
休学・退学を考えた理由

限界です。

大学に入っている意義を感じない

後期になってもキャンパスライフ0なのに失望した。

授業料を払ってる意味がわからない

やめるしか逃げ道がないから

大学は勉強するだけの場所ではない。大学生活の全てをただの風邪であるコロナに奪われた

入学以来1度も大学に通えず、何の為にオンライン授業を受けているのか分からなくなった。理系なのに実験
もオンデマンドでレポート提出のみで多額の学費をかける意味が分からなくなった。

大学行っている価値がない

こんな大学に親にお金を払ってもらうのが申し訳ない

大学に行く意義を感じない

学ぶためだけではなく様々な人との交流も目的として入学したから。
オンライン授業が早く課題も多くついていけずに一人で部屋に閉じこもってしまって結果適応障害になってし
まったから。

ない。ですが、やめるか休学したいけど浪人したので出来ないということです。

4年間しかない大学生活を無駄にしたくなかったから。

オンライン授業なのにも関わらず、設備費を支払わされてるから。また、授業の質が著しく低下しているのに
学費は据え置きだから。

対面で仲間と一緒に話し合いをしながら授業を受け勉強していきたいため

浪人を経験して今の大学に合格したが、今の大学が浪人時代の第一志望ではなかったので、もう一度第一志望
だった大学を受けることが可能なのではないかと思ったから。

まだ一度も大学に行けていない。このまま進級しても何も学べていないから。

授業料に見合わない

あったが休学費が高すぎて無理

精神が崩壊するから。

まともな授業を受けれず、思い描いていた大学生活が送れなかったから。

通信制大学と変わりがない上に学費が高いから

オンラインが辛いから。

学費と授業の質などが見合っていないため、資格の勉強など独学や大学外の教育機関などを活用した勉強をし

た方が良いのではないかと考えたから。

授業の質に疑問

自習では難しいために大学に進学したのに、ほぼ自習と変わらなくなった為、24時間勉強のことを考えるか退

学をするかで悩んだ。
実技の授業に比重が置かれる専攻なため、オンライン授業ではほとんど意味がないというか、勿体なさすぎる

と思ったため

学費高い

授業のほとんどが課題研究で、独学でもある程度は可能だと感じたから

鬱になった為

学費と学習内容が見合っていないから。

ずっと学校に行くことができないのはあまりにひどいし、耐えられないと思ったからです。

学費相応の学習環境が得られないため。このまま学年が上がっても、より専門的なものを学ぶ下地ができてい

ないと感じ、不安を覚える。この状態が続くのであれば、休学費用を休学中にバイトをして賄うなどして、相

応の学習環境が得られるようになってから復学することが正しい行動なのではないかと考えている。

低クオリティの授業なのに、高い授業料を支払うのがバカバカしいから。



経済が冷え込んで22卒の時に就活が微妙かもしれんからと1年ブランクあけるいみもこめて休学は考えた。来

年ならマシやろと思い。

一年間を棒にふるより

休学してやり直した方がマシだと考えたから

鬱

つまらないし入った意味がわからんから

学費の返還がないため。

経済的にきついし、対面授業がメリットで大学に入学したから。

普通の大学生活を送りたい。今年は無駄な１年。

このまま入っていても何にもならない気がしたから。全て投げ出したいから。

オンラインの方が理解しやすく、元々質の高い授業をしていた訳では無いということに気づいたから。

何のために学費を払って勉学を学んでいるか分からない。ただ、パソコンみて講義受けてるのなら、YouTube

見て無料学んだ方が良い。

オンライン授業により1人で授業を受けて学んでいたが、他の人と意見を交換する機会がない。高校とは異な

る授業を期待していたのにそれが全くない。ひたすら学費を返してほしいがそれが叶わないため。

現在の大学での学びにかかっている費用分の価値を見いだせないから。

意味がないと思ったため

受験をした目的が全く達成されておらず、大学に意義を感じなくなったため

大学生なのに大学に行けないという状態に利点や価値が見いだせない。

授業の質が下がったから。

学費がもったいないと感じたから

キャンパスに行けないため

今の大学が嫌いだから

大学でやりたいこともまともできないなら対面になるまで休学した方が良いんじゃないかと考えた

このままなんの実りもない一年を過ごしていいのか疑問を持ったから

丸々1年オンラインでやり過ごされて、損した気分だし、学んだ充実感もない。

現状、大学に通う意味がないから。

図書館に通いにくい。どうせ実験もできないのならと、海外進学の準備に振り切ることを考えた。

金額との不一致

元々質が低い大学(早稲田大学)なので仮面浪人を検討していた

とにかく落ち込んで、学習や生きることへの意欲が失われたため。

望んでいた大学生活を送ることができない

オンライン授業があまりにも質が低くて失望したから。

仮面浪人したほうが未来があると思った

家計が厳しくなったことに加え、大学に行く理由が薄れているから

浪人するほうがましだと思ったから

こんな状況で学費満額払いたくないと思ってしまった　オンライン授業に対するやる気が起きない

親に多額の学費と家賃を出してもらっているのに大学で学べない。オンライン講義は不自由。

精神的に参ってしまい、卒論が進まないため。

就活または進学への不安(現段階でも大企業と呼べる企業の中でも、今年度あるいは数年先まで新規採用を見

送っている企業がある他、有効求人倍率の急減など。)

やる気が出ないから

身動きが取れないスケジュールから来る不調がエンドレス



総合大学である意味がないから

不真面目な人がバイト帰りなどの投稿をSNSにしている中、真面目に授業をうけ家を出る時間もない自分が同

じ大学卒であると思われ、また成績等でも普段の様子が反映されないことから大学に通う意味が感じられなく

なったため(既に回答した内容も含めこのような内容を学生部相談課に送ったが返答なし)

授業の質の低下が著しい上に、学費の減額が一切ないこと。また、自分でも何が学びたいのか、何がしたいの

かがわからなくなり、将来に対する不安な感情が出てきて精神的に良くないと思ったため。

オンライン授業しかない大学生活に、高い学費を払う価値がないと思ったから。

留学に行けなかったから

オンラインでは学びを代替できていないため、対面授業が再開された大学への再受験を検討している。

課題の量と編入試験の両立ができずに精神的に追い込まれて寝込んだから

友達と会えないから

個人的に通学せずに授業を受けられる事へのメリットが多く、通信制大学に編入を検討している。

後期から対面授業が始まるが、コロナ感染が非常に怖く対面授業に参加したくないため

意味がないから

コロナ流行以前と同じ学費を支払っているのにもかかわらず、授業の質や課外活動、キャンパスライフ全般が

対価に見合っていないと感じたため。

学費が変わらないから

大学がクソすぎて夢が消えたから

なんとなく学生生活に疲れて(飽きて？)しまったから
対面授業を前提に大学に通っているのにこのまま高い学費を払ってまで質の低いオンライン授業を受けるのは

無駄だから。

目的が果たせないためです。新興国の大学なので現地の人との交流を非常に楽しみにしていましたが、不可能

になりました。
大学生になった感覚がさっぱりわかず、フリーターよろしくしばらくバイトだけやって行きたいなぁと思った

ので

大学に入ったのに、まともな授業を一度も受けることができなかったので、やり直したいと思った。

大学に一度も行けていないのに、学費がそのままなこと。施設費なども取られた。毎日課題に追われる生活が

続いて、学びの質が落ちた。

入学前に想定していた早稲田に入ることでの利益を全く受ける事が出来ず、こんなものに高い学費を払っても

らっていることに後ろめたさがあるから

こんな家に引きこもらなきゃ行けない状態なら授業を受けなくても良いと考えたから。
友達とも会えない。パソコンの授業は学んでいるという気もしない。授業料は全額。納得いかない事ばかりで

す。

現実逃避がしたかった

実学を売りにしている大学なので、遠隔授業では全く魅力がなくなっていたから。

学費が無駄だと思ったから

望んでいたような大学生活を送れないと考えたから(望んでいたような大学生活とは、専攻する分野について

深いところまで友人と語り合うようなことです)

学びたいことが学べないから

起業するため。

課題や授業を受けることに不安を感じたから。

非対面授業にあまり意味を見出せないため。

課題が膨大すぎてテスト勉強に力を入れることが出来ず単位を落としてしまった

コロナの影響でバイトが出来ない上に学費を払うのが厳しくなったから。

対面になってからのほうが学べることが増えるから。

大学へ一度も行けず、友達も一人も出来ず、憧れのキャンパスライフが全く送れず、宅浪状態。来年の４月か

らなら普通に学校に通えるのならと考えた。



やる気も出ず、あまり身になってる気もしなかったため

せっかく進学したのに行けていない、施設を使えないから。また、満額学費を払ってくれている親に申し訳な

くなったから。

自分の学びたい分野がオンラインでは本当に学べているか分からなかった

対面授業でしか味わえない実技系(音楽)の授業は、オンラインでは受けようがないから。

学費が高い

留学をかんがえていることもあり、1度もキャンバスに通わない可能性もあるなと考えたからです。

適応障害の症状のために、通学や他人のいる場所に居続けることが困難なため、もしも症状が改善しないまま

対面が行われることとなった場合に学びを続けることが不可能だと感じたため。

オンライン授業でも対面授業でも学費が同じなら、対面授業が始まるまで休学することが賢明だと思うほどオ

ンライン授業の質が低かったから。

時間の無駄だと感じて資格の勉強を考えたから

大学生になった実感がわかない。新一年生

前期中に後期もオンライン授業になる先が予想でき、いつこの状況が終わるのか分からず絶望したため。
いつまで続くのかもわからないオンライン授業に対する不安から、いつか精神的に病んでしまう気がしたか

ら。

質の悪い授業に対しての学費が高すぎる。バイトが出来てないから。

授業の質が低いため

しっかり勉強したいから

学校に行かない学校は学校じゃない！ぴ

今年の授業の質なら、浪人してもうワンランク上の大学に入ったほうが将来的に役に立つかと考えたから。

志望校ではなかったため浪人することを考えたから。

zoomとかの授業が辛すぎるので休学します

130万円の価値を一切感じない

授業の質も良いとは言えないし、大学に行く1番の目的である人との交流が一切ないから。

自分で違うコミュニティに入って非常に充実した毎日を送れているので、こんなに高い学費を払ってこんな質

の授業を受けるくらいなら大学にいる意味がないのでは？と思い始めてきている。

もったいない

大学への失望から将来を考え直したい

授業の質が下がったから。

今の大学の程度が低いから。

美術専攻なので、メインが描くことなのですがそのアトリエ、施設が一切使えていないのに授業料が変わらな

いのが本当に辛くて。1年生だけ学校に行かせてもらえてないのも辛いです。他の学年は施設が使えているの

に、同じ金額を払っているのに1年生だけ使えないのが辛いです。

オンラインで学ぶ内容は、ネットで調べれば分かるのでお金と時間がもったいないと感じた

学費が高い割にキャンパスに入れず授業の質も低いから

大学に行く意味がない

先が見えない

大学に入った意味が分からないから

オンライン授業に自分が合わないから。

大学の本質は、キャンパス内で講義を聞いたり、資料を閲覧したりして学問を修めることだと考えており、現

状ではその本質がなくなっているから。

このまま一年過ぎたら死にたくなると思った。でも親が休学など許してくれないだろう。

大学がしっかりと授業を行ってくれないため。



私は高校三年間遊ばず勉強してきたので、多少は大学生活で色々な人と交流したり、羽目を外したりすること

を期待していたが、それができないため。

仮面浪人
そもそも大学は研究機関であって教育機関ではないことは知っている上で言いますと、正直授業の質自体は対

面とオンデマンドでそんなに変わりはありません。しかし、資料を印刷するのにコンビニへ行く(自宅にプリ

ンターがない)、フィードバックはない、などその他の部分で先生方が適当になっていると感じます。対面だ

からこそ、先生方もこの日までに採点をしなくてはならないや、質問に回答する猶予やタイミングがあります

がオンラインになってそれがなくなったと思います。1年生なんかは先生方に名前と顔を覚えてもらっていな

い状況で質問など出来ないと思います。

休学しようと思いましたが、教職課程を取っており4年で単位を取り切らないと法律が変わってしまい、また

別の授業を取らなくてはならないこと、親と留年せず卒業することを条件に進学したことなどから休学するの

変わらない学費、大学の教育指針に沿っていない授業形態、コミュニケーション能力などが低くなっている、

感情がなくなっていくように感じる

このままオンライン授業にお金と時間を費やすのはもったいないと感じたから

大学をやめるデメリットよりも大学を続けるデメリットのほうが大きいから

キャンパス内や友達にも会えずオンライン授業のために学費を満額払っているのが辛く感じてきたから。

学費と時間の空費だから。

このままの生活が嫌に思えたから

学費満額払ってもらってる親に申し訳なくなってきたから

就活の影響も考えて、卒業を遅らせる方が得策なのではないかと思ったから。
大学生である意味を失ってしまい、さらに進学先の学部と自分のやりたいことが合わないことが分かったか

ら。

授業料を払っている意味が分からなくなったから

なんでこんなにお金を払っているのに資料をみてレポートを書くだけという意味のない講義をたくさん受けて

いる自分が親に申し訳なくなった

学費の無駄

精神病になった

オンライン授業が精神的に苦しい。課題ばかりで顔が見える授業は15コマのうち2コマだけ、授業料に対して

まともな授業を受けられていない。

自分が大学に求める学びの質とは程遠いと感じたから。

辛い

このまま大学生活が終わるのはやるせないから

思ったような授業ではなかったり、キャンパスで普通に過ごすことを含めての大学生活だと思ったから。本当

なら休学したいが、就職するときのことやお金のこと等を考えて現実的ではない。でも不満には思っている。

前期で何も学べた気がしない。友人もいない大学生活ならもう一度やり直したほうがいいと考えた。

現行のオンライン授業が授業料に見合わず、無駄だから

他により良い選択肢がありそうだから

思っていたものが軒並み得られなかった

質が下がった授業を受けるよりは来年取り直すのもありだと思うから対面授業より授業時間が少なくなり、質も低下している。授業を適当にやって、課題ばかり出してくる教員が

少なくない。全てオンラインに任せているにも関わらず、大学の高額な授業料は低減されない。過酷な状況下

で鬱になりそうだ。

後期もオンラインが決定したから

興味があって今の大学に入学したものの、現在では全く興味がないものになってしまいました。仕事をするこ

とや他のことに興味が向いているのでこれからどうするか悩んでいます。仕事をすることも厳しいことは分

かっていますが大学に通う意義が分からないです。

1年間を無駄にしたくなかったから

実験ができないこと。効率的な授業でないこと

オンライン授業が嫌だから。



授業料に見合った講義を受けられていないから。

サークル活動などの他者交流の機会が一切ないから。これでは宅浪と状況が変わらない思ったから。

つまらん

またやり直したいから

何も学んだ気がせず、オンライン授業の質が低い教授に限って｢オンラインでも学びは継続できる｣と主張し、

大学も対面実施のための努力を全くしておらず、大学に対し不信感しか無いため。

つまらない

お金ばかりかかるから。大学に行けないこの時間で稼ぎに行けるならその方がいいと思ったから。

実験ができなかったから

思い描いていた大学生活が送れないうえに、オンラインの方式が自分に合っておらず苦痛を感じ、大学で学習

することに意味を感じなくなったため

対面授業を望む為

もう限界

頼れる学校の人がいない中でこれ以上孤独を味わいたくなかったから。

うつ病になり資格とることも無理だと思った。担当教授とは対面だと相性良かったが、オンラインになると真

逆で全てが怒られているように感じて怖くて仕方なかった。その先生から逃げたかった。

つまらなすぎる

オンライン授業のおかげで受験失敗のストレスからはすこし逃れられているがキャンパスを目の当たりにした

らきっと蘇るので、そのギャップがこわいです。そしてどこもかしこもオンライン授業だから今まで以上に大

学名が余計に価値のあるものになると思うから。編入したいです。

友人と議論できない大学にいる意味はない

学費が変わらない上に元々希望していた大学でもないから

大学でしたいことができなかったから。
別サイトでの学習がメインの授業でオンライン授業のはずなのにほったらかし授業でした。どの程度学習すれ

ばいいのかの基準や成績判断基準を教えてもらっていなかったのでゆっくり時間を掛けて学習していたら進度

が遅すぎる、とのことで単位を落とされました。

それにキャンパス内に1度も入っていないのに学費は下がらない、学習したことが身に付いた感覚にならない

のが原因です。

オンラインならその大学を選んだ意味がない　　　魅力がなくなったため

美大なので学費が高い割にアトリエなどの設備が全く使えず、さらに各自でPCとソフトを購入してくれと連

絡があった時に退学を考えた。

遠隔ばかりで面白くない、やる気が出ない。

オンライン授業により質問がしにくいことに加え、大学図書館が6月頃まで開かれなかったこともあり、学習

の質が著しく低下していると感じ、さらに課題で手一杯になってしまい、精神的に不安定になることがあった

ため、状況が回復するまで休学し、アルバイトなどで学費を稼いだ方が良いではないのかと考えたから。

大学に在籍しているだけの現状に意味を感じられない

このまま通っていても意味が無いと感じたから

学費分の価値を感じられなかったから。

前期の生活が精神的ストレスとなっていたのでこのまま後期も繰り返してしまえば自分の体が壊れてしまう可

能性を感じたから。

医療系だがまともに実習もできないから（コマ数でいえば通常の1/3）

お金の無駄

来年の4月から1年生として、講義を受講したいと思った。

オンラインでの授業が本当にためになっているか分からなかったから。

もう一度やり直したいから。



質が悪いから

教育の質が低すぎるから

大学のキャンパスにも、受験以来1度も行ったこともなく友達もできないため、このまま1年が終わるのはとて

も惜しいと思ったから。

つらい

楽器が主専攻なのに防音室が使わせてもらえない。リモート授業のみ

オンラインだと受けている意味を感じないから。例年に比べて圧倒的に質も下がっているのに学費は変わらな

いから。(1度もキャンパスに行っていないのに噴水が出続けており、その噴水代も支払わされているなど)

親の会社の経営不安や、コロナへの恐怖、土日も課題をやるだけで終わっていくことに精神的にすごく疲れて

しまったため。

友達ができない

学費の減額等が無いのにも関わらず、授業の質は下がる一方だったから。

大学側の対応の悪さから。

もっと生徒を思っての行動をお願いしたいです。課題を出すの量、授業のやり方の統一(オンデマンドの授業

もあればZoomの授業もある。使い分けが正直しんどい)

1年の私からしたら、先輩や友達もほぼ居ない中でのこの生活が辛いです。

友達も仲のいい先輩も出来ず、モチベーションであった留学も見送りになりそうで、思い描いていた大学生活

とはかけ離れていたため。

オンライン授業じゃ、対面との質の差が激しい。それなのに学費変わらず、

大学にいる意味がないと何度も思った。

授業料がもったいない

大学に何の愛着もないので元々の第一志望目指して再受験したくなった

1年生をまともにやりたい。

この大学では自分が学びたいと思っていたことが学べないと感じたから。

仮面すれば、多分国立受かるから

無駄な一年間を過ごしたくない

大学に通いたいから。通常通りの学費を納めているのにオンライン授業では納得いかないから。

人と会えず辛いから

医療系の大学で実習が必須だが、実習がオンラインで実際に実験できず、意味がないと感じたから。

死にたくなる

単位落としまくった。親に迷惑かけている

一年を無駄にする気がしたから

お金を満額であの授業は無い！！！

授業の質が悪く、課題をこなす意味が分からなかったから

高い学費と対等な授業を受けれていない、勉強に対する意欲がなくなったため

つらいから

授業の質が悪い。モチベーションが上がらない。学内施設が使えないのに授業料が高い

高校の延長のようで嫌気が刺した

なにもないから

授業料に変更が無かったため。

授業自体が長く、課題もプラスされ、日常生活の時間が無さすぎる

行っても行かなくても変わらないから

授業が身に付いていると思えないし、就活のことも考慮すると1年休学しても良いかもしれないと思った。



授業料はやたら高い癖にまともな授業を受けることができず、大学の施設も利用することが出来ない状況なの

で、大学に入った意味を見いだせずにいるから。

例年より質の下がった授業にお金を払うことに抵抗があった

学費が苦しい

学費に見合っていない

授業の質が低く、受ける意味を見出せなかった

学費が払えなくなりそうだったから。

様々な学問に触れ、自分と違う意見を持つ人と話すことで深い教養を身に着けたくて大学に入ったのに、配ら

れた資料を読みレポートを書くだけの授業がほとんど。しかもレポートの詳細な評価もわからない。それなら

ば専門書を買って読むのと変わらないのだからわざわざ大学に通う必要が感じられない。

この状態では大学に通う意味が無いと思ったから。親にも申し訳なく感じたから。

このままコロナで学校に通えないまま、大学生活を終わりたくなかったため。元々、アクティブラーニングを

多く行っている学校であるため、人と関わらないオンデマンド授業や音声のみの授業はどこか物足りなかっ

た。もう一度、学びたいことを、学びたい方法で学びたいと感じた。

通ってる意味を見いだせない。

質の低い授業な上に施設内に入ってすらないのに払わされる設備費を払う親に申し訳なくなったから。

教養が身についた実感が得られなかったため

後期の半年も結局1年生は対面は無く、家で質の低い授業を受けて無駄に時間を消費することになると感じた

ため、半年を有意義にするため休学し再受験することにした。

大学や社会に見捨てられているのに、多くの金銭的負担を両親にかけている申し訳なさ、現状の馬鹿馬鹿しさ

十分に勉強出来ないまま大学に行く理由がわからなくなったから。

自分の学科の授業に興味がないから

精神的にしんどい

質はお世辞にも高いとは言えず、また今通ってる大学も本来志望校ではなかったため

精神的に追い詰められ鬱に近い状態になったこと、授業料などに納得がいかなかったこと。

自分は本当に大学生であるのか疑問を持ったから

知らない人たちに画面を通して顔を晒したくないから。

高い学費を払って、アパートを契約して、入学式もなく、オンラインなんてふざけていると思った。

授業の質の低さに驚き、このまま成績を出されても困るし、先生と意思疎通が上手くでき無かったので、休学

した方が良いのではないかと考えた。

授業も分からず、友達もいないから

オンライン授業が始まってから1ヶ月ほどで体調を崩し、精神的にも不健康な状態になったため、このまま授

業を受け続けたら心身ともに崩壊するだろうと思ったからです。

オンラインでの授業を求めて入学したわけではないから。対面授業授業の質がすごく落ちているし、大学に求めているのは授業だけではないから。様々価値観をもった多くの人

と関わる機会が全くなくなってしまったから。私は通信大学に入ったわけではない。大前提で通学制の大学に

入学した。

対面授業が始まるのが嫌だから

授業の質が落ちたのにもかかわらず課題は増える一方で、大学に対して納得がいかなかったためです。

単位を取るためだけの勉強が続いて進級しても意味が無いし、後々困るから

対面授業再開の目処が立たず、学費に合った見返りがないと判断したから。

来年度は全面対面になると信じ、一年生をやり直したい(入学式や新歓、履修など)と思ったので。

仮面をするため

もともと休学を考えていたから。



オンライン授業だと、対面ならではの価値が失われるので、いっそ休学して違うことにエネルギーを費やした

いと思ったから

授業の質が低すぎる

金があったら休学してた 学費を払っている意味がなさすぎるから

このままオンライン授業を受け続けても辛いから

バイトのシフトも減らされ、奨学金も落ち、お金がないから。

オンラインでの学びは意味がないと思ったため

卒論の対面指導が受けられないので書けるか心配だった。

大学生としての活動と学費が割に合わない

オンライン授業に意義を感じないため

学費と見合わない

学費が高いし返ってこない

授業内容などとは直接関係はないが、コロナ禍で就職活動が上手くいっていないため(就職浪人を考えた)

オンライン授業の意味がないから

授業はただ先生が話したりするものだけや、顔すら出さないでプリントを読むだけの授業もある。その授業を

一年受け卒業し、就活であなたはこれを学んだんですねと言われたら自信をもってはいと答えられない。なら

もう一度この期間に勉強し違う学校、専門学校に行った方が良いとおもってしまった。

前から考えてたが、コロナ禍で休学してもすることがないのでやめた

留年した方が自分のためになると思ったから。

実技系の学校なので、どうしても対面には劣るから。

対面授業がしたくて大学に入ったのにそれが出来ず、意味がないと感じたから。

学費に見合ってない。意味が無い。から

つまんないから

学費が見合っていないから

ネットで調べるだけで勉強が分かるなら高い金払って大学なんかきてないと思ったから。
高額な学費に見合う授業ではなく、休学して来年度以降受けた方が自分のためになるのではないかと考えたか

ら。

予定だった留学がなくなり、代わりに授業を受けることの必要性を感じられなかった
さまざまな価値観の人と会えることを楽しみにしていたのに、オンライン授業ではそれが満たされなかったか

ら。

以前から患っていたうつ病の症状が悪化したため

このままの大学生活でいることが本当に正しいのか考えたから。

学校に通う為に上京してきた意味が無くなった。対面授業はもちろん、施設もまともに利用できない。4月5月

の学校が完全に動いていなかった期間の、授業の補填もない。卒業論文に関わる諸々について情報の多くが伝

えられるのが遅い又は知らされない。オンラインのため、授業が上手くいかない。1年を無駄にしているか

美術大学の実技の授業で納得のいくものが受けられない

施設や設備費などを払っているがその一切が利用できない

高い学費に見合ってない

留学や海外インターンをしたい。

どうして以前とおなじ学費を払わなければいけないかわからない。

学費に見合っていない気がする既に前期をもって退学したのですが、金銭面はもちろん精神的にも辛かったし、何よりも後期もオンライン授

業を継続すると決定してしまいこれ以上耐えられない、高い学費を払ってまで在籍する価値が見出せないと思

い退学しました。

学問を追究するだけではなく人と実際会ってコミュニケーションをとることが大学の意義だと考えたから。

意味ないから

辛い



精神の調子が悪くなったため
無機質な画面上での授業に嫌気が差したことと、友人と会えないフラストレーションを感じたことが理由で

す。

大学の授業に意味を見いだせない気がしたから

コロナの流行により受けたかった授業が中止になったため、本来のように授業を受けられるようになるまで待

ちたいと思ったから。

学費に見合っていない

大学生である意味を失いかけたから
浪人してまで入ったのにコロナとはいえ投稿できず家での学習を強いられているのに、施設費、設備費が変わ

らずかかっていた。

課題の量がえげつない。

レポートの書き方がわからないのに丁寧な指導もなく成績だけ悪い状態。

友達、先輩、先生に会えないのはもちろん、サークル見学ができず結局どこにも入れていない。

後者にも一度もいけていない。

友達ができない

わからないことを気軽に質問できない

など挙げたらキリがないので大学に在籍しているメリットが見出せなかった

本来の大学で学びたかったことが、遠隔授業によって学べていないため。

コロナが流行している中、研究室の方針で卒論研究のために毎日登校を強いられているため。

怪我をして、いつでも受けられるオンライン授業に助けられた。それが、対面も少しづつ入れていく方向に変

えようとする動きに変わった。そうなると困ることがたくさんある(怪我が痛む、自由に薬が飲めない、薬の

副作用で眠気や目眩あり、病院に行っている自分が学校に行ってもいいのか…など…)。だから、休学も視野

高額な学費に見合った授業が提供されていないと感じたから。

在学生対象の留学に行きたかったがコロナのせいでその資格を失った。１つ下の学生はその資格を保持してい

るため、休学して学年を１つ落とすべきだったと感じている。

授業してして学んでいる実感がないのに単位が楽々取れてしまった為、この状態の学校に通う意義が分からな

くなってしまったから。

オンオフの切り替えがあまりにうまくいかないことと、たった2年しかない短大なのに卒業とともに資格が取

れるのか分からなくなったから。

このままでいいのか
授業が先生の自慢や世間話ばかりでお金を払う価値がない。様々な理由から体調が悪くなり、非常に効率が悪

かった。

大学に行ってこそ、実験などができるのに行けないと行く必要があるのか疑問に思った。

思い描いていた学生生活とあまりにもかけ離れていて、大学生でいる意味がわからなくなったから。

Web形式の授業に意味があるのか分からなくなったから

大学の金儲け

無駄に学費を払っているように感じ、また就活準備等も滞っており将来も不安だったため

実習が中止になり、経験として将来に対し不安を感じたため。また、実習の代わりとなる課題で本当に単位が

認められるなら普段の実習とのレベルの差が大きすぎるため。

対人や実践を重視して大学に入ったので、休学で学生期間を縮めずに大学以外の事でコロナ禍を有効活用しよ

うと思った。実際に休学中である。

中身が薄い授業を受ける必要性を感じなかったことと、卒論(卒研)に大きな影響が出たため。

コロナ後に普通の授業になるまで休学することを考えました。

授業の質が低いから。

人に会えないことで精神的に参ってゼミに参加できなくなった

このまま高いお金を払って通い続けるメリットがあまり感じられなかったから

いまでなくても学べることはある

人と会えないのでは大学に入った意味が全く感じられないから



浪人と変わらん

お金がもったいない

周りの人は軽くこなせるような課題でも自分は全然出来ず、自信とやる気をなくし、なぜ勉強しているか分か

らなくなった。

大学に行く意味がわからなくなったから

友達も作れずずっと1人で授業を受けてて精神的に辛かったから

通えないのに、学費が減っていくことに疑問を感じたため。

学費にみあっていないと考えたため

つまらないから

現状の授業の質だと得られる知識が不十分に感じたから

大学に行く意味がないと思った

授業の質が落ちているにも関わらず、学費は今までと変わらなかったため。

対面でないとできないことが沢山あるから

辛い現状から逃げたかった

このような状況下で自分が大学生であると言えるのか疑問に感じたため

無駄な気がしたから。

つらいから

不本意入学の大学なので、オンラインであれば仮面浪人をするいい機会だと考えた。

仮面浪人しているから

感染者数が減らない中後期から一部対面の再開が決定し、感染リスクを懸念したから。


