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「5月実施 緊急！大学生・院生向けアンケート」留学生集計結果報告 

全国大学生活協同組合連合会 

広報調査部 

 

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。 
 



21. Term of your study in Japan/留学期間

22. Your home country or region/出身国または地域

23. Your sex/性別

Less than 3 months / 3か月以内 3

4

18

3 months - half a year / 3か月～半年

1 year / 1年

2 years / 2年 45

3-4 years / 3~4年 73

More than 4 years / 4年以上 31

174回答者数

Male / 男性 77

Female / 女性 94

Non-binary / それ以外 1

Prefer not to say / 答えない 2

【May 2020】 International Students Survey on COVID-19 
【5月実施】緊急︕留学生向けアンケート　調査結果

回答者数　174

全国大学生協連　広報調査部

20. Your course/所属している課程を教えてください

0Preparation / 準備期間

Undergraduate course /　学部課程 83

Graduate course (Master) /　修士課程 45

38Graduate course (Ph.D.) /　博士課程

その他 8



24. Where do you live now?/現在の居住形態について教えてください

25. Have you changed your plan about housing due to COVID-19?/新型コロナウィルスにより、住
居に関して予定の変更がありましたか︖

26. Do you have any changes in your plans for study in Japan？/あなたの留学計画に変更はありま
したか︖

Rental housing / 賃貸住宅 123

Dormitory / 学生寮 43

House of relatives / 親戚の家 1

Home staying / ホームステイ 2

その他 5

I moved to a house of my relatives or those who take 
care of me from my rental housing or dormitory / 賃
貸住宅や寮から、親戚や世話をしてくれる人の家に移った

3

I couldn't find housing / 住居を見つけられなかった 4

8

1

152

I temporarily returned to my home country / 
一時帰国した
I stopped coming to Japan before arrival  /　
来日前で、来日を中止した
None / 特になし

その他 6

I have to suspend my study in Japan /留学を　4
中断せざるを得ない 
I have finished my study in Japan, but I’m unable 
to go back to my country / 留学を終えたが、帰国で
きないでいる

1

I have to stay in Japan longer than my plan / 
留学期間が延びる

16

2

141

I have not arrived in Japan and my study in 
Japan was postponed　/ 来日前で、来日は延
期した
None / 特になし
その他 10



27. Your Japanese language skills in reading and writing/日本語能力(読み書き）

28. Your Japanese language skills in speaking and listening/日本語能力(会話）

29. Do you know someone who is reliable when you are in trouble?/困ったときに頼れる人はいます
か︖

I can take classes and seminars in Japanese 
comfortably /日本語での講義や演習を不自由なく受講できる 74

I can read and write in Japanese in daily situations 
(social media, application sheets, street signs etc.), but 
taking classes in Japanese is difficult / 日常生活（SNS、
街中の文字や書類など）は読み書きできるが、日本語の講義
は不自由を感じる

51

I feel inconvenient in daily situ…situations / 日常生活で
も、不自由を感じる

36

I can’t read and write in Japanese at all / 全く読み書きが
できない

13

I can take classes and seminars in Japanese comfortably / 
日本語での講義や演習を不自由なく受講できる 63

I can speak and understand Ja…Japanese in daily 
situations (chatting with friends, store staffs, etc.), but 
taking classes in Japanese is difficult / 日常生活での会話
（友達、店員などと）はできるが、日本語の講義は不自由を感
じる

72

I feel inconvenient in daily situations / 日常生活でも、不
自由を感じる

30

I can’t speak and understand Japanese at all / まったく話し
たり、聞いたりできない

9

Yes / はい 130

No, but I want one　/ いないが、欲しい 28

4No, I don't want one / いないし、欲しいとは思わない

I don't know / 何とも言えない 12



30. If you know someone who is reliable, who is that person? (Multiple answers allowed )/頼れる人が
いる場合、どういった人ですか︖(複数回答可）

31. [For new international students only] Are you going to join in club or circle activities?/(新入留学生
向け）クラブやサークル活動に参加したいですか︖

Academic supervisor / 指導教員 75

Lab associates /　研究室の仲間 32

Friends / 友達 115

Boyfriend or girlfriend / 恋人 35

Parents / 保護者 44

Brothers and sisters / 兄弟姉妹 14

8Part-time job colleagues / アルバイトの仲間

Counselor / カウンセラー 6

13University Counseling Room / 大学のカウンセリ
ングルーム

その他 9

Yes, I’ve already joined one / はい、すでに加入しました 16

I chose one, but haven’t joined it　/決めましたが、まだ参
加していません 13

Yes, but I haven't chosen yet / 加入したいですが、まだ決
めていません

29

52No, I'm not / いいえ、参加の意思はありません

その他 5



32. [For new international students only] Do you have enough information about club and circle
activities?/（新入留学生）クラブ・サークル活動について、十分な情報がありますか︖

33. What kind of friends do you have in your university? (Multiple answers allowed)/大学にどのよう
な友達がいますか?(複数回答可）

34. Do you think you have enough friends in your university?/あなたは大学に十分友達がいると思い
ますか

Yes. / はい。 20

No, mainly because of language barrier / いい
え、主に言語上の理由で 14

I have information, but I think it is not enough / 
情報は手に入るが、十分とは言えない

33

20

14

No, not at all / 全く情報が手に入らない

I'm not interested / 興味はない

その他 1

Friends from my country / 同じ出身国の友達              120

Friends from different country(except Japan) / 異なる
出身国の友達（日本以外）

111

Japanese friends / 日本人の友達 93

Yes / はい 50

I have some friends, but I want more / 友達はいるが、 95
もっとほしい
No, not at all / 友達が全くいない    29



35. How are your tuition fees paid? (Multiple answers allowed)/学費はどのように支払っているか教
えてください（複数回答可）

36. Your family's income/あなたの家族の収入は

My parents pay all / 保護者が全額支払っている 48

I owe a student loan / 奨学金を借りている 5

I receive a scholarship (includes MEXT, 
government-paid) / 奨学金を受け取っている
（国費留学生を含む）

72

I pay for it with my income of part-time job / 
アルバイト収入を活用している

17

26I applied for a tuition exemption / 学費免除を
申し込んでいる
その他 6

Will seriously decrease / Have seriously 
decreased /大きく減少する/ 減少した

35

77Will decrease / Have decreased / 減少する / 減

35
少した
Does not change / 変わらない

Will increase / Have increased /増加する/増
加した

0

0Will increase greatly / Have increased greatly/

21
大きく増加する/増加した
I don't know / わからない

I don't want to answer / 答えたくない 6



37. Do you have part-time job?/アルバイトをしていますか︖

38. [For part-time workers] Please tell us about your problems and difficulties about part-time Job./ア
ルバイトをしている人に聞きます。アルバイトに関して悩みや困っていることを教えてください

39. Please tell us about your anxiety in your financial situation freely./あなたの経済的不安につい
て、自由に述べてください

40. Have you received any kinds of aid from your home country? (From government or civil
organizations)/あなたの母国から、何かしらの支援がありましたか︖(政府または民間機関から）

Yes, and I’m working as usual /　していて、通常
通りシフトに入れている

10

Yes, but I’m working shorter hours  / しているが、
シフトにあまり入れなくなった

45

I did, but I quit the job for personal reasons / し
ていたが、個人的理由でやめることになった

24

19

69

I did, but I had to quit the job due to my 
employer’s reasons /　していたが、雇い主の都合で
やめることになった
No, I do not work / していない

その他 7

43

65

27

24

116

4

Yes (financial aid) / はい（経済的支援）

Yes (other kinds of aid) / はい（その他の支援）

No / いいえ

I don't know / よくわからない

その他 0

回答者数

回答者数



41. Are you satisfied with your home country's financial aid?/母国からの支援に満足していますか︖

42. Are you satisfied with the Japanese government's policy regarding COVID-19?/日本の新型コロナ
ウィルスに対する政策に満足していますか︖

Very satisfied / とても満足 9

Satisfied / 満足 33

Somewhat satisfied / 少し満足 34

Not satisfied / 不満 74

Very satisfied / とても満足 9

Satisfied / 満足 58

Somewhat satisfied / 少し満足 66

Not satisfied / 不満 38



43. How long do you spend your time for these activities in a day?現在の1日の時間の使い方の大枠
を教えてください

0min. Within 30 min. Within 1 hour Within 2 hours Within 5 hours 5 hours or more

Participation in classes / 授業の受講

Reserch activities / 研究活動

Studying for major subjects / 専門・専攻の課題・勉強

Self-learning & studying for qualifications / 自主学習・
資格の学習

Reading books / 読書

Surfing social media sites / SNS

Playing video games / ゲーム

Watching YouTube, TV, movies / テレビ・映画・YouTubeを
見る

Doing Other hobbies / その他の趣味

Doing part-time job / アルバイト

Exercising / 運動

Sleeping / 睡眠

Others / その他



44. Which are you?/あてはまるのはどちらですか︖

45. Please tell us about your university's policy for classes./あなたの大学の授業方針を教えてくださ
い（学部生回答用）

47. Please tell us about the method of your online classes. (Multiple answers allowed)./オンライン
授業の方法について教えてください。 （複数回答可）

Enrolled in undergraduate / 学部に在籍している 88

Enrolled in graduate school / 大学院に在籍している 86

2

84

1

0

Mainly normal classes in classrooms / 主に教室での通常の
授業
Mainly online classes / 主にオンラインでの授業

There are no classes to take / 取るべき授業はない

Most of classes are cancelled /ほとんどの授業が休講　  　

その他 0

46. Please tell us about your university's policy for classes./あなたの大学の授業方針を教えてくださ
い（院生回答用）

Mainly normal classes in classrooms / 主に教室での        0
通常の授業
Mainly online classes / 主にオンラインでの授業  63 

There are no classes to take / 取るべき授業はない 18

 Most of classes are cancelled /ほとんどの授業が休講  1

その他 4

On-demand type 1 (using video materials) / オンデマン
ド型１（動画教材活用）

100

On-demand type 2 (using text materials <other than 
videos>) / オンデマンド型２（テキスト教材活用〈動画以外〉）

69

Simultaneous interactive type (students and teachers 
face each other) / 同時双方向型（学生と教員が顔を合わせ
るスタイル）

110

3There are no online classes / オンライン授業はない

その他 1



48. In what medium do you take online classes? (Multiple answers allowed)/オンライン授業は、ど
の「媒体」で受講していますか

49. Please tell us about your internet environment for online classes./オンライン授業の「通信
環境」について教えてください

50. Please tell us about the internet connection for online classes./オンライン授業の「通信状態」
について教えてください

Computer / パソコンで受講 112

Tablet / タブレットで受講 6

Smartphone, and it is enough  to take classes / 
スマートフォンで受講していて十分受講できている

1

Smartphone, but I feel the need for a 
computer / スマートフォンで受講しているがパソコンの
必要性を感じる

3

Computer and tablet / パソコンとタブレットを併用
して受講

9

Computer and smartphone / パソコンとスマート
フォンを併用して受講

17

Tablet and smartphone / タブレットとスマートフォン
を併用して受講

1

2No online classes / オンライン授業はない

その他 1

119

17

4

8

Wi-Fi with provider contract at home 
(boarding house) / 自宅(下宿)等のプロバイダ契約
のWi-Fi
Mobile Wi-Fi (pocket Wi-Fi) / モバイルWi-Fi（ポ
ケットWi-Fi）
There is no Wi-Fi, so I use cellular data  for 
smartphones  / Wi-Fi環境がなくスマートフォン等
のデータ通信
Free Wi-Fi near my home (boarding house) / 
自宅(下宿)近隣の無料Wi-Fi
I haven't received anything /全く受信できていな
い

0

0There are no online classes / 取るべき授業はない

その他 2

I can take classes without stress / ストレスなく受講できている 61

Sometimes there is interruption / 時々途切れることがある 72

15

0

There are many interruptions and I feel stress / かなり
途切れ、ストレスを感じる
There are no online classes / オンライン授業はない

その他 1



51. Which method do you think you can learn better in online classes?/オンライン授業はどの方法
がよりよく学べると思いますか︖

52. Are assignments given in online classes?/オンライン授業で「課題」は提示されていますか︖

53. Is there any feedback from the lecture regarding the submitted work?/提出課題について、先
生からの「フィードバック」はありますか︖

Using a computer / パソコンで受講 111

Using a tablet / タブレットで受講 2

Using a smartphone / スマートフォンで受講 2

It depends on the characteristics of the class / 授業の特
性によって異なるため1つには選べない

32

I don't understand because I haven't attended any 
classes / 受講していないのでわからない

2

Yes, in all classes / すべての授業である 84

50Yes, in many classes / 多くの授業である

Not many / あまり出していない 13

There are no online classes / オンライン授業はない 2

Yes, in all classes / 全ての授業である 31

57

56

Yes, in many classes / 多くの授業である

Not many / あまりない

Not at all / 全くない 4



54. Please tell us the place where you are conducting your research activities that is closest to the
current situation./研究活動を進めている場所について、現在の状況に最も近いものを教えてく
ださい

55. Please tell us what applies to your research activities. (multiple answers allowed)/研究活動の進
め方について、当てはまるものを教えてください(複数回答可）

56. Please tell us about the method of your lab or seminar meetings./研究室やゼミのミーティン
グはどのような「形態」で開催していますか

Laboratory (need to go) / 研究室（行く必要がある）16

Laboratory (free access) / 研究室（出入りは自由） 8

Home or boarding house (free access) / 在宅・下
宿（出入りは自由）

30

51Staying at home or boarding …house(access to 
the laboratory is prohibited in principle) / 在宅・下
宿（研究室の出入りが原則禁止されている
Library etc. / 図書館等 0

61I am enrolled in undergraduate / 私は学部生です

その他 1

50

20

Experiments and practical training at universities 
and research institutes / 大学・研究所での実験・
実習
Field survey / 野外調査

Literature survey / 文献調査 63

Interview survey / questionnaire survey / 聞き取り
調査・アンケート調査

26

6

27

On-site training / on-the-job training / 現場研
修・実地研修

Simulation / シミュレーション

その他 7

Face-to-face (go to university) / 対面（大学に行って）での
開催

6

99

28

Online (not going to university) / オンライン（大学には行か
ない）での開催

No meeting / ミーティングはない

その他 2



57. In what “medium” do you attend the lab and seminar meetings? (multiple answers allowed)/研
究室やゼミのミーティングは、どの「媒体」で参加していますか︖（複数回答可）

58. Please tell us about the internet connection for lab and seminar meetings./研究室やゼミの
「通信状態」について教えてください

59. Please tell us about the status of academic conference and your participation most recently./学
会の開催状況および参加状況について、現在のあなたに近いものを教えてください

Computer / パソコンで受講 83

Tablet / タブレットで受講 6

Smartphone, and it is enough …to attend 
meeting. / スマートフォンで受講していて十分受講でき
ている

2

Smartphone, but I feel the need for a computer / 
スマートフォンで受講しているがパソコンの必要性を感じる

3

Computer and tablet / パソコンとタブレットを併用し
て受講

9

Computer and smartphone / パソコンとスマートフォ
ンを併用して受講

13

Tablet and smartphone / タブレットとスマートフォンを
併用して受講

1

16No online meeting / オンライン授業はない

その他 2

I can attend meetings without stress / ストレスなく受講できて
いる

55

Sometimes there is interruption / 時々途切れることがある 44

There are many interruption and I feel stress / かなり途切
れ、ストレスを感じる

10

16There are no online meetings / オンラインでのミーティング参加
はない
その他 0

The academic conference that was scheduled 
has already been canceled / 参加予定であった学会
がすでに中止になった

40

The academic conference will be held, but I’m 
considering my participation in view of the risk 
of infection spread / 開催される予定だが感染拡大
リスクを考えて参加は検討中

10

The academic conference will …not participate 
due to the risk of infection spread / 開催されるが
感染拡大リスクを考えて参加しない

3

I will participate as it will be held / 開催される予
定で参加する

19

I will not participate due to changes in my 
research progress / 研究進捗に変化があり参加しない

8

I have no plan to participate / 参加予定はもともとな
かった

48



60. [For those who do research activities] How is your research activity going on?/ （研究活動をさ
れている方へ）研究活動の状況はどうですか︖

61. Please tell us your problems and difficulties related to classes and research activities./授業や
研究活動に関しての悩みや困っていることを教えてください

62. How do you feel about job-hunting or entering graduate school?/就活や大学院進学についてど
う感じていますか︖

63. Please describe your anxiety in your job-hunting or enrolling in graduate school./今後の進路（就
職・進学等）に関して不安なことを教えてください

64. Are there any changes in your diet and eating habits with the COVID-19 pandemic?/新型コロナ
ウィルス流行に伴って、食事環境・食生活についてどのような変化がありましたか︖

I do my research as usual / 通常通り   31 

Due to the restriction of using facilities, I have difficulty
 in my research / 施設の利用制限により、研究活動に支障   46
が出ている 
Due to the difficulty in gathering people, I have 
difficulty in my research / 人を集めることが難しいので、研   14
究活動に支障が出ている 
I have difficulty in my research because of other   10
 reasons / 他の理由で、研究活動に支障が出ている
その他   8

44

Very anxious / とても心配 54

Anxious / 心配 43

I don't know / わからない 32

Not anxious / 心配はない 14

Not anxious at all / まったく心配はない 6

50

91

回答者数

回答者数

回答者数



65. Where do you usually eat each of there meals?/食事の場所は︖

66. How much is the average daily food cost?/平均的な1日の食費はいくらですか︖

Breakfast Brunch Lunch Snack Dinner Late-evening meal

University cafeteria / 大学の食堂

Dorm / 寮

Eat-in corners in convenience store or supermarket / 
コンビニやスーパーのイートインスペース

Fast food / ファストフード

Home / 家

I don't eat / たべない

Less than 500 yen / 500円以下 13

Less than 700 yen / 700円以下 30

Less than 900 yen / 900円以下 29

Less than 1,100 yen / 1,100円以下 42

Less than 1,300 yen / 1,300円以下 12

Less than 1,500 yen / 1,500円以下 27

1,500 yen or more / 1,500円以上 16



67. Your food expenses have.../あなたの食費は︖

68. Please tell us about your diet problem. (Multiple answers allowed)/食生活の不安を教えてくださ
い(複数回答可）

Increased / 増えた 49

Not changed / 変わらない 46

Decreased / 減った 57

I don't know / わからない 17

I feel it is a poorly-balanced diet / 栄養バランス
が悪いと思う

65

I don't have enough money for meal / 食事にか
ける十分なお金がない

29

I don't have much appetite / 食欲がない 23

40

44

I eat fewer vegetables / 野菜を食べなくなった

I got fat / 体重が増えた

I lost weight / 体重が減った 21

Less communication while eating / 食事中のコ
ミュニケーションが減った

38

38

27

Lacking ingredients from my home country /
母国の食材が手に入らなくなった

None / 不安はない

その他 3



69. Are you worried about your recent physical condition? (Multiple answers allowed)/最近の体調で
気になることはありますか︖(複数回答可）

15

23

26

39

53

More prone to stomachache and diarrhea / 頭
腹痛・下痢になりやすい

Constipation / 便秘

Rough skin / 肌あれ

Stiff shoulder / 肩こり

Eye fatigue / 目の疲れ

Fatigue / だるさ 46

59I have low energy / やるきが起きない

Nausea / 吐き気 6

6

5

13

1

Numbness of limbs / 手足のしびれ

Cold / 寒気

Dizzy / めまい

Wobble / ふらつき

Hot flashes / のぼせ・ほてり 3

7

46

84

Palpitation, shortness of breath / 動悸・息切れ

Frustrating / イライラする

I feel stressed / ストレスを感じる

No / 特に問題なし 42



70. Please tell us about all of the specific actions you have taken to prevent infection and spread of
infection of COVID-19. (Multiple answers allowed )/「感染予防と拡大防止の行動」について具体的
に取り組んでいることをすべて教えてください（複数回答可）

71. Please tell us your worries and anxieties about your daily life due to the spread of this infectious
disease./この感染症の拡大によって、「日常生活」に関する悩んでいることや不安なことを教えて
ください

Washing hands carefully / よく手を洗う 151

Disinfect hands carefully / 手をよく消毒する 112

Measure body temperature daily / 日常的に体
温を測る

30

If I feel unwell, I stay at home  and rest / 体調
が悪い時は、家にいて休む

78

Wearing a mask when going out / 外出すると
きには、マスクを着用する

148

61Keep a balanced diet / 栄養バランスのよい食事を
する
Get enough sleep / 十分な睡眠をとる 83

Keep myself active / 適度に体を動かす 68

Avoid going out unnecessarily / 不要不急の外
出を控える

137

Do not gather with multiple people / 複数人で
集まらない

119

Do not eat out with multiple people / 複数人
で外食しない

110

Keep a record of daily activities / 日々の行動を
記録する

20

3Not taking measures / 対策をしていない

Other / その他 5

43回答者数



72. In which language do you mainly get information about COVID-19?/新型コロナウィルスについ
ての情報は主にどの言語で得ていますか︖

73. Do you think you are well-informed of the Japanese government policy for COVID-19?/あなたは
日本政府の新型コロナウィルスに対する政策をよく理解していると思いますか︖

74. Do you think you are well-informed of the policy of local government for COVID-19?/あなたは地
方自治体の新型コロナウィルスに対する政策をよく理解していると思いますか︖

Japanese / 日本語 57

English / 英語 67

Chinese / 中国語 26

Korean / 韓国語 7

Arabic / アラビア語 1

French / フランス語 2

Spanish / スペイン語 0

Vietnamese / ベトナム語 5

その他 3

36Yes, enough / はい、十分わかっていると思います。

Yes / はい。 75

No, not so much / いいえ、あまりわかっていないと思います。 52

No, not at all / いいえ、全くわかりません。 5

33Yes, enough / はい、十分わかっていると思います。

Yes / はい。 67

No, not so much / いいえ、あまりわかっていないと思います。 54

No, not at all / いいえ、全くわかりません。 13



75. Do you think you are well-informed of the policy of your university for COVID-19?/あなたは大学
の新型コロナウィルスに対する政策をよく理解していると思いますか︖

76. What kind of information do you need more in your daily life?/どのような情報が不足していると
思いますか︖

77. Please tell us if you have suffered discrimination in relation to COVID-19./新型コロナウィルスに
関連して、何らかの差別的な対応を受けたことがあれば、教えてください

78. Please tell us if you have anything to convey to the university./大学に対して伝えたいことがあれ
ば教えてください

79. Please tell us if you have anything to convey to tell to the university co-op./大学生協に対して伝
えたいことがあれば教えてください

63Yes, enough / はい、十分わかっていると思います。

Yes / はい。 87

No, not so much / いいえ、あまりわかっていないと思います。 15

No, not at all / いいえ、全くわかりません。 2

About financial aid / 経済的な支援について 86

About classes, course etc, / 授業について 24

About infection control measures / 感染防止対策について 16

24About activity restriction policy / 活動制限について

その他 5

34回答者数

41

26

回答者数

回答者数

80. Please tell us if you have anything to convey to society or to the country./社会・国に対して伝え
たいことがあれば教えてください

81. Please give a message to your fellow international students/全国の留学生の仲間にメッセージを
お願いします

33

171

回答者数

回答者数


	名称未設定



