（近畿
大学 経済学部・3 年 /世帯年収:500 万～600 万円 /授業料免除:申請しようとしてシミュレーターをかけたら対象外
だったため申請しなかった /住居:実家 /退学について:考えない）
●要件か厳しく、もっと幅広い人の学びを支援できるようにしてほしい。（聖隷クリストファー大学 看護学部・2
年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /退学について:考えない）
●将来は心理師を目指していて資格取得のために、奨学金をうけて大学院に進学したいが心理師の給料では返済は苦
しい（東京女子大学 現代教養学部・3 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しようとしてシミュレーターをか
けたら対象外だったため申請しなかった /住居:一人暮らし /退学について:少し考える;大学院に進学するか悩んで
いる）
健康について、困っていること、要望等を教えてください
●精神状態がひどく生活に支障が出てる（中央大学 経済学部・2 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなか
った /住居:実家 /退学について:考えない）
●ストレスというものを感じるようになりました。（東洋大学 経済学部・3 年 /世帯年収:270 万～380 万円 /授業
料免除:申請しようとしてシミュレーターをかけたら対象外だったため申請しなかった /住居:寮 /退学について:大
いに考える;やめないが休学を検討）
●外出自粛で運動ができない。（東洋大学 経済・2 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかった /住居:
実家 /退学について:考えない）
●コロナ禍で、食欲がだいぶ落ちた。（東京大学 理科 1 類・1 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:無回答 /住居:
実家 /退学について:考えない）
●気軽に病院に行けない（東京大学 教養学部・2 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかった /住居:一人
暮らし /退学について:大学院に進学するか悩んでいる）
●視力は格段に悪くなりました。後、一人暮らしで実家は遠いため万が一コロナにかかった場合どうすればいいのか
不安です。（東京大学 文学部・3 年 /世帯年収:1000 万円以上 /授業料免除:申請しなかった /住居:一人暮らし /退
学について:考えない）
●運動量が減少している。（東京大学 人文社会系研究科・院生 /世帯年収:1000 万円以上 /授業料免除:申請しなか
った /住居:実家 /退学について:考えない）
●自宅に籠っているとどうしても自省的になり、気分が落ち込むことが多々ある。ある意味では良いことなのかもし
れないが、以前の自分との変化に愕然とすることも度々である。（東京大学 文学部・2 年 /世帯年収:無回答 /授業
料免除:無回答 /住居:実家 /退学について:無回答）
●とにかく目が疲れる。小中高校生は対面授業でずるいと感じてしまい、精神面がよくない。（東京大学 教育学部・
3 年 /世帯年収:無回答 /授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /退学について:考えない）
●・目の健康が心配。多い日には、1 日に 5 コマ（合計約 8 時間）オンライン講義があり、紙の書籍が手に入りにく
いことから電子書籍を中心に利用していることもあり、視力がどんどん下がっているのを感じる。・肉体的に疲れる
ことが少ないせいか、夜になっても眠れないことが多く、睡眠が不規則になっている。・外出頻度が減ったことで、
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運動不足になっているような気がする。（東京大学 教育学部・2 年 /世帯年収:1000 万円以上 /授業料免除:申請しな
かった /住居:実家 /退学について:考えない）
●誰かと一緒に運動する機会が欲しい（東京大学 前期教養学部・1 年 /世帯年収:600 万～800 万円 /授業料免除:申
請しなかった /住居:実家 /退学について:考えない）
●寝ても寝ても眠たい（大阪大学 文学部・3 年 /世帯年収:600 万～800 万円 /授業料免除:申請しなかった /住居:一
人暮らし /退学について:考えない）
●太った、また肌荒れが酷くなった。（立教大学 社会学部・2 年 /世帯年収:270 万～380 万円 /授業料免除:申請し
なかった /住居:実家 /退学について:大学院に進学するか悩んでいる）
●気持ちの落ち込みが体調に出やすくなった（東洋大学 経済学部・3 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請し
なかった /住居:一人暮らし /退学について:考えない）
●特に精神が不安定になり、発狂回数が増加したが、それを聞いてくれる人がいない。（東海大学 生物学部・3 年 /
世帯年収:270 万～380 万円 /授業料免除:授業料免除・給付型奨学金を受けている（2/3 免除） /住居:一人暮らし /
退学について:少し考える）
●栄養が偏ってきている（香川大学 教育・1 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかった /住居:一人暮ら
し /退学について:考えない）
●運動時間、睡眠時間が毎日取れるので、コロナ前よりも健康的です。（中央大学 法学部・1 年 /世帯年収:800 万
～1000 万円 /授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /退学について:考えない）
●ストレスが溜まりやすくなった（和光大学 現代人間学部・2 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請したが受
けられなかった /住居:実家 /退学について:考えない）
●体調を壊しやすい（和光大学 現代人間学部・1 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:無回答 /住居:実家 /退学に
ついて:少し考える）
●風邪を引いてしまった（和光大学 現代人間学部・3 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請したが受けられな
かった /住居:実家 /退学について:少し考える）
●運動しなくなって体が弱くなった（中央大学 法学部・4 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかった /
住居:実家 /退学について:考えない）
●昼夜逆転生活をしてしまっている。動く時間が減ったので、寝る時間がとても長くなる。すぐ疲れるようになった。
（和光大学 現代人間学部・1 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /退学について:考
えない）
●生活リズムが乱れている（中央大学 文学部・1 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しようとしてシミュレ
ーターをかけたら対象外だったため申請しなかった /住居:実家 /退学について:考えない）
●座りっぱなしが多く、運動不足を感じている。（和光大学 現代人間学部・1 年 /世帯年収:270 万円未満 /授業料
免除:申請しなかった /住居:実家 /退学について:大いに考える）
●全く外出しないので、外出すると筋肉痛になったりすぐに疲れてしまい、体力が衰えたと感じる。（中央大学 文
学部・1 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /退学について:考えない）
●精神面での不安をとても感じやすくなった。倦怠感あり、集中力が低下した。（中央大学 文学部・2 年 /世帯年
収:380 万～500 万円 /授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /退学について:少し考える）
●オンライン授業の影響で目が疲れ、視力も落ちたこと（中央大学 文学部・1 年 /世帯年収:わからない /授業料免
除:授業料免除・給付型奨学金を受けている（全額免除） /住居:実家 /退学について:考えない）
●運動不足が甚だしい（中央大学 文学部・1 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:授業料免除・給付型奨学金を受
けている（全額免除） /住居:実家 /退学について:考えない）
●視力低下と肩こり（中央大学 文学部・2 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかった /住居:一人暮らし
/退学について:考えない）
●コロナがこわい（東京学芸大学 教育・4 年 /世帯年収:270 万円未満 /授業料免除:授業料免除・給付型奨学金を受
けている（全額免除） /住居:寮 /退学について:大学院に進学するか悩んでいる）
●ストレスが溜まる（中央大学 法学部・2 年 /世帯年収:800 万～1000 万円 /授業料免除:申請しなかった /住居:一
人暮らし /退学について:考えない）
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●運動不足で太る（東洋英和女学院大学 人間科学部・4 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかった /住
居:実家 /退学について:考えない）
●課題が深夜までかかることがあり、生活リズムが不規則になってしまった（中央大学 法学部・1 年 /世帯年収:わ
からない /授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /退学について:考えない）
●太った（東洋大学 国際学部・4 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかった /住居:一人暮らし /退学に
ついて:少し考える;やめないが休学を検討）
●家にずっといるのでふさぎ込みがち。悩みを打ち明ける友達もいないのでなおさらよくない。（東京大学 理科一
類・1 年 /世帯年収:270 万～380 万円 /授業料免除:授業料免除・給付型奨学金を受けている（全額免除） /住居:一
人暮らし /退学について:少し考える）
●腰を痛めた。（関西学院大学 社会学研究科・院生 /世帯年収:1000 万円以上 /授業料免除:申請しなかった /住居:
一人暮らし /退学について:やめないが休学を検討）
●体力が足りない（中央大学 文学部・1 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /退学に
ついて:考えない）
●大学の課題が多く、パソコンやタブレットの画面を見続けることが多くて疲れたり、ストレスを感じる（立教大学
理学部・1 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:授業料免除・給付型奨学金を受けている（2/3 免除） /住居:実家 /
退学について:考えない）
●オンラインに伴う目の疲れ、腰の痛み（中央大学 法学部・3 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかっ
た /住居:実家 /退学について:考えない）
●運動不足に悩んでいる（中央大学 法学部・2 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかった /住居:一人暮
らしを中断し帰省中 /退学について:少し考える）
●運動不足になっている（東京大学 工学部・2 年 /世帯年収:500 万～600 万円 /授業料免除:申請しなかった /住居:
寮 /退学について:考えない）
●健康診断の無償化を徹底して欲しい。（和光大学 表現学部・2 年 /世帯年収:500 万～600 万円 /授業料免除:申請
しようとしてシミュレーターをかけたら対象外だったため申請しなかった /住居:一人暮らし /退学について:考えな
い）
●夜遅くまで課題に取り組む必要があるので、お風呂に入るタイミングを逃し、体を清潔にできない日が連続してい
る。（和光大学 現代人間学部・3 年 /世帯年収:270 万～380 万円 /授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /退学に
ついて:考えない）
●むしろ一人暮らしで精神的にやられていたので、実家に帰ってきて良好になった。（食べすぎが減った）（東京女
子大学 現代教養学部・3 年 /世帯年収:1000 万円以上 /授業料免除:申請しなかった /住居:一人暮らしを中断し帰省
中 /退学について:考えない）
●運動ができない（和光大学 経済経営学部・2 年 /世帯年収:270 万～380 万円 /授業料免除:申請しなかった /住居:
実家 /退学について:少し考える）
●オンライン授業は色々と疲れる。体力が減った。（聖隷クリストファー大学 看護学部・2 年 /世帯年収:わからな
い /授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /退学について:考えない）
●コロナだと少しの体調不良でも怖がられるので、休まずに我慢してしまう（東京女子大学 現代教養学部・3 年 /
世帯年収:わからない /授業料免除:申請しようとしてシミュレーターをかけたら対象外だったため申請しなかった /
住居:一人暮らし /退学について:少し考える;大学院に進学するか悩んでいる）
就活について、困っていること、要望等を教えてください
●友達と情報共有しにくいのがつらい。就職できるか不安（中央大学 経済学部・2 年 /世帯年収:わからない /授業
料免除:申請しなかった /住居:実家 /退学について:考えない）
●就活の不安が大きいため、公務員も視野に入れるようになった。（東洋大学 経済学部・3 年 /世帯年収:270 万～
380 万円 /授業料免除:申請しようとしてシミュレーターをかけたら対象外だったため申請しなかった /住居:寮 /退
学について:大いに考える;やめないが休学を検討）
●友人と情報交換ができない。（東洋大学 経済・2 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかった /住居:
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実家 /退学について:考えない）
●全てが不安（東海大学 健康学部・1 年 /世帯年収:380 万～500 万円 /授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /退
学について:考えない）
●教育実習ができるか不安（東京大学 理科 1 類・1 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:無回答 /住居:実家 /退学
について:考えない）
●インターンが自由にできない（東京大学 教養学部・2 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかった /住
居:一人暮らし /退学について:大学院に進学するか悩んでいる）
●介護実習や教育実習がなされるのか不安です。（東京大学 文学部・3 年 /世帯年収:1000 万円以上 /授業料免除:
申請しなかった /住居:一人暮らし /退学について:考えない）
●自分が希望する業界が、自分が新社会人となる年度の新卒採用を見送ることになった。就活のモチベーションが湧
かない。オンラインの就活だけで、職場の雰囲気が分かるか不安。社会人になった後も、普通に会社に通勤したりは
できないかもしれないと考えると将来に希望が見えない。（東京大学 教育学部・3 年 /世帯年収:無回答 /授業料免
除:申請しなかった /住居:実家 /退学について:考えない）
●周りが就活に向けてどんなことを始めているのかが分からなくて不安（人と会わないため、情報が得られない）
（東
京大学 教育学部・2 年 /世帯年収:1000 万円以上 /授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /退学について:考えない）
●教育実習がちゃんと出来るか不安（東洋大学 文学部・3 年 /世帯年収:600 万～800 万円 /授業料免除:申請しなか
った /住居:一人暮らし /退学について:考えない）
●情報収集（東洋大学 経済学部・3 年 /世帯年収:270 万～380 万円 /授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /退学
について:考えない）
●情報が少ない。対面じゃないと伝わらないことが多い。（東京薬科大学 生命科学研究科・院生 /世帯年収:1000
万円以上 /授業料免除:申請しなかった /住居:一人暮らし /退学について:少し考える）
●直接話を聞きたいのに、オンライン開催などになっている（東洋大学 経済学部・2 年 /世帯年収:無回答 /授業料
免除:申請したが受けられなかった /住居:一人暮らし /退学について:考えない）
●オンラインインターンで会社の雰囲気を本当に知ることができるのか。オンライン面接への不安。（大阪大学 文
学部・3 年 /世帯年収:600 万～800 万円 /授業料免除:申請しなかった /住居:一人暮らし /退学について:考えない）
●採用人数の削減が心配。オンライン面接だとお互いの雰囲気が伝わりづらく評価が難しい（京都産業大学 現代社
会・3 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかった /住居:一人暮らし /退学について:考えない）
●コロナを今年度中に抑えられなかった為、私達の代にまで影響が出てきそうなこと。（立教大学 社会学部・2 年 /
世帯年収:270 万～380 万円 /授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /退学について:大学院に進学するか悩んでいる）
●就活枠がない（東洋大学 経済・2 年 /世帯年収:1000 万円以上 /授業料免除:申請しなかった /住居:一人暮らし /
退学について:考えない）
●学校に出向かないため、情報を自ら積極的に集める必要があると感じる（東洋大学 経済学部・3 年 /世帯年収:わ
からない /授業料免除:申請しなかった /住居:一人暮らし /退学について:考えない）
●企業と直接交流する機会がなく、会社のことを良く知らないまま進んでしまう点。特にインターンが行えないのは
不安。（東海大学 生物学部・3 年 /世帯年収:270 万～380 万円 /授業料免除:授業料免除・給付型奨学金を受けてい
る（2/3 免除） /住居:一人暮らし /退学について:少し考える）
●ちゃんと就活できるのか、そして就職できるのか不安（中央大学 文学部・3 年 /世帯年収:380 万～500 万円 /授
業料免除:申請しようとしてシミュレーターをかけたら対象外だったため申請しなかった /住居:一人暮らし /退学に
ついて:少し考える）
●内定もらえるか不安（中央大学 法学部・3 年 /世帯年収:800 万～1000 万円 /授業料免除:申請しなかった /住居:
実家 /退学について:考えない）
●現在はない。（中央大学 法学部・1 年 /世帯年収:800 万～1000 万円 /授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /
退学について:考えない）
●内定取りが不安（和光大学 現代人間学部・3 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請したが受けられなかった
/住居:実家 /退学について:少し考える）
●来年、ボランティアや学校に行くことができるか不安。（和光大学 現代人間学部・1 年 /世帯年収:わからない /
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授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /退学について:考えない）
●どのように就活を行うことになるのか想像できず、不安（中央大学 法学部・2 年 /世帯年収:わからない /授業料
免除:申請しなかった /住居:実家 /退学について:考えない）
●教職の実習ができるかどうか心配、（中央大学 文学部・2 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかった
/住居:実家 /退学について:考えない）
●インターンに行けるか心配、企業の枠がなくなるのが心配、いろいろと業界に足を運ぶことができずに苦しい。
（中
央大学 文学部・2 年 /世帯年収:380 万～500 万円 /授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /退学について:少し考え
る）
●来年の介護等体験が不安（中央大学 文学部・1 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:授業料免除・給付型奨学金
を受けている（全額免除） /住居:実家 /退学について:考えない）
●コロナの影響が自分の代で出るのか。（中央大学 文学部・2 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかっ
た /住居:一人暮らし /退学について:考えない）
●就活が今までのものから変わっていそうで想像が出来なく不安（和光大学 現代人間学部・2 年 /世帯年収:わから
ない /授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /退学について:考えない）
●先輩などから話を聞きたい（中央大学 法学部・1 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかった /住居:
実家 /退学について:考えない）
●そもそも就活制度が変わらないか不安(人数など)（中央大学 法学部・1 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申
請しなかった /住居:実家 /退学について:考えない）
●観光業に就こうと思っていたが、コロナ で就職がないかもしれない。（中央大学 文学部・2 年 /世帯年収:270 万
円未満 /授業料免除:授業料免除・給付型奨学金を受けている（2/3 免除） /住居:実家 /退学について:少し考える;大
学院に進学するか悩んでいる）
●コロナでどのような影響が出るかわからない（中央大学 法学部・2 年 /世帯年収:800 万～1000 万円 /授業料免除:
申請しなかった /住居:一人暮らし /退学について:考えない）
●就職活動を諦めた（東洋英和女学院大学 人間科学部・4 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかった /
住居:実家 /退学について:考えない）
●就活参加できなかった（東洋大学 国際学部・4 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかった /住居:一人
暮らし /退学について:少し考える;やめないが休学を検討）
●先が見えない。（亜細亜大学 法学部・2 年 /世帯年収:270 万円未満 /授業料免除:申請しようとしてシミュレータ
ーをかけたら対象外だったため申請しなかった /住居:実家 /退学について:考えない）
●周りの就活生の状況がわからない。（中央大学 文学部・3 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかった
/住居:実家 /退学について:考えない）
●公務員を目指しているが、コロナ不況によって倍率が高くなりそうで怖い。（中央大学 法学部・2 年 /世帯年収:
わからない /授業料免除:申請しなかった /住居:一人暮らしを中断し帰省中 /退学について:少し考える）
●コロナがはやる前から、公務員を志望しているが昨今の経済状況の不安定さから倍率が上がることが懸念されてい
るので心配（中央大学 法学部・1 年 /世帯年収:無回答 /授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /退学について:考
えない）
●経済が悪くなって、きちんと就職できる職があるかどうか不安（東京女子大学 現代教養学部・2 年 /世帯年収:800
万～1000 万円 /授業料免除:申請しなかった /住居:一人暮らしを中断し帰省中 /退学について:考えない）
●面接の練習は WEB で本当にいいのか。（東京女子大学 現代教養学部・3 年 /世帯年収:1000 万円以上 /授業料免
除:申請しなかった /住居:一人暮らしを中断し帰省中 /退学について:考えない）
●なし（近畿大学 経済学部・3 年 /世帯年収:500 万～600 万円 /授業料免除:申請しようとしてシミュレーターをか
けたら対象外だったため申請しなかった /住居:実家 /退学について:考えない）
●インターンシップが行きたいところに行けるか不安。（聖隷クリストファー大学 看護学部・2 年 /世帯年収:わか
らない /授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /退学について:考えない）
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
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●活動がしづらい。（中央大学 経済学部・3 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /
退学について:考えない）
●活動がない（星薬科大学 薬学部・1 年 /世帯年収:270 万円未満 /授業料免除:申請しようとしてシミュレーターを
かけたら対象外だったため申請しなかった /住居:実家 /退学について:考えない）
●新歓もできなかったし、活動もできていない。孤独。（中央大学 経済学部・2 年 /世帯年収:わからない /授業料
免除:申請しなかった /住居:実家 /退学について:考えない）
●なにも活動できていない。（東洋大学 経済・2 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかった /住居:実家
/退学について:考えない）
●活動できない（東洋大学 経済学部・2 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかった /住居:一人暮らし /
退学について:考えない）
●サークルに入れなかった（東海大学 健康学部・1 年 /世帯年収:380 万～500 万円 /授業料免除:申請しなかった /
住居:実家 /退学について:考えない）
●活動ができない（東京大学 理科 1 類・1 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:無回答 /住居:実家 /退学について:
考えない）
●大学側の方針決定が遅く、新歓の計画が立てられない（東京大学 教養学部・2 年 /世帯年収:わからない /授業料
免除:申請しなかった /住居:一人暮らし /退学について:大学院に進学するか悩んでいる）
●活動が全くできません。（東京大学 文学部・3 年 /世帯年収:1000 万円以上 /授業料免除:申請しなかった /住居:
一人暮らし /退学について:考えない）
●活動ができない（東京大学 工学部・3 年 /世帯年収:無回答 /授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /退学につい
て:無回答）
●むやみに部室に入れないので，できないことが多い（東京大学 前期教養学部・2 年 /世帯年収:1000 万円以上 /授
業料免除:申請しなかった /住居:実家 /退学について:考えない）
●日頃の活動も新歓もできない。人を集める発表会もできず、モチベーションを失う会員も多い。（東京大学 人文
社会系研究科・院生 /世帯年収:1000 万円以上 /授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /退学について:考えない）
●オンラインで活動しているが、対面活動と比べてやはり質は落ちる。対面での活動もしようと思えば可能かもしれ
ないが大変な手続きを要する上、「オンラインで活動できてしまっている」ことが大きな障害となっている。（東京
大学 文学部・2 年 /世帯年収:無回答 /授業料免除:無回答 /住居:実家 /退学について:無回答）
●2 年で部活動を辞めたので 3 年生から新しいサークルを探そうと思っていたのに、コロナの影響で新しいサークル
に入れず、コミュニティがひとつもなくなった。（東京大学 教育学部・3 年 /世帯年収:無回答 /授業料免除:申請し
なかった /住居:実家 /退学について:考えない）
●1 年程度なら活動が制限されても問題ないが、これが数年続くと存続が厳しい(人数を集めての活動が主だったの
で)（東京大学 理学部・2 年 /世帯年収:270 万円未満 /授業料免除:申請しようとしてシミュレーターをかけたら対象
外だったため申請しなかった /住居:実家 /退学について:考えない）
●活動自体はオンラインでもできなくはないが、意思疎通が難しかったり準備に手間がかかる（東京大学 前期教養
学部・1 年 /世帯年収:600 万～800 万円 /授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /退学について:考えない）
●活動ができず、モチベーションを保てない（東京大学 教養学部・3 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請し
なかった /住居:実家 /退学について:考えない）
●知り合いが増えない（東京大学 教養学部・1 年 /世帯年収:1000 万円以上 /授業料免除:申請しなかった /住居:寮 /
退学について:考えない）
●新歓がうまくいかず新入生を入れることができなかった。サークルの機関誌を販売する機会がなくなり収入源がな
くなった。対面での活動や食事ができずコミュニケーションが取りづらい。（大阪大学 文学部・3 年 /世帯年収:600
万～800 万円 /授業料免除:申請しなかった /住居:一人暮らし /退学について:考えない）
●ミュージカルサークルなのですが、軸の公演ができないこと。（私立大学 社会学部・2 年 /世帯年収:270 万～380
万円 /授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /退学について:大学院に進学するか悩んでいる）
●活動ができない、いつから活動できるのか目処も立っていない（東洋大学 経済学部・3 年 /世帯年収:わからない /
授業料免除:申請しなかった /住居:一人暮らし /退学について:考えない）
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●活動内容の関係上、オンライン化できず、新入生も疲弊しているためか、オンライン歓迎会の参加者が少ない。（東
海大学 生物学部・3 年 /世帯年収:270 万～380 万円 /授業料免除:授業料免除・給付型奨学金を受けている（2/3 免
除） /住居:一人暮らし /退学について:少し考える）
●活動が制限されている（香川大学 教育・1 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかった /住居:一人暮ら
し /退学について:考えない）
●特にない。（中央大学 文学部・3 年 /世帯年収:380 万～500 万円 /授業料免除:申請しようとしてシミュレーター
をかけたら対象外だったため申請しなかった /住居:一人暮らし /退学について:少し考える）
●新歓が不安（東京大学 教養学部・2 年 /世帯年収:1000 万円以上 /授業料免除:申請しなかった /住居:一人暮らし
を中断し帰省中 /退学について:考えない）
●新歓の恩恵を受けられなかった（國學院大學 法学部・1 年 /世帯年収:500 万～600 万円 /授業料免除:申請しよう
としてシミュレーターをかけたら対象外だったため申請しなかった /住居:実家 /退学について:少し考える;やめな
いが休学を検討）
●サークルなどはいらないと思っています。（中央大学 法学部・1 年 /世帯年収:800 万～1000 万円 /授業料免除:
申請しなかった /住居:実家 /退学について:考えない）
●活動できない、新歓ができない、サークル仲間に会えない（和光大学 現代人間学部・2 年 /世帯年収:わからない /
授業料免除:申請したが受けられなかった /住居:実家 /退学について:考えない）
●１年生なのでサークルなどの活動が全く分からない（和光大学 現代人間学部・1 年 /世帯年収:270 万円未満 /授
業料免除:授業料免除・給付型奨学金を受けている（1/3 免除） /住居:実家 /退学について:考えない）
●何も活動が始まらず、来年の一年生と同時スタートになるのはどうなのか。（中央大学 文学部・1 年 /世帯年収:
わからない /授業料免除:申請しようとしてシミュレーターをかけたら対象外だったため申請しなかった /住居:実家
/退学について:考えない）
●活動に参加できない（中央大学 文学部・1 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /
退学について:考えない;少し考える）
●サークルに加入できなかった。（中央大学 文学部・1 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかった /住
居:実家 /退学について:考えない）
●新歓がなかったため、気になっていたサークルを覗きに行くことも出来ず、結局どのサークルにも入らないまま
12 月になってしまった。（中央大学 文学部・1 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /
退学について:考えない）
●活動ができていない。発表寸前で中止になってしまった。（中央大学 文学部・2 年 /世帯年収:380 万～500 万円 /
授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /退学について:少し考える）
●新歓が無かった。大会に出なれない（中央大学 文学部・1 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかった
/住居:実家 /退学について:考えない）
●サークル活動がコロナにより一時停止していた（京都芸術大学 芸術学部・1 年 /世帯年収:270 万～380 万円 /授
業料免除:申請しなかった /住居:一人暮らし /退学について:考えない;やめないが休学を検討）
●新歓がなかったため、どんなサークルがあるのかわからない。（中央大学 文学部・1 年 /世帯年収:500 万～600
万円 /授業料免除:申請しようとしてシミュレーターをかけたら対象外だったため申請しなかった /住居:実家 /退学
について:考えない）
●まだ部活やサークルに加入できていないこと（中央大学 文学部・1 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:授業料
免除・給付型奨学金を受けている（全額免除） /住居:実家 /退学について:考えない）
●SNS で募集していたが入るタイミングを失った。来年はいるとしても次の一年生とほぼ同期ということになりそう
なのでもう入りたくない。本当は入りたかった。（中央大学 文学部・1 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請
しなかった /住居:実家 /退学について:考えない）
●どんな活動があるのかも知らないままです。（和光大学 現代人間学部・1 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:
申請しなかった /住居:実家 /退学について:考えない）
●新歓グループに入っても何もアクションがない（中央大学 文学部・1 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:授業
料免除・給付型奨学金を受けている（全額免除） /住居:実家 /退学について:考えない）
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●これだけ毎日感染者が出ているので活動できないというのは理解できるが、できないというのは簡単である。可能
性がある限り出来ることを模索してほしい。(やってほしいという期待もワクワクも、もうずいぶん昔になくなって
しまったが)（中央大学 法学部・1 年 /世帯年収:800 万～1000 万円 /授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /退学
について:考えない）
●活動ができない（中央大学 文学部・2 年 /世帯年収:600 万～800 万円 /授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /
退学について:無回答）
●オンラインでしか活動がなくて寂しい（中央大学 法学部・1 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかっ
た /住居:実家 /退学について:考えない）
●サークルに入っていない（中央大学 法学部・1 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかった /住居:実家
/退学について:考えない）
●練習や試合がなくなりそう（東京学芸大学 教育・2 年 /世帯年収:無回答 /授業料免除:授業料免除・給付型奨学金
を受けている（1/3 免除） /住居:寮 /退学について:無回答）
●対面で活動ができない、新歓ができないので新入生が入らない（中央大学 文学部・2 年 /世帯年収:270 万円未満 /
授業料免除:授業料免除・給付型奨学金を受けている（2/3 免除） /住居:実家 /退学について:少し考える;大学院に進
学するか悩んでいる）
●例年通りの活動困難、大学の使用制限による交通費の増加（東京学芸大学 教育・3 年 /世帯年収:わからない /授
業料免除:申請しなかった /住居:寮 /退学について:考えない）
●活動が制限されている（東洋英和女学院大学 人間科学部・4 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかっ
た /住居:実家 /退学について:考えない）
●勧誘が行われているのかわからず、行われていたとしても食事会などマスクを外すイベントばかりで、怖くて参加
できない。（中央大学 法学部・1 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /退学について:
考えない）
●新歓に参加できなかったので入るタイミングを失った。（東京大学 理科一類・1 年 /世帯年収:270 万～380 万円 /
授業料免除:授業料免除・給付型奨学金を受けている（全額免除） /住居:一人暮らし /退学について:少し考える）
●友達と話せない（中央大学 文学部・1 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /退学に
ついて:考えない）
●大学に行くことができず、サークル活動がままならない（立教大学 理学部・1 年 /世帯年収:わからない /授業料
免除:授業料免除・給付型奨学金を受けている（2/3 免除） /住居:実家 /退学について:考えない）
●活動ができない（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:申請しなかった /住居:
実家 /退学について:考えない）
●イベントがない（慶應義塾大学 法学部・1 年 /世帯年収:無回答 /授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /退学に
ついて:考えない）
●活動できない（中央大学 法学部・3 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /退学につ
いて:考えない）
●活動できないまま引退してしまった。（中央大学 文学部・3 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかっ
た /住居:実家 /退学について:考えない）
●活動が全くできない（中央大学 法学部・2 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかった /住居:一人暮ら
しを中断し帰省中 /退学について:少し考える）
●集団で集まらない活動であってもサークル活動ができないことが困っています（中央大学 法学部・1 年 /世帯年
収:無回答 /授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /退学について:考えない）
●したことがないです。（中央大学 法学部・1 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しようとしてシミュレー
ターをかけたら対象外だったため申請しなかった /住居:実家 /退学について:考えない）
●対面活動ができない（東京大学 工学部・2 年 /世帯年収:500 万～600 万円 /授業料免除:申請しなかった /住居:寮
/退学について:考えない）
●環境保全サークルなのに活動が大幅に縮小させられていること（和光大学 現代人間学部・3 年 /世帯年収:600 万
～800 万円 /授業料免除:申請しようとしてシミュレーターをかけたら対象外だったため申請しなかった /住居:実家
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/退学について:考えない）
●新歓がほとんどできなくて、新入生を入れることができていない（東京女子大学 現代教養学部・2 年 /世帯年収:800
万～1000 万円 /授業料免除:申請しなかった /住居:一人暮らしを中断し帰省中 /退学について:考えない）
●新歓が出来ない（和光大学 現代人間学部・5 年 /世帯年収:270 万～380 万円 /授業料免除:申請しなかった /住居:
実家 /退学について:大いに考える）
●10 月の中旬くらいから募集を始めたところが多く、日程がズレまくっている。（新潟大学 法・1 年 /世帯年収:270
万～380 万円 /授業料免除:授業料免除・給付型奨学金を受けている（1/3 免除） /住居:一人暮らし /退学について:
考えない）
●合宿ができない（東京女子大学 現代教養学部・2 年 /世帯年収:800 万～1000 万円 /授業料免除:申請しなかった /
住居:実家 /退学について:考えない）
●活動ができない（和光大学 経済経営学部・2 年 /世帯年収:270 万～380 万円 /授業料免除:申請しなかった /住居:
実家 /退学について:少し考える）
●なし（近畿大学 経済学部・3 年 /世帯年収:500 万～600 万円 /授業料免除:申請しようとしてシミュレーターをか
けたら対象外だったため申請しなかった /住居:実家 /退学について:考えない）
その他、困っていること要望等を教えてください
●図書館が使えなくて困っている。（中央大学 経済学部・3 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかった
/住居:実家 /退学について:考えない）
●大学の施設の利用可能な範囲を拡大してほしい。なんちゃってコロナ対策が多すぎる気がします。（東洋大学 経
済学部・3 年 /世帯年収:270 万～380 万円 /授業料免除:申請しようとしてシミュレーターをかけたら対象外だったた
め申請しなかった /住居:寮 /退学について:大いに考える;やめないが休学を検討）
●図書館が全然使えない。どうせ人が来ないのだから毎日開放してもらいたい。（東洋大学 経済・2 年 /世帯年収:
わからない /授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /退学について:考えない）
●図書館が利用出来ないのがつらい。（東洋大学 経済学部・4 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかっ
た /住居:実家 /退学について:考えない）
●図書館や研究室の利用がしずらいです。（東京大学 文学部・3 年 /世帯年収:1000 万円以上 /授業料免除:申請しな
かった /住居:一人暮らし /退学について:考えない）
●国会図書館などの利用制限があり、研究活動のペースに影響している。（東京大学 人文社会系研究科・院生 /世
帯年収:1000 万円以上 /授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /退学について:考えない）
●友達が皆無なので、社会的生命が危ぶまれている。（東京大学 教育学部・2 年 /世帯年収:1000 万円以上 /授業料
免除:申請しなかった /住居:実家 /退学について:考えない）
●図書館に行くために、電車に長時間乗らなければならない（東京大学 前期教養学部・1 年 /世帯年収:600 万～800
万円 /授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /退学について:考えない）
●学費が高い。（東京薬科大学 生命科学研究科・院生 /世帯年収:1000 万円以上 /授業料免除:申請しなかった /住
居:一人暮らし /退学について:少し考える）
●図書館使えないのはかなり困る（東洋大学 経済学部・2 年 /世帯年収:無回答 /授業料免除:申請したが受けられな
かった /住居:一人暮らし /退学について:考えない）
●学校施設が使えない（東京大学 教養学部・1 年 /世帯年収:1000 万円以上 /授業料免除:申請しなかった /住居:寮 /
退学について:考えない）
●友達と会える機会がなく、自分の就活の進み具合が他の人と比べてどうなのか不安。（大阪大学 文学部・3 年 /
世帯年収:600 万～800 万円 /授業料免除:申請しなかった /住居:一人暮らし /退学について:考えない）
●カフェやコワーキングスペースの営業時間短縮や席数制限により、勉強スペースの確保が大変になった（必然的に
勉強時間が減った）。（京都産業大学 現代社会・3 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかった /住居:
一人暮らし /退学について:考えない）
●これからのゼミで「フィールドワーク」が中心のゼミなのに出きなさそうなことが嫌です。（立教大学 社会学部・
2 年 /世帯年収:270 万～380 万円 /授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /退学について:大学院に進学するか悩ん
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でいる）
●大学の設備をあまり使えない。（東海大学 生物学部・3 年 /世帯年収:270 万～380 万円 /授業料免除:授業料免除・
給付型奨学金を受けている（2/3 免除） /住居:一人暮らし /退学について:少し考える）
●図書館が使えないのは不便。（中央大学 文学部・3 年 /世帯年収:380 万～500 万円 /授業料免除:申請しようとし
てシミュレーターをかけたら対象外だったため申請しなかった /住居:一人暮らし /退学について:少し考える）
●主に図書館だが、キャンパス利用の規制を緩和してほしい（中央大学 文学部・3 年 /世帯年収:500 万～600 万円 /
授業料免除:申請しようとしてシミュレーターをかけたら対象外だったため申請しなかった /住居:実家 /退学につい
て:考えない）
●未だに大学生になれていない（國學院大學 法学部・1 年 /世帯年収:500 万～600 万円 /授業料免除:申請しようと
してシミュレーターをかけたら対象外だったため申請しなかった /住居:実家 /退学について:少し考える;やめない
が休学を検討）
●友達ができるか不安（中央大学 文学部・1 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /
退学について:考えない;少し考える）
●友達がいなくて不安。（中央大学 文学部・1 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /
退学について:考えない）
●孤独感がつらい。（中央大学 文学部・2 年 /世帯年収:380 万～500 万円 /授業料免除:申請しなかった /住居:実家
/退学について:少し考える）
●友達ができるか不安（中央大学 文学部・1 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /
退学について:考えない）
●大学の図書館が使えなくて、レポートを書くのに不自由している。（中央大学 文学部・1 年 /世帯年収:500 万～
600 万円 /授業料免除:申請しようとしてシミュレーターをかけたら対象外だったため申請しなかった /住居:実家 /
退学について:考えない）
●大学のことを相談できる友達がいないこと（中央大学 文学部・1 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:授業料免
除・給付型奨学金を受けている（全額免除） /住居:実家 /退学について:考えない）
●人脈を広げたいのに広げる機会がない（中央大学 文学部・1 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかっ
た /住居:実家 /退学について:考えない）
●このまま学校も行けず友だちもできないところで大学 2 年生という扱いになるのが不憫。（中央大学 文学部・1
年 /世帯年収:わからない /授業料免除:授業料免除・給付型奨学金を受けている（全額免除） /住居:実家 /退学につ
いて:考えない）
●図書館が使えなくて不満（和光大学 現代人間学部・2 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかった /住
居:実家 /退学について:考えない）
●友人との遊び場がなくなった（東京学芸大学 教育学部研究科・院生 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しな
かった /住居:寮 /退学について:考えない）
●友人が少ない（中央大学 法学部・1 年 /世帯年収:1000 万円以上 /授業料免除:申請しなかった /住居:一人暮らし /
退学について:考えない）
●来年、アルバイトすらできるのか（東洋英和女学院大学 人間科学部・4 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申
請しなかった /住居:実家 /退学について:考えない）
●図書館や学食を自由に使えなくて困っている。（東京大学 理科一類・1 年 /世帯年収:270 万～380 万円 /授業料
免除:授業料免除・給付型奨学金を受けている（全額免除） /住居:一人暮らし /退学について:少し考える）
●海外の大学の友人は文献をオンラインで PDF でダウンロードできると言っていたが、自分の大学ではそういった
システムがなく、図書館から地理的に離れただけで資料にアクセスできなくなる。（電子書籍で一度に 5 人までアク
セス可能、などはあるが、インターネットがないと読めないのが困る。）（関西学院大学 社会学研究科・院生 /世
帯年収:1000 万円以上 /授業料免除:申請しなかった /住居:一人暮らし /退学について:やめないが休学を検討）
●友達ができにくい（中央大学 文学部・1 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /退学
について:考えない）
●大学の友達と知り合う機会が減っていて、友達ができるか不安（立教大学 理学部・1 年 /世帯年収:わからない /
23

授業料免除:授業料免除・給付型奨学金を受けている（2/3 免除） /住居:実家 /退学について:考えない）
●自習室が使えない（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:申請しなかった /住居:
実家 /退学について:考えない）
●友達が出来るか不安です（東京大学 前期教養学部・2 年 /世帯年収:380 万～500 万円 /授業料免除:授業料免除・
給付型奨学金を受けている（全額免除） /住居:寮 /退学について:考えない）
●特になし（中央大学 文学部・3 年 /世帯年収:270 万円未満 /授業料免除:授業料免除・給付型奨学金を受けている
（1/3 免除） /住居:実家 /退学について:考えない）
●図書館も使えないのでレポートを書く際にインターネットからの情報に頼り切ってしまっている（中央大学 法学
部・1 年 /世帯年収:無回答 /授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /退学について:考えない）
●図書館が使えなくて困っている（中央大学 法学部・1 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しようとしてシ
ミュレーターをかけたら対象外だったため申請しなかった /住居:実家 /退学について:考えない）
●図書館が使えなくて困っている。（東京女子大学 現代教養学部・2 年 /世帯年収:800 万～1000 万円 /授業料免除:
申請しなかった /住居:一人暮らしを中断し帰省中 /退学について:考えない）
●・友達に会いたい。・大学の図書館に行って、時間を気にせずに利用したい。・お風呂に入って髪を洗いたい。・
課題の量を減らしてほしい。・パソコン見るのが辛い。・前と同じように学校に行きたい。（和光大学 現代人間学
部・3 年 /世帯年収:270 万～380 万円 /授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /退学について:考えない）
●帰省で、学校の図書館使えないのはネック（東京女子大学 現代教養学部・3 年 /世帯年収:1000 万円以上 /授業料
免除:申請しなかった /住居:一人暮らしを中断し帰省中 /退学について:考えない）
●図書館を使うためにはいろんな条件が必要になったり、いらいろめんどくさいことが増えた。（新潟大学 法・1
年 /世帯年収:270 万～380 万円 /授業料免除:授業料免除・給付型奨学金を受けている（1/3 免除） /住居:一人暮ら
し /退学について:考えない）
●オンラインと対面授業があり、通学定期が買いづらい。（聖隷クリストファー大学 看護学部・2 年 /世帯年収:わ
からない /授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /退学について:考えない）
●図書館が使えない（和光大学 現代人間学部・1 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかった /住居:実家
/退学について:考えない）
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
●学費を安くして欲しい。（中央大学 経済学部・3 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかった /住居:
実家 /退学について:考えない）
●大学への支援金を増額して、学生への学費減額や免除などを手厚くしてほしい。親の収入で条件を絞らないでほし
い。（中央大学 経済学部・2 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /退学について:考
えない）
●政府にしかできないこと、大学側にしかできないことを十分に行って欲しいです。（東洋大学 経済学部・3 年 /
世帯年収:270 万～380 万円 /授業料免除:申請しようとしてシミュレーターをかけたら対象外だったため申請しなか
った /住居:寮 /退学について:大いに考える;やめないが休学を検討）
●政府：医学生の動員と外国人の入国規制。大学：学費の減額。（東洋大学 経済・2 年 /世帯年収:わからない /授
業料免除:申請しなかった /住居:実家 /退学について:考えない）
●オンラインで対面授業が減ったので、多少学費を安くして欲しい。（東洋大学 経済学部・4 年 /世帯年収:わから
ない /授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /退学について:考えない）
●学生向けの支援があっても情報が届いていない学生が多いと思うので大学から直接お知らせしてもらうようにす
るなどの工夫をおこなってほしい。（東海大学 健康学部・1 年 /世帯年収:380 万～500 万円 /授業料免除:申請しな
かった /住居:実家 /退学について:考えない）
●より累進性の高い課税を行い、所得を再分配することで金銭的な負担を抱えている人たちの生活を助けてほしい。
（東京大学 文学部・4 年 /世帯年収:無回答 /授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /退学について:考えない）
●政府に対しては、医療体制や保健行政の拡充と、今まさに生活に困っている人の支援を要望したい。大学に対して
は、次善の策にはなるが、休学や再入学のハードルを下げたり、進路選択で不利にならない様にする配慮を行って欲
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しい。（東京大学 人文社会系研究科・院生 /世帯年収:1000 万円以上 /授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /退
学について:考えない）
●・オンライン講義においては、グループワークや授業中の発言を成績に反映しないでほしいです。加点要素とする
のは構いませんが、減点要素にしないでほしいと思います。せめて、グループワークに参加しなくとも単位を取得で
きるように設計してもらえると助かります。なぜなら、オンラインだと精神的にも物理的にも、積極的な発言が難し
い面があるためです。・政府は、個人事業主や中小企業、医療従事者への経済的援助はもちろんのこと、学生に対す
る経済的な援助も強化するべきだと思います。そのために、まずは無駄な支出を減らして財源を確保することを優先
してほしいです。また、経済的に余裕のある人も大勢いるため、金銭の流れを工夫することで困窮している人々を救
えるよう、効果的な政策を打ち出してほしいです。（東京大学 教育学部・2 年 /世帯年収:1000 万円以上 /授業料免
除:申請しなかった /住居:実家 /退学について:考えない）
●政府→あらゆる判断が透明性を欠く。目的は何か、どのような基準を定めたか、何を決定したのか、どのような見
通しを持っているのか、はぐらかさずに説明して欲しい。（東京大学 前期教養学部・1 年 /世帯年収:600 万～800
万円 /授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /退学について:考えない）
●制限なしで学生にお金あげて欲しい（東洋大学 経済学部・2 年 /世帯年収:無回答 /授業料免除:申請したが受けら
れなかった /住居:一人暮らし /退学について:考えない）
●学費の大幅値下げと、院卒者の待遇改善を促すこと（東京大学 教養学部・1 年 /世帯年収:1000 万円以上 /授業料
免除:申請しなかった /住居:寮 /退学について:考えない）
●オンライン化をさらに進めてほしい。無駄なことがこれまでは多すぎた。（東京大学 文学部・3 年 /世帯年収:800
万～1000 万円 /授業料免除:申請しなかった /住居:寮 /退学について:考えない）
●もう少し多く対面で学生同士が授業を受けられるようにしてほしい。先生によって使うアプリなどを変えないでほ
しい。（大阪大学 文学部・3 年 /世帯年収:600 万～800 万円 /授業料免除:申請しなかった /住居:一人暮らし /退学
について:考えない）
●（支援金をくれたのであまり言いたくはないが）大学には学費の減額を期待している。施設利用や学内活動ができ
ないのに満額支払わなければならないのは少し不満。（京都産業大学 現代社会・3 年 /世帯年収:わからない /授業
料免除:申請しなかった /住居:一人暮らし /退学について:考えない）
●（政府）宴会なんてやってないで迅速にコロナを抑えて補償もしてコロナを克服して私達を楽にさせてください。
（立教大学 社会学部・2 年 /世帯年収:270 万～380 万円 /授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /退学について:
大学院に進学するか悩んでいる）
●オンラインにも関わらず、学費が変わらないのは理解ができない。せめて、もう一度給付金の支給を。（東洋大学
経済・2 年 /世帯年収:1000 万円以上 /授業料免除:申請しなかった /住居:一人暮らし /退学について:考えない）
●抽象的な話ばかりせず、具体的な指針（40 人以下とか、2m 距離をとる、1/3 の定員で授業する etc...）を決め早急
に対面授業を再開すべき。（東海大学 生物学部・3 年 /世帯年収:270 万～380 万円 /授業料免除:授業料免除・給付
型奨学金を受けている（2/3 免除） /住居:一人暮らし /退学について:少し考える）
●PCR 検査の拡大、給付金の実施と普及（香川大学 教育・1 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかった
/住居:一人暮らし /退学について:考えない）
●私立大学の学費を下げるように圧力をかけてほしい。年間 100 万円の価値がある授業は全く受けられていない（中
央大学 文学部・3 年 /世帯年収:380 万～500 万円 /授業料免除:申請しようとしてシミュレーターをかけたら対象外
だったため申請しなかった /住居:一人暮らし /退学について:少し考える）
●来年度の休学者の増加も予想されるので、少なくとも学生が休学費を払わずに済むようにしてほしい。（東京大学
教養学部・2 年 /世帯年収:1000 万円以上 /授業料免除:申請しなかった /住居:一人暮らしを中断し帰省中 /退学につ
いて:考えない）
●学費を一部返して欲しい。何の減額もなく払っている現状を考えると具合が悪くなる（國學院大學 法学部・1 年 /
世帯年収:500 万～600 万円 /授業料免除:申請しようとしてシミュレーターをかけたら対象外だったため申請しなか
った /住居:実家 /退学について:少し考える;やめないが休学を検討）
●学費を少し下げるか、学生へのサポート、給付金を増やすかしてほしい。（中央大学 法学部・1 年 /世帯年収:800
万～1000 万円 /授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /退学について:考えない）
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●学費の一部返還や減額（和光大学 現代人間学部・2 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかった /住居:
実家 /退学について:考えない;やめないが休学を検討）
●授業料を減額してほしい（和光大学 現代人間学部・2 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請したが受けられ
なかった /住居:実家 /退学について:考えない）
●もっと給付金の金額をあげてほしい（和光大学 現代人間学部・3 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請した
が受けられなかった /住居:実家 /退学について:少し考える）
●給付金をください。満足できる授業を受けられているとは思えません。学費の減額も考えてください。学校を満足
に使えていないのに、施設料を払っているのはおかしいとおもいます。設備費も払わせているのであれば WiFi をも
っと強くしてください。オンライン授業もまともに受けられません。（和光大学 現代人間学部・1 年 /世帯年収:わ
からない /授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /退学について:考えない）
●1 人暮らしをしている学生にもっと支援をしてあげてほしい（中央大学 文学部・2 年 /世帯年収:わからない /授
業料免除:申請しなかった /住居:実家 /退学について:考えない）
●学校の設備が十分に使えず、また授業の質も悪くなっているにもかかわらず授業料を一切減額しないどころか、来
年からは増額しようとする体制をやめてほしい。経済的負担が増える一方で、学校側への信頼感が非常に低くなって
いる。（和光大学 現代人間学部・1 年 /世帯年収:270 万円未満 /授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /退学につ
いて:大いに考える）
●人数の少ない授業からでいいので、実技（体育）以外の講義を対面授業にしてほしい。（中央大学 文学部・1 年 /
世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /退学について:考えない）
●オンライン継続（中央大学 文学部・1 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:無回答 /住居:実家 /退学について:
考えない）
●手を抜こうと思えばオンライン授業はどこまででも手を抜けるし、お金を払っていることが馬鹿らしくなるような
授業がいくつかあります。（中央大学 文学部・2 年 /世帯年収:380 万～500 万円 /授業料免除:申請しなかった /住
居:実家 /退学について:少し考える）
●政府はもう少し、先のことを考えた政策をして欲しい（中央大学 文学部・1 年 /世帯年収:わからない /授業料免
除:申請しなかった /住居:実家 /退学について:考えない）
●学費補助金関係の簡単なセミナーなどはあるのか、どうすれば良いのか（京都芸術大学 芸術学部・1 年 /世帯年
収:270 万～380 万円 /授業料免除:申請しなかった /住居:一人暮らし /退学について:考えない;やめないが休学を検
討）
●大学生全員に、無条件で給付金を配ってほしい。（中央大学 文学部・1 年 /世帯年収:500 万～600 万円 /授業料
免除:申請しようとしてシミュレーターをかけたら対象外だったため申請しなかった /住居:実家 /退学について:考
えない）
●命にかかわるので困窮している人へはなるべく早く給付金を届けてほしい。エッセンシャルワーカーへの支援金を
ケチらないでほしい。全体として国の経済を回復させることも重要だが、その国、社会を構成するのは個人一人一人
に他ならないということも忘れないで、特に生活の厳しい人への支援を惜しまないでほしい。行政の最前線で働く人
を大切に扱ってほしい。（中央大学 法学部・1 年 /世帯年収:600 万～800 万円 /授業料免除:申請しなかった /住居:
実家 /退学について:無回答）
●対面授業や大学外での体験学習を支援してくれるような対策をしてほしい（中央大学 文学部・1 年 /世帯年収:わ
からない /授業料免除:授業料免除・給付型奨学金を受けている（全額免除） /住居:実家 /退学について:考えない）
●小中高、専門、会社は通常なのに大学生だけずっと自粛しているにも関わらず、学費を減らさないのはどうなのか
と思う。せめて大学に行ったことのない一年生だけでも対面授業を増やし、同じ学部の人と交流する機会を設けてほ
しい。（中央大学 文学部・1 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /退学について:考
えない）
●自身が全てオンライン授業なため、学費が減らない理由がわからず、何に使われているかを具体的に知りたいです。
本来の設備の光熱費などは軽減されているのではと思うのですが、何故学費はそのままなのでしょうか。（和光大学
現代人間学部・1 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /退学について:考えない）
●施設費の減額、（中央大学 文学部・1 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:授業料免除・給付型奨学金を受けて
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いる（全額免除） /住居:実家 /退学について:考えない）
●お金を払ってまで受けたいという授業はオンラインの今、限りなく 0 に近い。急に学費を半分にするのは難しいの
だろうが、正直この 1 年を振り返って半分でも払いすぎだと思うレベルではある。少しでも学費を返してほしい。
（中
央大学 法学部・1 年 /世帯年収:800 万～1000 万円 /授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /退学について:考えな
い）
●早く大学に行きたい（中央大学 文学部・2 年 /世帯年収:380 万～500 万円 /授業料免除:申請しなかった /住居:実
家 /退学について:少し考える）
●対面授業が行われないのなら授業料を減らしてほしい。（中央大学 文学部・2 年 /世帯年収:わからない /授業料
免除:申請しなかった /住居:一人暮らし /退学について:考えない）
●オンラインで行う就活に対するサポートの強化（和光大学 現代人間学部・2 年 /世帯年収:わからない /授業料免
除:申請しなかった /住居:実家 /退学について:考えない）
●コロナの人数が一定数以上いるので、対面授業を増やして欲しいというよりかは、施設費を減らして欲しい。政府
も個人への給付金もそうだが、施設費の援助などをしてほしい。（中央大学 法学部・1 年 /世帯年収:わからない /
授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /退学について:考えない）
●学校施設を使用できていない中、普段プラスオンライン授業で費用がかかっている面を配慮してほしい。（和光大
学 現代人間学部・1 年 /世帯年収:無回答 /授業料免除:無回答 /住居:一人暮らしを中断し帰省中 /退学について:無
回答）
●コロナ で親の収入の先行きが不安である。大学には行けているが厳しい状態である。授業料を減額して欲しい。
（中央大学 文学部・2 年 /世帯年収:270 万円未満 /授業料免除:授業料免除・給付型奨学金を受けている（2/3 免除）
/住居:実家 /退学について:少し考える;大学院に進学するか悩んでいる）
●大学に対して、授業の質を担保してほしい（中央大学 法学部・2 年 /世帯年収:800 万～1000 万円 /授業料免除:
申請しなかった /住居:一人暮らし /退学について:考えない）
●学費をもっと返してほしい（東洋英和女学院大学 人間科学部・4 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しな
かった /住居:実家 /退学について:考えない）
●今の感染状況を考えると、すべて対面授業で行うのは現実的ではないと思う。今後もオンライン授業が継続される
のであれば、どういった成績評価方法なのか、どのような形で授業が行われるのかを可能な限り早い段階で、はっき
りと示してほしい。先生によってばらばらで、特に成績評価についてあいまいな状態では不安が大きい。また、パソ
コンやスマートフォンなどを使わなければできない課題が多く、目の疲労や頭痛が増えた。他の方法での課題も行っ
て両立させてほしい。（中央大学 法学部・1 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /
退学について:考えない）
●留学生にサポートすくない。（東洋大学 国際学部・4 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかった /住
居:一人暮らし /退学について:少し考える;やめないが休学を検討）
●学費の半減を行うべき。（亜細亜大学 法学部・2 年 /世帯年収:270 万円未満 /授業料免除:申請しようとしてシミ
ュレーターをかけたら対象外だったため申請しなかった /住居:実家 /退学について:考えない）
●学費を負担してほしい。オンライン化に伴い（対面であれば生じなかった）出費が増えたのに補償がないので立ち
行かない。親の年収を問わず補償してほしい。（関西学院大学 社会学研究科・院生 /世帯年収:1000 万円以上 /授業
料免除:申請しなかった /住居:一人暮らし /退学について:やめないが休学を検討）
●国家試験を受けられない心配をしたくない（東京慈恵会医科大学 医学部・6 年 /世帯年収:1000 万円以上 /授業料
免除:申請しなかった /住居:実家 /退学について:考えない）
●給付金ください（中央大学 文学部・1 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /退学に
ついて:考えない）
●課題の量を減らし、自主学習や自分の自由に使える時間を確保できるようにしてほしい（立教大学 理学部・1 年 /
世帯年収:わからない /授業料免除:授業料免除・給付型奨学金を受けている（2/3 免除） /住居:実家 /退学について:
考えない）
●オンライン授業にするのは良いが授業の質を上げてほしい。（中央大学 経済学部・3 年 /世帯年収:800 万～1000
万円 /授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /退学について:考えない）
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●サークル活動の一部解禁（中央大学 法学部・3 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかった /住居:実家
/退学について:考えない）
●とにかく学費が高いので学費を安くして欲しいです。（中央大学 法学部・2 年 /世帯年収:わからない /授業料免
除:申請しなかった /住居:一人暮らしを中断し帰省中 /退学について:少し考える）
●学費が高いなぁとは感じます。また施設は維持するだけでお金がかかるのは分かりますが、使用できないのにお金
ばかりかかるのはとても苦しいです。（中央大学 法学部・1 年 /世帯年収:無回答 /授業料免除:申請しなかった /住
居:実家 /退学について:考えない）
●自分は奨学金をもらう予定でしたが、韓国のソウルで勉強しているので、奨学金ををもらう資格を失いました。 で
も、日本に家が契約されているので、一ヶ月ごとに生活費が日本に出ます。 このような状況では日本にいない学生
にも EJU 奨学金を支援しなければならないと思います。（中央大学 法学部・1 年 /世帯年収:わからない /授業料免
除:申請しようとしてシミュレーターをかけたら対象外だったため申請しなかった /住居:実家 /退学について:考え
ない）
●学生を支援してほしい（東京大学 工学部・2 年 /世帯年収:500 万～600 万円 /授業料免除:申請しなかった /住居:
寮 /退学について:考えない）
●貧しい大学生のために、学費をほぼゼロにして欲しい。（東京女子大学 現代教養学部・2 年 /世帯年収:800 万～
1000 万円 /授業料免除:申請しなかった /住居:一人暮らしを中断し帰省中 /退学について:考えない）
●・生活費や学費に困っている学生のために、厳しくない条件のうえ、もっと支援策をたててほしい。・GoTo トラ
ベルを中断して、感染を広げない努力を徹底してほしい。（和光大学 現代人間学部・3 年 /世帯年収:270 万～380
万円 /授業料免除:申請しなかった /住居:実家 /退学について:考えない）
●東京で一人暮らしをしていたが、コロナウイルス感染拡大を機に、実家に帰省。最初は不安だったが、帰省を機に
地元の良さを十分に感じることが出来た。毎朝、通学時間もないし弁当も準備しなくて済む。また、私は一人暮らし
で精神的に辛い思いをしていた。友達では埋めることが出来ない心の傷があったのだろう。家族という存在がどれほ
ど大切か、身に染みた。下宿先の家賃はそのままで親には申し訳ないが、向こうでの生活費が浮いた。東京は店が多
く、無駄なもの買ってしまう癖があったので、癖を無くす良い機会となった。東京は感染者が多く、東京には戻りた
くない。春から対面が増えるというが、また感染が増え、オンラインとなればまた自粛し、親が遥々迎えに来て、実
家に戻るはめになる。対面の授業に行きたい生徒、様々な事情を抱え対面は避けたい人、それぞれが自由な選択が出
来る仕組みになってほしい。私は地元について卒論を書くつもりだし、就職も地元を考えているので、出来るだけ地
元にいたい。むやみな移動は地元の取材先や企業、また家族、近所の方々に不快を感じさせるだろうから。実際にウ
イルスを持ち運んだら、、、？監視が強い田舎社会、心無い張り紙が為されることも。アンケートの趣旨に沿わない
意見にはなるが、個人的にはオンラインが続いてくれれば嬉しい。周りは自分と似たような人間が多いのか、いや上
級生で授業が少ない&人間関係がある程度構築されているからか、むしろオンラインには賛成している人が多い印象。
このアンケートが、苦境に立たされている学生のもとへもっともっと届けば良いと思う。（私立大学 現代教養学部・
3 年 /世帯年収:1000 万円以上 /授業料免除:申請しなかった /住居:一人暮らしを中断し帰省中 /退学について:考え
ない）
●対面授業を開始して欲しい（新潟大学 法・1 年 /世帯年収:270 万～380 万円 /授業料免除:授業料免除・給付型奨
学金を受けている（1/3 免除） /住居:一人暮らし /退学について:考えない）
●通学にかかるお金を少しでも補助してほしい。大学に行かない日と行く日があり買い方が難しく勿体ない。オンラ
イン授業で対面授業と同じ質で行えているとは思えないし、学費がどこに消えているのかはっきり知りたい。学費を
返して欲しい。（聖隷クリストファー大学 看護学部・2 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかった /住
居:実家 /退学について:考えない）
●図書館で勉強してるできるように、換気をしながら図書館を自由に利用できるようにしてほしいです。勉強する場
所がほしいです。本で調べながら勉強したいので、来館予約して制限時間内に本を借りて帰るのだけでは厳しいです。
（東京女子大学 現代教養学部・3 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しようとしてシミュレーターをかけた
ら対象外だったため申請しなかった /住居:一人暮らし /退学について:少し考える;大学院に進学するか悩んでいる）
●対面授業を多くしてほしい（和光大学 現代人間学部・1 年 /世帯年収:わからない /授業料免除:申請しなかった /
住居:実家 /退学について:考えない）
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