
コロナ禍における学生生活実態調査 報告書

学生支援委員会

趣旨
４月以降新型コロナウイルス感染拡大防止対策の中で、１学期の授業期間が
終了する。４月以降の学生の生活実態を把握し、２学期以降の学生支援の対策
に向けた基礎資料となるデータを収集することを目的に、調査を実施する。

調査時期
令和２年８月24日（月）～９月18日（金）

調査内容
①基本属性
②学生生活に関する不安や困っていること
③相談相手や友人について
④健康状態について
⑤食生活について

⑥サークル活動について
⑦経済生活の実態
⑧キャリア形成・就職について
⑨大学からの情報入手方法について
⑩自由記述
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学部
集計結果

学部

学部別回収率

学年別回収率

対象および回収数

回答者数 回答率 現員

１年 802 72.32% 1,109

２年 693 60.31% 1,149

３年 654 57.27% 1,142

４年 547 41.22% 1,327

５年 25 23.36% 107

６年 14 10.69% 131

学

部

５２.６３％　　学部　５５．１％

対象者

対象人数 ５,４５９名　　学部　４，９６５名

学部学生（全学部・全学年）・大学院生（全専攻・全学年）

回答数

回答率

２,８７３件　　学部　２，７３５名
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学部
１学期は、主にどこで生活していましたか？
（該当するものを１つ選んでください。）

N=2735

学部
１学期中に、学生生活で不安なことや困ったことの上位３つを教えてください。
第１位
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学部第２位

学部第３位
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学部

第１位

第２位

第３位

学部
１学期中の相談相手や友人についてお尋ねします。

（１）不安なことや困ったことがあったときに相談できる相手がいましたか？
（該当するものを１つ選んでください。）

（２）相談相手は誰でしたか？（いる場合、該当するものを選んでください。/複数回答可）N=2179
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学部
（３）学内にいつでも無料で相談できる仕組み（アドバイザー教員、学生何でも相談室、保健管理センター、
インクルージョン支援推進室）があるのを知っていましたか？
（該当するものを１つ選んでください。）

学部
１学期中の心身の健康状態についてお尋ねします。

（１）昨年度同期間と比較して身体的健康の状況を教えてください。（該当するものを１つ選んでください。）

（２）昨年度同期間と比較して精神的健康の状況を教えてください。（該当するものを１つ選んでください。）
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学部

昨年度同期間と比較して食生活の質や回数は変わりましたか？（該当するものを１つ選んでください。）

１学期中の食生活についてお尋ねします。

学部

（１）部活・サークル・その他の課外活動へ加入していますか？
（該当するものを１つ選んでください。）

（２）部活・サークル・その他の課外活動に関する情報はどのような方法で入手していますか？
（該当するものを選んでください。/複数回答可）

サークル活動等についてお尋ねします。（１年生のみ対象）

N=798

N=798
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学部
部活・サークル・その他の課外活動への加入や活動に関して不安なことや
困っていることがあれば教えてください。（自由記述）

１年生に対して、課外活動の加入や活動に関して不安なこ
とや困っていることを尋ねた自由記述からは、「情報が得
られない」や「時機を逸したのでどうしたら良いかわから
ない」という回答が多くみられた。

また、少数ではあるが、「感染リスクの不安がある」と
いった記述も見られた。

学部
サークル活動等についてお尋ねします。（２年生以上で加入している者対象）

今年度の部活・サークル・その他の課外活動に関して困っていることは、どんなことですか？
（該当するものを選んでください。/複数回答可）

N=1933
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学部部活・サークル・その他の課外活動への加入や活動に関して不安なことや
困っていることがあれば教えてください。（自由記述）

２年生以上に対して、課外活動の加入や活動に関して不安な
ことや困っていることを尋ねた自由記述では「新入部員が確
保できない」という記述が最も多かった。

また、「ノウハウが継承できない」「活動場所が確保できな
い」という課外活動の継続に関する上級生ならではの悩みも
みられた。

学部
（１）実家（主たる生計維持者）の収入は新型コロナウイルスの感染拡大の影響で変化しましたか？
（該当するものを１つ選んでください。）

（２）生活費（学費は除く）の月額は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で変化しましたか？
（該当するものを１つ選んでください。）

経済状況についてお尋ねします。
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学部
（３）仕送り（月額）は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で変化しましたか？
（該当するものを１つ選んでください。）

（４）アルバイト収入（月額）は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で変化しましたか？
（該当するものを１つ選んでください。）

学部
（５）高知大学緊急学生支援金の支給を受けた人にお尋ねします。
高知大学緊急学生支援金は何に利用していますか？（該当するものを選んでください。/複数回答可）

N=532
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学部
（６）国の「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』の支給を受けた人にお尋ねします。

国の「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』は何に利用していますか？
（該当するものを選んでください。/複数回答可）

N=459

学部キャリア形成、就職についてお尋ねします。
（１）新型コロナウイルスの感染拡大は自身のキャリア形成や就職にどの程度影響があると思いますか?
（該当するものを１つ選んでください。）

（２）新型コロナウイルスの感染拡大は学生一般のキャリア形成や就職にどのような影響があると思います
か?（特に影響が大きいと思うこと上位３つを選んでください。）
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学部（３）新型コロナウィルスの感染拡大で、自身のキャリア形成や進路に関する不安は変化しましたか?
（該当するものを１つ選んでください。）

（４）現段階での進路希望を教えてください。（該当するものを１つ選んでください。）

学部

（５）現在、高知大学の就職室にて、オンラインの就職支援が受けられることを知っていますか?
（該当するものを１つ選んでください。）
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学部高知大学の情報をどのような方法で入手していますか?
（該当するものを選んでください。/複数回答可）

N=2735

学部
新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けている現在の生活について思って
いることを何でも自由に記述してください。
（１）【日常生活に関すること】

１年生( N= 150 )

１年生の特徴は、「友達」というキーワードが多数みられたことである。
オンライン授業のみでキャンパスに来られなかったことで、友人関係を構築できて
いないことがわかった。今後、新しく友人を作ることができるのか不安に感じてい
る学生も多い。
また、慣れない一人暮らしで不規則な生活になったり、食生活の乱れから体調不良
を訴える記述もみられた。

一方で、ZOOMを使った交流で同学部の友人を作ることができたり、先輩や同級生と
の交流が少しできたというような記述もみられた。
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学部

２年生（ N=109 )・３年生（ N=110 ）

２年生・３年生の記述内容の特徴は、昨年までの大学生活と比較して現状に対す
る不満や不安を記述していたことである。
友人と会う機会が減ったことによる不安や人と会えないといったネットワークの
断絶による孤独感を訴える記述、アルバイト収入が減少したことによる経済的な
不安や生活リズムの乱れによる健康状態の悪化や精神状態・心理状態の悪化に関
する記述もみられた。

また、図書館や食堂など大学の施設が利用できないことへの不満や利用開始を望
む記述がみられたのもこの学年の特徴である。

学部

４年生（ N=58 ）

４年生の特徴は、就職に関する記述が多くみられたことである。
自由に就職活動ができないことへの不満を抱えている学生が一定数いた。アルバ
イト収入の減少による経済状況の悪化と学業の両立について不安を感じている学
生もいた。
また、人と会う機会が減ったことに関する不満が多くみられるとともに、外出制
限へのストレスを感じているという記述が多くみられたのも４年生の特徴である。
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学部
新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けている現在の生活について思っていることを何でも自由に
記述してください。

（２）【その他】
１年生（ N=46 )
人間関係や教員とのコミュニケーション手段をまだしっかりと構築出来ていないことへの不安が見
受けられた。また対面授業が始まることでコロナウィルス感染のリスクや人に感染させてしまうこ
とへの不安などに関する記述があり、オンライン継続を希望する声もあった。

２年生（ N=46 )
漠然とした不安や授業料の減額や国の支援を要求する記述もみられた。

３年生（ N=49 )
就職活動への不安の記述が多くみられる。インターンシップの機会の減少や採用数の減少などが主
な不安となっている。また留学などの活動ができないことにも不安を感じている学生が見受けられ
た。

４年生（ N=31 )
就職活動に関する不安や卒業論文の作成・卒業できるか不安という声がみられた。
アルバイト収入が減少したことによる経済的な不安を訴える記述もみられた。
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大学院
集計結果

大学院

課程等別回収率

学年別回収率

対象および回収数

回答者数 回答率 現員

修士課程 113 38.18% 296

教職実践高度化専攻 14 51.85% 27

博士課程 11 6.43% 171

所属課程等
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大学院
１学期は、主にどこで生活していましたか？
（該当するものを１つ選んでください。）

N=138

大学院
１学期中に、学生生活で不安なことや困ったことの上位３つを教えてください。

第１位
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大学院
第２位

大学院
第３位
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大学院

第１位

第２位

第３位

大学院
１学期中の相談相手や友人についてお尋ねします。

（１）不安なことや困ったことがあったときに相談できる相手がいましたか？
（該当するものを１つ選んでください。）

（２）相談相手は誰でしたか？（いる場合、該当するものを選んでください。/複数回答可）N=110
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大学院
（３）学内にいつでも無料で相談できる仕組み（アドバイザー教員、学生何でも相談室、保健管理センター、
インクルージョン支援推進室）があるのを知っていましたか？
（該当するものを１つ選んでください。）

大学院
１学期中の心身の健康状態についてお尋ねします。

（１）昨年度同期間と比較して身体的健康の状況を教えてください。（該当するものを１つ選んでください。）

（２）昨年度同期間と比較して精神的健康の状況を教えてください。（該当するものを１つ選んでください。）
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大学院

昨年度同期間と比較して食生活の質や回数は変わりましたか？（該当するものを１つ選んでください。）

１学期中の食生活についてお尋ねします。

大学院
サークル活動等についてお尋ねします。（２年生以上で加入している者対象）
今年度の部活・サークル・その他の課外活動に関して困っていることは、どんなことですか？
（該当するものを選んでください。/複数回答可）

N=16
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大学院

部活・サークル・その他の課外活動への加入や活動に関して不安なことや
困っていることがあれば教えてください。（自由記述）

大学院生は部活・サークルへの加入者が少なく、回答が少な
かったが、「再開できていない」「部室の使用に関する制限
が厳しい」という課外活動の再開・継続に関する悩みがみら
れた。

大学院
（１）実家（主たる生計維持者）の収入は新型コロナウイルスの感染拡大の影響で変化しましたか？
（該当するものを１つ選んでください。）

（２）生活費（学費は除く）の月額は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で変化しましたか？
（該当するものを１つ選んでください。）

経済状況についてお尋ねします。
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大学院
（３）仕送り（月額）は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で変化しましたか？
（該当するものを１つ選んでください。）

（４）アルバイト収入（月額）は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で変化しましたか？
（該当するものを１つ選んでください。）

大学院
（５）高知大学緊急学生支援金の支給を受けた人にお尋ねします。
高知大学緊急学生支援金は何に利用していますか？（該当するものを選んでください。/複数回答可）

N=23
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大学院
（６）国の「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』の支給を受けた人にお尋ねします。

国の「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』は何に利用していますか？
（該当するものを選んでください。/複数回答可）

N=18

大学院キャリア形成、就職についてお尋ねします。
（１）新型コロナウイルスの感染拡大は自身のキャリア形成や就職にどの程度影響があると思いますか?
（該当するものを１つ選んでください。）

（２）新型コロナウイルスの感染拡大は学生一般のキャリア形成や就職にどのような影響があると思います
か?（特に影響が大きいと思うこと上位３つを選んでください。）
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大学院（３）新型コロナウィルスの感染拡大で、自身のキャリア形成や進路に関する不安は変化しましたか?
（該当するものを１つ選んでください。）

（４）現段階での進路希望を教えてください。（該当するものを１つ選んでください。）

大学院

（５）現在、高知大学の就職室にて、オンラインの就職支援が受けられることを知っていますか?
（該当するものを１つ選んでください。）
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大学院高知大学の情報をどのような方法で入手していますか?
（該当するものを選んでください。/複数回答可）

N=138

大学院

新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けている現在の生活について思って
いることを何でも自由に記述してください。

（１）【日常生活に関すること】

大学院生( N= 12 )

経済的な不安を訴える記述が多くみられた。
また、人と会う機会が減り、ストレスが溜まったことによる心身の不調を訴
える記述も見受けられた。
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大学院

新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けている現在の生活について思っていることを何でも自由に
記述してください。

（２）【その他】

大学院生（ N= 6 )

修学支援や授業、就職活動支援について不満があり、支援の充実を要求する
記述がみられた。
また、人との繋がりが希薄になったことを不満に感じるといった記述もみら
れた。
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