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長引くコロナの影響 高校奨学生保護者調査 2021 
 

一般財団法人あしなが育英会 

2021年10月 

〈回答にあたってのご説明〉 

 
１．このアンケート調査は、長引く「コロナ禍」の中で、高校奨学生とその保護者の

みなさまがどのような生活を送られているのかを知るため、あしなが育英会が実施

するものです。 

２．このアンケート調査には、あしなが育英会高校奨学生の保護者の方がお答えくだ

さい。 

３．各質問を読み、下の選択肢からあてはまる番号を選んでください。 

４．複数の回答を選んでもよい質問や、数字を記入する質問もございます。 

５．「その他」を選ぶ場合は、（ ）内に具体的な内容を記入してください。  

６．質問数は全部で 25問です。所要時間は10～15分程度を想定しております。 

 

問0 案内をお送りした封筒の表面に記載されている、4桁の整理番号を入力してください。 
 

＿ ＿ ＿ ＿ 

 

Ⅰ あなたのご家族の状況についておうかがいします。 

 

問１ あなたのお住まいはどこですか。 

 

（ ）都•道•府•県 

 

問２ あなたは、高校奨学生のお子さんにとって、つぎのどれにあたりますか。 

 

1） 母親 

2） 父親 

3） 祖父母 

4） おじ•おば 

5） その他（ ） 

 

問３ あなたはおいくつですか。 

 

  歳 

 

問４ あなたと家計をともにする（仕送りを含む）お子さんは何人いますか。未就学児、小

中学校•高校•大学などに通うお子さんをすべて合わせた人数をお答えください。ただし、

すでに社会人のお子さんは含めないでください。 

 

お子さん 人 
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問５ お子さんにとって、世帯の種類はつぎのどれですか。あてはまるものが複数ある場合 

には、あしなが育英会に申請した分類１つだけに○をつけてください。 

 

1） 母子世帯 

2） 父子世帯 

3） 父母とも亡くなった世帯 

4） 父親が障がい者の世帯 

5） 母親が障がい者の世帯 

6） 父母とも障がい者の世帯 

7） その他（                                  ） 

8） 申請した世帯分類を忘れてしまった 

 

 

問６ お子さんにとってのご両親の最終学歴はどれにあたりますか。 

 

①父親 

1） 中学校 

2） 高等学校 

3） 高等専門学校 

4） 専門学校 

5） 短期大学 

6） 大学 

7） 大学院 
8） その他（                                         ） 
9）わからない•あてはまらない 

 

②母親 

1） 中学校 

2） 高等学校 

3） 高等専門学校 

4） 専門学校 

5） 短期大学 

6） 大学 

7） 大学院 
8） その他（                                          ） 
9） わからない•あてはまらない 

 

Ⅱ あなたのお仕事と暮らし向きについておうかがいします。 

 
問７ あなたは現在、収入のある仕事をしていますか。 

 

1） 収入のある仕事をしている ⇒問8に進んでください 

2） 収入のある仕事をしていないが、探している（求職中） ⇒問12に進んでください 

3） 収入のある仕事をしていない ⇒問12に進んでください 
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問８  あなたは現在、どのような仕事をしていますか。２つ以上の仕事についている場合は、 

おもな仕事１つに○をつけてください。 

 

1） 農林水産関係の仕事 

2） 製造関係の仕事 

3） 金融•保険関係の仕事 

4） スーパー•コンビニ•ドラッグストアなど、流通•小売関係の仕事 

5） 鉄道•バス•トラック•郵便など、物流•運送関係の仕事 

6） 電気•ガス•水道•ごみ処理など、インフラ運営に関わる仕事 

7） レストラン•居酒屋•飲食店など、飲食の提供に関わる仕事 

8） ホテル•旅行•アミューズメント•レジャー関係の仕事 

9） 医療•福祉•介護関係の仕事 

10） 教育•保育関係の仕事 

11） ソフトウェア•通信関係の仕事 

12） 放送•広告•新聞•出版関係の仕事 

13） 官公庁の仕事 

14） その他（ ） 

 

問９ あなたの仕事の形態はつぎのどれですか。2つ以上の仕事についている場合は、おも 

な仕事1つに○をつけてください。 

 

1） 正規の職員•従業員 

2） パート•アルバイト 

3） 契約職員•嘱託（臨時社員、準社員、非常勤職員などを含む） 

4） 派遣社員 

5） 会社•団体などの役員 

6） 自営業主（個人経営の商店主•工場主•農業主などの事業主を含む） 

7） 家族従業者（農家や個人商店などで、農作業や店の仕事を手伝っている家族） 

8） 家庭での内職など 

9） その他（ ） 

 

問10 お仕事の収入は、今年の９月、手取りでどれくらいでしたか。おおよその金額でか

まいませんので教えてください。2つ以上の仕事についている場合は、それらを合わせた金

額を入力してください。 

（千円未満は四捨五入してください。 例：13万5千4百円の場合→13万5千円） 

 

  万 千円 
 

問11 コロナ禍の前と比べて、直近のボーナスに変動はありましたか。 

 

1） ボーナスが上がった 

2） 変動はない 

3） ボーナスが下がった 
4） ボーナスが無くなった 

5） 元々ボーナスはもらっていない 
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問1 2  コロナ禍に関連して、あなたご自身が一度でも休職、退職、転職をしたことはあり 

ますか。あてはまるもの1つに○印をつけてください 

 

1） ある  ⇒ 問13に進んでください 

2） ない  ⇒ 問14に進んでください 

3） この2年間に休職、退職、転職をしたが、コロナ禍には関連がない 

⇒ 問14に進んでください 

 

問1 3  コロナ禍に関連したあなたご自身の休職、退職、転職について、その理由をお答え

ください。あてはまるものすべてに○をつけてください。 

 

1） 休校や短縮授業で家にいる子どもの世話をするため 

2） 配偶者や親の介護など、子ども以外の家族のケアをするため 

3） 職場で感染する不安や、感染を職場に持ち込む不安があったため 

4） 収入の金額をおさえて社会保障などの支援を受けるため 

5） 勤務先の業績悪化や雇い止めのため 

6） より多くの収入を得るため 

7） その他（                                  ） 

 

Ⅲ ご家庭の状況についておうかがいします。 
 

問1 4  あなたが現在利用している社会保障はなんですか。あてはまるものすべてに○をつ

けてください。 

 

1） 遺族年金 

2） 障害年金 

3） 児童扶養手当•児童育成手当 

4） ひとり親家庭等医療費助成制度 

5） 生活保護 

6） 社会保障は受けていない 

7） その他（ ） 
 

問15 コロナ禍の期間中、生活費を工面するために以下のことをしたご経験はありますか。

あてはまるものすべてに○をつけてください。 

 

1）預貯金や保険を取り崩している 

2）子どもがアルバイトをしている 

3）働く時間を増やすようにしている  

4）２つ以上の仕事をかけもちしている 

5）親戚•知人などから援助してもらっている 

6）勤務先から借り入れをしている 

7）子どもに部活動・習い事をやめてもらった 

8）子どもに予備校・塾をやめてもらった 

9）子どもに進学を諦めてもらった•進路を変更してもらった 
10）その他（           ） 

11）特に何もしていない
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問16 お子さんの教育費について、奨学金以外につぎのような制度を利用していますか。あ

てはまるものすべてに○をつけてください。 

 

1） 高等学校等修学支援金（授業料支援） 

2） 高校生等奨学給付金（授業料以外の教育費支援） 

3） 授業料や学校教育費の免除•減額 

4） 授業料や学校教育費の延納•分納 

5） 生活福祉資金貸付（教育支援資金） 

6） 教育ローン 

7） 学資保険 

8） その他（ ） 

9） 利用していない 

 

問1 7  現在利用している奨学金は、どのように使っていますか。あてはまるものすべてに 

○ をつけてください。 

 

1） 学校でかかる教育費（授業料や課外活動費など） 

2） 学校外の教育費（塾や習い事など） 

3） 子どもや家族の生活費 

4） 進学•就職費用、将来的な支出に備えた貯金 

5） その他（                                  ） 

 

Ⅳ あしなが育英会•政府に対する要望についておうかがいします。 
 

問18 あしなが育英会に対して奨学金以外の要望はありますか。 
 

1） 遺児家庭や親が障がいをもつ家庭への公的支援に関する情報を発信してほしい 

2） 親の悩みを専門家に聞いてもらえる窓口が欲しい 

3） 親同士が悩みを相談できる交流の場を設けてほしい 

4） 大学生が高校生の日ごろの学習を助けるしくみ 

5） 大学生が高校生の相談にのってくれるしくみ 

6） あしなが以外の奨学金に関する情報を発信してほしい 

7） あしなが以外の NPO のサービスに関する情報を発信してほしい 

8） その他（ ） 

 

問19 あなたやお子さんの生活や学習について、政府に望むことはありますか。あてはま

るものすべてに○をつけてください。 

 

1） 就学中の子どもがいる家庭の生活費支援 

2） 一人暮らしの大学生の生活費支援 

3） 遺児家庭や親が障がいをもつ家庭の子育てに対する支援 

4） 家事や介護を担っている子どもたちへの支援 

5） 子どもの医療費負担の軽減 

6） 家賃負担の軽減 
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7） 塾や習いごとに使える学習支援クーポン制度の導入や拡充 

8） その他（ ） 

 

問20 10月4日、岸田文雄氏を総理大臣とする新内閣が発足しました。また、10月末には

衆議院議員選挙が予定されています。あなたは、政府のひとり親世帯および障がい者世帯向

けの支援政策に期待していますか。 

 

1） とても期待している 

2） やや期待している 

3） あまり期待していない 

4） まったく期待していない 

5） 政治には関心がない 

 

Ⅴ 最後にみなさんのお気持ちを自由記述でお聞かせください。 
 

問21 あなたやご家族のお仕事や経済状況について、悩みや困りごとなどあれば、具体的

にお書きください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問22 あなたやご家族の健康状態やコロナ禍で生活するうえでのご苦労などがあれば、具

体的にお書きください。 
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問 23 コロナ禍の中、様々な方面から「もう、がんばれない」という声が上がっています。

あなたにとって「もう、がんばれない」と思うことがあれば、具体的にお書きください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問24 2021年10月中旬現在、緊急事態宣言が解除され、飲食・旅行・イベントの規制緩

和やGoToトラベル再開の可能性などが話題になっています。あなたやご家族は年末年始どの

ようにお過ごしになりますか。特に大晦日や元旦の過ごし方について具体的にお書きください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問25 政府に訴えたいこと、要望、社会に向けて伝えたいことなどがあれば、ご自由にお

書きください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンケートは以上です。ご回答ありがとうございました。 

また、別紙にてご案内したとおり、あしなが育英会では、11月に大学奨学生によるオンライ

ンインタビューを予定しています。次ページをご確認のうえ、ご協力いただける方は「お名

前・メールアドレス・希望日程」をご記入ください。 
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◆ご協力いただける方は、11月1日～14日のいずれかで希望する日程をご記入ください。 

ご都合が合わない場合は、予備日の11月15日～11月21日で希望する日をご記入ください。 

 

 

〈ご連絡先〉 

お名前とメールアドレス（もっとも連絡がつきやすいもの）をお教えください。 

 

・お名前    （                       ） 

 

・メールアドレス（                       ） 

  

 

〈インタビュー日程〉 

日にちを数字でご記入のうえ、①～③の中でご都合のよい時間帯すべてに〇をつけてください。 

 

第1希望 11月  日 ① 10:00～12:00     ② 13:00～15:00    ③ 17:00～19:00 

第2希望 11月  日 ① 10:00～12:00     ② 13:00～15:00    ③ 17:00～19:00 

第3希望 11月  日 ① 10:00～12:00     ② 13:00～15:00    ③ 17:00～19:00 

 

 

お忙しい中ご協力いただき、感謝申し上げます。 

日程を調整のうえ、10月末日までにメールにて詳細をご連絡させていただきます。

＜オンラインインタビュー概要＞ 

 
【日程】 

 11 月１日〜11 月 14 日 （予備日 11 月 15 日～21 日）のいずれか 

① 10:00～12:00  ②13:00～15:00  ③17:00～19:00 のうち、ご都合のよい時間帯 

※所要時間は 1 時間程度を想定しています。 

  

【方法】  

Zoom を使用したオンラインで実施します。あしなが大学奨学生 6 人程度と、職員 1 人の 

チームでお話をうかがいます。お互いの顔が見える形でお話したいと願っておりますが、 

カメラオフをご希望の場合はご相談ください。 

 

【備考】 

・インタビューへのご協力の可否や、話した内容によって不利益が生じることはありません。 

・インタビューにご協力いただける方には、約 20 分の事前説明会を任意参加で行います。  
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