
ID 都道府県 年齢 子の学年 続柄 不安、悩み

1 富山県 40代 専門2年; 母親

あしなが育英会さんのご支援もあり、お陰さまで、子どもの夢である、介護福祉士の専門学校に進む事が出来て

おります。本当にありがとうございます。終わりの見えないコロナ禍やウクライナ情勢で、家庭の生活は、かな

り厳しくなっております。ガソリン代、灯油代高騰や、日常生活に置ける日用品等まで高騰となっている中、私

の体調不良により、正社員では働けず、アルバイトとして働いておりますが、時給も据え置きで、尚且、会社の

経費削減で、働ける日数が減っているのが現状です。子どももアルバイトをして、生活を助けて貰っております

が、私の身体の事もあり、これからの生活が安定するのか、とても不安でなりません。遺族年金も減額されて、

本当に生活は厳しい状態です。

2 埼玉県 40代
高校2年

（同上）;
母親

仕事がパートなので雇用が不安定な立場で毎日不安です。死別後に落ち着いたら正規雇用の職に就きたいと思っ

ていましたが、すぐにコロナ禍となり、心因性のPTSDを発症してしまい、心のバランスを取りながらの生活は、

金銭面だけではなく、多くの場面で大変苦しいと感じています。子どもの心をケアしてあげられないことが1番心

に引っかかりがあります。

3 佐賀県 40代
高校2年

（同上）;
父親

コロナの影響で自営業の状況が思わしくないです。

さらにガソリンや食品の値上げで家計収支の悪化が続いている状態です。

贅沢をガマンするというレベルでは解決困難です。

おつとめ品、特売品などで対処は元々やっています。

たとえば食事を１日１回は食パン２枚のみとするなどしています。

栄養状態がよくないことはわかっています。

肉、野菜、フルーツなどをカゴ一杯に買ってみたいですね。

4 愛知県 40代
高校2年

（同上）;
母親

身体が不自由な夫は思うように働けず、ますます月給が削られてしまいました。

「働かせてもらえているだけマシ」とは思いますが、加えて私(母)の職場が10月からパートの社会保険加入で働く

のにリミットがついてしまいます。

周りでは、高くなっていく商品は目につきますが、安くなっている商品とはなかなかお目にかかれません。

息子に不自由な生活や介護は出来るだけさせたくない、学校生活を満喫してもらいたい、というのが私の考えで

すが、どうしても負担をかけてしまっているのが現状です。

私が倒れてしまっては生活が成り立たないので、なんとかやっていこうと思っています。

あしながさんには大変感謝しています。

5 大阪府 50代 大学4年; 母親
物価値上がりがきついです。自分が食べずとも息子に食べさせなきゃと思います。大学やめなきゃという試練に

ぶつかり悩んでいます。自身の病院や手術を先送りにしなきゃいけないこともつらいです。

6 鹿児島県 40代
高校3年

（同上）;
母親

我が家にとってウクライナ問題は決して他人事では無く感じています。

それは、身内にという訳ではなくてその問題によって自分達の生活必需品が高騰し、今まで買えていた物が買え

なくなったり、勉強道具、服等今まで以上に生活に困る場面も増えたからです。

その時々に家族で話し合ったり、折り合いを付けながら生活していますが、ウクライナの方々の今置かれている現

状と比べたら我慢したり、生活を切り詰めなければと言う思いで現在まで生活しています。

7 東京都 50代 大学4年; 母親

色々な物が値上がりして家計を圧迫している上に

自分の癌の再発がわかりお先真っ暗です。

息子は元気に学業、アルバイトに励んでいます。

息子の将来だけが希望のひかりです。

8 大阪府 40代 大学2年; 母親

夫婦共に働き、娘本人もアルバイトをして交通費等にあてていますが、 私の職場も輸入している商品があり、輸

入困難になっている為、提供販売ができない事、それにより仕事が減り収入が落ちている事、主人も心臓の持病

もあり季節の変わり目には体調を崩しやすく、仕事にも影響がでております。更にコロナの影響で残業カット等

があり、生活が困難な状況が続いております。また娘のアルバイトも飲食店である為、時短営業にもなり収入が

落ちています。共存していく生活に限界を感じながら、日々過ごしておりますが見通しが早くつく事を祈るばかり

9 東京都 50代
高校2年

（同上）;
父親

全ての物が値上がりしていますが、このご時世で給与が上がっても数千円。子ども達も年々食べる量が増えるの

で大変です。お米は安いものを買っていましたが人間少しずつ贅沢になっていくものです。そこで本当に美味し

くないお米を5kg買って食べてもらいました。そして今までの安いお米でも美味しい！と幸せを感じるようにする

などの工夫をしています。本当はもっともっと美味しいものを食べさせてあげたいのですがこれが精一杯です。

高校生は毎日お弁当なので冷凍食品が値上がりすると痛いです。

あしなが奨学生保護者 値上げラッシュの影響 緊急アンケート調査 回答抜粋



10 大阪府 40代
高校3年

（同上）;
母親

精神疾患を患っているので働けない日が多く給料が減り、ますます日常生活が苦しい日々です。市役所に生活保

護の相談もしに行きました。

息子は美容師を目指していて専門学校に通うことを考えていましたが、経済的に苦しいことを知っているので就職

して通信教育に変えようと考えているようです。行きたい道に進めてあげれない自分が悔しいです。

11 京都府 50代 大学3年; 母親

娘が大学生なのですが、コロナ禍でアルバイトに入れる日数も減り、授業もオンラインばかりでモチベーション

も上がらずの日々を過ごしていましたが、この春から1年間休学することになりました。4回生になりますと、就職

活動のために殆どアルバイトに入れなくなるため、この1年間、休学して学費や下宿費用のために掛け持ちでアル

バイトをすることに決めました。

母親である私も難病を患っており、尚且つ下肢障害があるのですが、週に2回のパートも1回に減らされ、ここ２

年は 入浴も週に一度、食事は一日に食パン一枚とバナナ1本のみ、という日々が続いています。お金の事で何度

も娘と喧嘩になり、情け無い思いでいっぱいです。死んでしまいたい衝動に駆られることも何度もありました

が、やはり娘が無事に社会人になるまでは死んでも死にきれません。なぜこんな病気や障害を背負ってしまった

のか、なぜこんなに食べることに苦労しなくてはならないのか、生きている意味はあるのか、そんなことばかり

を考えてしまいます。今はただ、休学した娘が無事に次年度 復学してくれることを祈るのみです。

12 京都府 60代 大学4年; 母親

60歳になり、給料が半減しました。夫が亡くなってから働き出した非正規雇用。元々低賃金なのに、です。就活

でバイトにも行けない子どものためにも、ダブルワークを始めています。一昔前まえなら、60歳になったら、引

退でした。私はまだまだ働かなくてはなりません。

コロナ禍や戦争の影響で物価は上がり、本当に苦しく、辛いです。今は、国の施策も非課税世帯にばかりです

が、非課税世帯だけが困っているわけじゃない。生活保護の人が給付金までもらえて、命を削って頑張って頑

張って働いている人が、税金だけ上がっていくのは、本当にやりきれないです。光が見えません。

13 香川県 40代

高校4年

（同上）;

専門2年;

母親

貯金ができていない状況で、昨今の物価上昇になり途方に暮れています。家計簿や通帳を見るとため息しか出ま

せん。

なんとか出費を削ろうと私だけ1日1食にしたりする日もありますが、貧血になってしまい病院でお薬を貰って本

末転倒です。

子供の学校では今もコロナ感染者が次々に出ていてうちはいつかと震えています。

経済も疫病も、終わりが見えないのがとても辛いです。

14 愛知県 40代
高校2年

（同上）;
母親 どうこれ以上節約して過ごせばよいかわかりません。日々、節約しているので。

15 宮崎県 50代

高校2年

（同上）;

専門1年;

母親

あしなが育英会様からの奨学金で、子供の夢に迷うことなく突き進んでおります。本当に感謝しております。あり

がとうございます。

コロナで、障害者１級、要介護５で施設に入居しております夫の面会は病院の付き添いがあるときのみです。人

との接触もあり、夫と会えるのは嬉しいのですが、病院でしか会えない、病気で治療の為に来てる方ばかりの中

の面会なので、車いすを斜めに倒して寝かせて、あまり会話をすることもなく一ヶ月から２ヶ月に一回位、夫の

病院の付き添いをしております。

可愛そうですが、一緒になって病んでいると子供が道に迷います。強く生きるしかなく、ため息も出ますが、た

だ強い気持ちを持って今年の１月から始めたパートの仕事。やっと３ヶ月がたち、仕事も随分覚えて精神的にも

楽になりました。田舎ですから、軽自動車での移動です。専門学校の送迎、通勤、買い物、夫の洗濯物やおむつ

の引取搬入とガソリンも高く、無駄に動かないようにしておりますが、田舎での自動車は贅沢品ではなく、必需

品なので、もとの１２０円台のガソリン価格にならないかと、願ってます。

物が壊され、人が殺されたり、怪我をしたりと、ウクライナの戦争が早く終結して、ロシアに制裁を与えてほし

いと心から思ってます。誰のための戦争なのかと。コロナで世界が大変な時なのに、なぜ戦争をするのかと。

オリンピックもあったのに、何でと。

物価も値上げばかりで。

兄の専門学校は、始まったばかりで

あと一年もすると、何か悩みとかわかると思います。自宅生で、お弁当も作り、バイトもしてもらってます。弟

は、寮生活で、こちらも

育英会様からの奨学金のおかげで、生活させて頂いております。こちらも、これからが遠征とか修学旅行とか出

てきて、奨学金で回せるのかとか、今からの数ヶ月でわかるかと思います。



16 愛知県 40代
高校2年

（同上）;
母親

コロナで勤務時間の変動が激しく月の収入が安定しないことに不安があり、そんな気持ちがついつい日常生活で

イライラしてしまうことが増えました。

またウクライナとロシア問題でガソリンの値上がりや生活費の値上がりで今までも節約していたがもうこれ以上の節

約は無理という気持ちです。

子どもたちに貧しい思いはさせたくないと思っていてもそんなわけにはいかなくなるのかなと思っています。

17 滋賀県 50代 大学3年; 母親

仕事を増やさざるを得ず、家に帰って寝るだけの日が続きます。大学生の娘は、2時間近くかけて大学へ通学し、

晩ごはんの拵えをし、バイトもしています。

美大ということもあり課題も多い中、随分と負担をかけていることを申し訳なく思います。就活も視野に入れな

ければならない時期ですので、せめて家事の負担を減らしてあげたいのですが、親子3人の生活を考えると難しい

のが現実です。

18 熊本県 50代 大学2年; 母親

コロナ禍3年、何もかも悪循環です。

パートからアルバイトになり仕事のシフトも減り給料も減額、生活費は変わらずと言うよりもガソリン代含め高くなって毎

月毎月火の車です。

大学に通わなければまだ負担も軽くなるかとよぎった時もありました。

臨時給付金も一時的なお金ですので、直ぐになくなります。

子育て世帯には優遇されておりますが、

毎月でも国から給付してもらえれば助かります。

19 千葉県 50代 大学4年; 母親
経済的に切り詰めた生活をしています。具体的には最近ですと、300円がなく在学証明書が取れなかったから明日

はバス代から用立てるなど、ギリギリやりくりをしています。奨学金のおかげで在学できています。感謝していま

20 東京都 30代
高校2年

（同上）;
母親

精神障害者手帳２級を保持しており、奨学金で子供の高校の資金を賄っております。医師の診断も就労困難とさ

れており、このコロナ禍でなかなか仕事先もなく、精神的にも追い詰められています。お母さん相談室の方と電

話予約はしましたが、子供が家にいて電話ができず、お話が出来ませんでした。大変申し訳ございません。

生活は困窮しており、実家が近いだけで生活保護は受給させてもらえません。 母子手当とフードバンクで生活し

ていて私はほとんど食事をしません。

フードバンクもこの前終わってしまいさらに困窮しております。

どうにか打開策をと日々色々としておりますが、全くなく途方に暮れている毎日です。

21 東京都 50代

高校2年

（同上）;

専門3年

またはそ

れ以上;

母親

コロナは十分注意していましたが、4月9日に次男が罹患してしまいました。15日の3回目ワクチン接種を目前にし

てです。息子が罹患してみて尚、経済を圧迫されて生きて行けるか強い不安を感じました 。家庭内感染を防ぐた

めに衛生用品(アルコールスプレーを玄関・トイレ・お風呂・台所などや使い捨てビニール手袋、食事も家庭内感

染しないように、体力をつける為の食材を買いました)などにも凄いお金がかかりました。私が基礎疾患を持って

いるのでうつったら「死」も身近に感じられ精神的にもやられました。長男や次男、私の食材の確保にも苦労し

割高になり苦しかったですし、今も苦しいです。ウクライナの方は命からがら大変な思いをしていますし、物価

高は仕方ないと心から思っています。でも実情はこのまま何もかも値段が上がって行ったら暮らしていけるかも

正直不安で仕方ありません。今はジリジリと節約を重ねながら生き長らえるか毎日精神的に追い詰められながら

22 兵庫県 60代 大学2年; 母親
ウクライナの国の方を思えば、寝て起きて、次の朝が迎えられる事だけで感謝です。しかし、現実は、コロナ禍に、

追い討ちをかけるように、ウクライナ情勢の悪化、2つの仕事と家事にと、ボロ雑巾のように働く毎日です。



23 兵庫県 50代 大学3年; 母親

いつもご支援頂き有難うございます。親子ともども心より感謝しております。

主人の残してくれた仕事を引き継ぎいでおりましたが、景気の低迷や追い打ちをかけるコロナ、と難しい状況が

続き困難となり、２年前から非正規の事務職をしています。 先が見えない状況で、この２月からは事務職の仕事

が終わった、

夕方～深夜まで、週に４日～５日ほど別の非正規の事務職を始め、日々を過ごすのがいっぱいです。

地方ですので、

働けるところがあるのは有難いことですが、時給の非正規かつ時短ですので保障もなく私に何かあればすぐに無

給になってしまうので、常に心には不安がいっぱいです。

(コロナに感染したら？ 別の病気にかかったら？ 事故にあったら？ 等)

後、車がないと生活しづらい地方で通勤に運転しておりますが、ガソリン代が高騰し、その他食料品や日用品も価

格が上がり、なんとか節約、切り詰めるよう日々考えて努力しています。(限界に近いですが…)

子供も、いろいろ掛け持ちでバイト先を登録しており協力してくれてますが、コロナ等でなかなか思うよに入れな

いようです。

授業も部活(体育会系)もありますし、教職も取れるよう頑張っておりますので、経済的なことで、それらに支障を

きたしてもらっては本末転倒ですので、親の私がそこに関してはいつも不安に思っているところです。心は常にザ

ワザワし、落ち着くことはありません。

６ の問いに協力させて頂きたいのはやまやまですが、親子共に主人(父親)が亡くなった事を心の中でまだ受け止

めれてない部分と言うかそういう所があり、これを書いている今も、涙が出ています。まわりに悟られないよ

う、明るく振る舞ってはおりますが(特に子供に)、

子供は私に悟られないように気を遣っているのが分かります。

私が精神的にもっともっと強くなれる様に努力します。

24 兵庫県 50代
高校2年

（同上）;
母親

新学期に入り奥歯の痛みがあると言うので歯科に行きましたが、歯は悪くはないとの事で三叉神経痛等他の病気

かもしれないとの事で紹介状をもらい総合病院に行きました。レントゲン・ＣＴでも原因がわからず、その間に

痛みは強く奥歯から前歯に移ったので、ＭＲＩの検査も受けました。口腔外科、精神科、脳神経外科と受診をし

ても、はっきりと答えが出ず、気にしなくていいと言っても娘は検査代等を気にしていました。ＭＲＩでも異常

が無かったことで、精神科お薬をもらう事となり、今は症状も落ち着いています。

クラス替えも終わりホッとしていた時期なので、何がストレスになっていたのか本人にもわからなかったのです

が、その頃に大学受験の話をしていて、通いたい私立の大学はあるけど金銭的に無理なんだろ、結局は通える範

囲の国公立を目指さないとダメなんだろと、一人で考えていたようなのでその事がストレスになったのかと思いま

す。

中学の時と違い、高校生になってからは医療費の補助もなくなったので、今回のように突発的に病気になった時

の医療費の増加などは経済的につらいですし、また大きな病気だったらどうしよう・・・と心配でも相談できる

25 大阪府 40代

高校2年

（同上）;

大学2年;

母親
仕事が忙しくなり帰宅時間が遅いため、子供の夕食時間が23時頃になっている。当然就寝時間も遅く睡眠時間も

短い。自分もここ3年ほど睡眠時間は3～5時間になっている。

26 石川県 50代

高校3年

（同上）;

大学2年;

母親

お世話になります。日常的には、ガソリン代の上昇により、ますます必要以上に外出しなくなりました。食費も

かさむので、カイワレ大根やジャガイモなど、野菜を食べた時に残りを土に植えて、再利用するようにしています。食費

を抑えるために、食事の量も減りました。昨年から雨漏りするのですが、経済的に苦しいのでそのまま生活しています。

キッチンの蛇口もしかりで、生活をすることで精いっぱいなので、家の修繕費まで手が回らない状態です。子供たちが成

人するまで、なんとかもたせたいと思っています。



27 奈良県 50代 大学2年; 母親

　経済的には既に諦めて自制するしかないと子供にも自分にも言い聞かせて日々不安の中過ごしています。生きる

しかない、その為には仕事をしなければならない、なのに、就活を来年に控える子供にとって先の不安は大きい

と思われます。CAまたは国際関係業務に就く希望を抱き大学に進学したものの、暗雲の中初年度が終わりまし

た。留学を強く望んでアルバイトに励み、奨学金と併せて貯金を続けていますが、コロナ禍により留学が中止と

なったままです。留学はおろか、海外での課外活動や研修など、元来企画されていた物事の多くが消滅延期と

なっており、期待通りにいかない絶望の中、それでも就学出来ることが有難い、と本人は喜んで通学しています。

　障害のある親として、仕事も出来ず、ただ見守る事しかできないのが何より辛いのですが、子を見習い、めげ

ず、親子協力して将来を見据えようと思います。今は我慢の時です。子供が先を開いてくれると信じています。

　とは言え、最近は感染状況がおさまり、このゴールデンウィークは久々に世間は賑やかです。ニュースなどで

旅行の様子や娯楽の様子を見るにつけ、我が家は寸分の余裕もないのに羨ましい限り、と、嘆く私を子供が慰め

てくれる日々です。

　ご支援には本当に救われております。おかげさまで、人並みに子供を大学に通わせる事ができている事が、こ

の今、唯一の私の支えです。感謝いたします。ありがとうございます。

28 兵庫県 50代 大学1年; 母親

経済的責任を果たすことで精一杯な毎日です。思春期の娘たちには母は疎ましい存在のようで虚しいです。娘た

ちがいつか結婚して新しい家族を持ってくれるまで頑張るのが夫が亡くなった後の自分の使命と思ってますが、

正直はやく自分の人生が終わればいいのにと悲観して生きています。夫が亡くなってもうすぐ5年ですが子供の成

長につれて孤独感は増しています。ひとりでも生きていかないといけないのはわかっていて自分だけが大変なわけ

ではないと言い聞かせて日々暮らしています。何かの役にたてれば嬉しい気持ちになるので仕事は問題なくでき

ています。でも喪失感から立ち直るのは難しいです。あしなが奨学生の親のみなさんはどうされているのかと気

になります。

29 福島県 40代

大学5年

またはそ

れ以上;

母親

いつもお世話になりありがとうございます。

獣医学部5年になりましたが、コロナの影響でアルバイトも出来ず、また十分な仕送りも出来ないため、23歳の息

子ですが体重が45キロしかない状態になってしまいました。

ゴールデンウィークのニュースなども拝見しますが、旅行や外食の機会もなく○○クーポンなどのお金を自由に使

える方限定の割引制度に不満を感じます。できるなら大学生の毎月の生活に補填して欲しいです。

様々なものが値上がりし、自分の日々の生活も苦しいです。｢低所得の子供は低学歴｣になってしまうことを危惧

し、必死にどうにか生きています。

30 大分県 50代 専門2年; 母親

あしなが様の御支援にいつも感謝しております。

この子の上に二人の姉がいます。二人とも大学を出て、就職もし、自立してます。なので、一番下の子どもにな

るため、私の年齢も高く、体にあちこち支障がでてきて、病院通いをしながら、パート勤務をしています。収入

も少なく、病院代もかかり、毎月苦しい生活を送っています。

その中で、ガソリンの高騰、食料品、生活用品の値上げ..どうやって食べていけばよいのか？？本当に火の車で

す。自分の化粧品、服もこの何年間は買えないです。田舎の為、車がないと生活できず。学費は給付型奨学金と

あしなが様でどうにかなりますが、他の文具、通学費、少しばかりのおこずかい..子どもの学校は片道一時間ほど

かかるため、平日の帰宅は早くて19:00前になり土曜日まで授業があり、その日の復習、予習で夜中まで勉強して

いて

バイトをしたら勉強する時間が取れないのでバイトができない状況。本人が頑張っているので、今のところは

トップの成績をとっています。国家試験に受かって、就職することを第一目標にしてもらっています。本人もうち

の家計を分かってくれていて、無駄遣いせず、ほとんど遊びに行かず、頑張ってくれています。

本当にこんな親元に産まれてきたことに申し訳なさを毎日感じながら

一日、一日をとにかく健康でいてほしい。そして、どうやって食べてさせるか？それだけを考えながら生きてい

ます。生活が苦しいからなりたいことを諦めて、働けば？というのを聞くこともあります。あしなが様のおかげ

で学費ができ、本人が夢を諦めずに勉強できていること。本当に感謝しております。

31 茨城県 50代 短大2年; 母親

お米を買うのも大変な状況で、コロナ禍で休校になり仕事にも行けず毎日が必死で、洋服や日常品もなかなか

買ってあげられないし、ガソリンは上がるし灯油は、高いから寒くても我慢していました。

とにかく何でもかんでもが値上がりで、一家心中した方がいいのかまで思いました。

32 宮城県 50代
大学1年;

大学4年;
父親

前から普通の生活が厳しい中、身の丈に合ったら生活をしているが、どんどん厳しいさが増している。正直1日3食

できていない、食事の回数が1日2食から1食の時もあります。なんとか白湯などで満たしているが辛い。生活費の

事が頭から離れず、不安で眠れない。何をすれば良いかわかりません。子供に申し訳なく思います。疲れた。



33 埼玉県 50代
高校3年

（同上）;
母親

コロナがかなり身近になり、仕事場も常に緊張感持っており、フルで出勤する立場としては、仕事だけでなく、家でのやるべ
き事も手抜きもできず、体力も、精神的にもただただしんどいです。　うまく言い表せないですが、1人でやりくり、主人とは元

気で一緒に子育てをやりたかった、いつも、そう考えてしまいます。でも、現実、旅立ってしまったのだから、頑張るし

かないです。

34 東京都 60代 大学2年; 父親

コロナ禍の影響はこの先も続くと思われ、レストラン勤務の収入はかなり厳しい状態です。昨年年収も今年も50

万程度で両脚不自由で長時間立っても座ってもいられない為60歳の私には転職も厳しい状態です。おまけに最近

ウクライナ情勢で全ての物の値上げで食生活も更に厳しい状況となりました。娘に小遣いがあげられない為アル

バイトのし過ぎで学業に影響してないかが心配です。


