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１．はじめに 

新型コロナウイルスへの対応で日本中が混乱する中、大学生の生活も大きく変容しています。 

私たち大学生協は、今後の大学生活のありようや大学生協として取り組むべきテーマを具体

化するために、4月に「緊急！大学生・院生アンケート」に取り組み、学部生 35,000名・大学

院生 1,700 名を超える方からご協力いただきました。4 月アンケートを通じて学部生・院生の

中でも、特に留学生は日本人学生とは異なる生活状況や心境であることが伺えました。 

そこで、留学生の状況と心境の変化を把握するために、5 月に実施した「緊急アンケート」

では留学生向けのアンケートも実施し、174 名の方からご協力いただいております。アンケー

ト結果を公表することにより、この状況下にある留学生への理解を深めていただき、今後の大

学生活の向上につながることを願っています。 

 

２．アンケートの概要 

このアンケートは、全国大学生協連、２つの大学生協事業連合、各大学生協のホームページ

や、生協利用者へ拡散を呼びかけて募集した Webアンケートです。調査対象は全国の留学生で、

調査期間は 5/20（水）～5/30（土）です。 

 

・調査方法 Web 調査（大学生協ホームページや生協利用者へ拡散をよびかけて回答を募集） 

・調査対象 全国の留学生 

・調査期間 5/20（水）～5/30（土） 

・回収数   留学生 174回答 

・アンケート結果についての注意点 

※匿名性による学生以外の回答や複数回答、不適当な回答などの可能性があります。 

※「学生の消費生活に関する実態調査」や「保護者に聞く新入生調査」の調査方法（全国大学生協連会員

生協の組合員から無作為に調査対象を抽出）と異なり、回答数の多い大学や学年があるなど、アンケー

ト結果の代表性は明らかにできません。 

 

３．大学生向けアンケートの自由記入欄に寄せられた声 

（1）アルバイトによる収入が減少し、経済的な不安を抱える留学生が非常に多いです。 

家計収入が減ったと答える留学生は全体の 6割を超えています。 

自由記入からは収入の減少や学業継続できるか分からない不安が多くみられます。 

【自由記入欄より】 

 高校生に英語を教えるバイトをしているので、休校が長く続いていた中、バイトのシ

フトも全くなくなりました。(国立大学・修士課程・マレーシア出身) 

 学費の延納を申請していますが、生活費が少なくなっているため、先行き不安です。

(私立大学・学部生・中国出身) 

 自立しているので アルバイトからのお金はもうほとんど入って無くて、生活さえ出

来なくなる。(私立大学・学部生・中国出身) 

 The shop I work closed from mid-April until June. It doesn’t change my lifestyle 

drastically but is a change in my income and have to do some cut outs in the future 



to keep up living in Japan in a long term. (国立大学・修士課程・ベネズエラ出身) 

 My part-time job is 模擬試験の採点 for high school students and it is required to 

work together with other students. Because of the COVID-19, all the jobs were 

cancelled and now I lost my income. (国立大学・修士課程・タイ出身) 

 I worked as Tour Guider (only for tourist from Indonesia) to sightseeing Tokyo and 

surrounding area. Due to travel and tourism activity restriction, all travel was 

cancelled. Thereby, there is no travel or tourism activity till now. (国立大学・修士課

程・インドネシア出身) 

 I used to work as a hotel housekeeper. Now, there is no way but to quit and wait till 

situation gets better. (国立大学・修士課程・モンゴル出身) 

 Because now I'm spending my own savings (not from parents) staying in Japan for 

studying but when class turns online, I can't go to university to consult about 

scholarship or part time jobs. I'm just afraid if I will run out of money before 

graduate. (国立大学・修士課程・タイ出身) 

 I am master degree student, I came back to visit my parents in my home country 

during semester break in early March but before my return flight later in March, 

the airline carrier stopped their operation and now I am stranded outside Japan 

due to the covid-19 lockdown and travel ban by Japan which is making me depressed 

as I am in between my master's and pursuing research which is being disturbed. 

Also, I have to pay house rent, utility bills, health insurance even by not being there 

in Japan. (国立大学・修士課程・パキスタン出身) 

 I am very worried as i now have no source of income. Also, the parent’s income has 

reduced significantly. With no part time job, I cannot concentrate on my studies. (国

立大学・修士課程・インド出身) 

 I quit my previous part-time job just before COVID-19 and now I am not sure if I 

can find a new one. (国立大学・修士課程・エストニア出身) 

 I relied on MEXT scholarship to support my study here. I'm not sure how I could 

support myself after September because I would not be receiving any financial aids. 

I'm hoping to find a part-time job. (国立大学・学部生・マレーシア出身) 

 My parent’s income has decreased. I also have to move from the dorm to an 

apartment in August which will mean increase in monthly expenses. I am worried 

about causing financial stress to my family. (国立大学・学部生・インドネシア出身) 

 

（2）一部の留学生からは、新型コロナウイルス感染症の拡大をめぐって、 

   差別的な取り扱いや不利益扱いを受けたと感じる声が寄せられました。 

【自由記入欄より】 

 Japanese universities' staff and teachers are still unwilling to use English, and 

some of them still have a negative attitude towards foreign students. (国立大学・博

士課程・タイ出身) 

 I am no suffering discrimination but I just noticed that people tend to watch me 

with more attention than before. (国立大学・交換留学生・フランス出身) 

 I had allergic coughs (got better by allergy medicines), but others discriminated me 

as A Corona patient. (国立大学・博士課程・イラン出身) 

 No more than usual, but some Chinese friends have faced more discrimination than 

usual. (国立大学・博士課程・イギリス出身) 



 I went for a walk with a friend. We sat outside in an area for rest with benches. 

Other Japanese people were also sitting and talking in groups of 2 or 3. But one 

Japanese lady came only to us (foreigners), she was not even wearing a mask, and 

told that we should not be sitting and talking because of social distancing.  She 

only said it to us (the foreigners) and was not very polite. She did not say anything 

to the Japanese people that were resting. And she was also sitting there eating. 

Somehow, we seem to be the trouble. (国立大学・修士課程・ブルガリア出身) 

 I wish that the 100,000JPY money that was supposed to be given for the residents 

in Japan is not divided only for the top 30% of foreign students. I think the logic is 

that usually the worse our grade is, the less money we have and the more aid we 

need. (国立大学・学部生・インドネシア出身) 

 There's something that keeps making me anxious. University informed me that the 

dorm I applied will be automatically canceled if I cannot check in before Sep. 1st. I 

know that the university is doing its best under this situation. However, I don't 

know the exact time when I can enter Japan cut my passport and visa are staying 

in embassy for over 3 months and still got nothing about the information of coming 

policies. I want to make it on time to check in. In this situation, it seems that I'm 

gonna losing my dorm. (国立大学・修士課程・中国出身) 

 差別ではないかもしれないが、3 月末に熱が 4 日間続いたにもかかわらずコロナの検

査を受けることができなかった。また、市の帰国者センターとの電話が繋がらず、自宅

療養をするしかなかった。また、コロナが流行る前からやっていたアルバイトをビザ

更新が遅くなったことでやめることになったが、人員削減の話が出ていたこともあっ

たので外国人でバイト生の自分が真っ先に切られたのではないかという疑問もある。

実際、私がやめた後に他のアルバイト生もやめることになり、正社員しか残っていな

いこともあるので疑問が残る。(国立大学・学部生・韓国出身) 

 

（3）留学生への十分な情報提供や就学・研究機会の担保や配慮がされていないと 

感じる声が多く寄せられました。 

【自由記入欄より】 

 I couldn't have enough information about job to choose and to work perfectly. (国立

大学・学部生・ベトナム出身) 

 My professor doesn't give me guidelines and doesn't reply emails unless I email him 

twice. (国立大学・修士課程・ブルガリア出身) 

 The Covid change the perspective in a lot of things. I was thinking on getting a job 

after my master but doing job hunting was harder than I expected with the whole 

covid confusion. Now I’m planning to stay longer in Japan but I might have to do it 

privately finding my life here and it takes preparation and I feel anxious about it. 

(国立大学・修士課程・ベネズエラ出身) 

 Since my Japanese is not perfect, and all the events are canceled, I do not know how 

to start job hunting, and cannot ask for help from my lab mates! (国立大学・博士課

程・イラン出身) 

 I don’t understand Japanese system for job hunting and Iran hard to get advice from 

home. I rely on friends but sometimes their advice it’s not enough. (国立大学・修士

課程・ベネズエラ出身) 

 レポートが多すぎて、日本にいないので、先生や友達に聞くチャンスもないし、時間も



足りない。(国立大学・学部生・マレーシア出身) 

 課題の大半がレポート形式になったので日本語でレポートを書かなきゃいけないこと

に対する負担。(国立大学・学部生・韓国出身) 

 コロナで景気が悪くなり、私は日本で仕事したいですが、留学生を採用してくれる企

業が一気に少なくなり、とても厳しい状況です。(私立大学・学部生・中国出身) 

 


