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調査の概要 

 
 

１ 調査の目的 

 新型コロナウイルス感染拡大の影響により、高校生たちの学校生活や日常生活は大きく変化し

た。そこで、コロナ禍を経験した高校生たちの勉強や日常生活、対人関係・感情、及びメンタル

ヘルスなどにどのような変化があったか、また、新型コロナウイルスに対する不安感や感染予防

行動等を把握する。さらに、運動量やライフスキル、将来に関する意識とコロナ禍に対する捉え

方との関係を分析する。これによって、青少年の健全な育成に関わる基礎資料を提供することを

調査の目的とする。 

 

２ 調査方法等 

調査時期、調査対象などは次のとおりである。 

  日本 米国 中国 韓国 

調査機関 
国立青少年教育振興 

機構 

一般財団法人日本児童

教育振興財団（委託） 

中国青少年研究セン 

ター 

ソウル YMCA、韓国多

文化青少年協会 

調査時期 2021年9月～2022年2月 2021 年 9 月～12 月 2021 年 9 月～12 月 2021年9月～2022年1月 

学校数 29 13 24 34 

調査地域 

北海道、秋田県 

茨城県、栃木県、 

群馬県、東京都、 

神奈川県、新潟県、 

福井県、山梨県、 

長野県、岐阜県 

静岡県、滋賀県 

大阪府、兵庫県 

広島県、香川県 

愛媛県、福岡県 

長崎県、宮崎県 

鹿児島県、沖縄県 

North Carolina 

Connecticut 

New Hampshire 

Louisiana  
Illinois 

Ohio 

Oklahoma 

Tennessee 

Hawaii 

New Mexico 

Washington 

 

・北京市 

・南京市 

・鄭州市 

・西安市 

・成都市 

・遼寧省遼陽市 

（各地域で都市部と郊

外から２校ずつ抽出） 

ソウル 

京畿道 

慶尚北道 

大田 

釜山 

全羅北道 

調査方法 

集団質問紙法(18 校) 

学校を通しての WEB

調査(11 校) 

学校を通しての WEB

調査 

WEB 調査（学校でパソ

コンやスマートフォンな

どで回答） 

集団質問紙法 

有効回答 

者数（人） 
4241 1900 3435 1838 
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３ 調査内容 

 コロナ禍での休校期間、オンライン学習の利用、学校のオンライン授業について、コロナ禍を

経験して感じたこと、身体活動や感染予防行動、メンタルヘルス、悩み事、新型コロナウイルス

に対する恐怖感、親子関係や他者とのかかわり、信頼する人や組織、ライフスキル、将来への意

識や人生目標など。 

 

４ 調査対象者の基本属性 （％） 

  日本 米国 中国 韓国 

性別 

男 47.9 49.0 49.1 50.8 

女 49.6 47.9 50.9 49.2 

どちらとも言えない  1.0  1.6 - - 

答えたくない  0.9  1.5 - - 

無回答  0.6  0.0  0.0  0.0 

学年 

高１ 37.3 33.6 30.5 36.9 

高２ 32.3 33.7 40.3 34.1 

高３ 30.1 32.7 29.3 29.1 

無回答  0.3  0.0  0.0  0.0 

  実数（人） 4241 1900 3435 1838 

 

５ 調査結果からみる日本の高校生の特徴 

１）勉強について 

① コロナ禍による臨時休校の経験が多い。 

日本の高校生は、コロナ禍による休校を経験したことが「ある」と回答した者の割合が９割を

超え、４か国中最も高い。休校期間は、「約２、３か月間」の割合が最も高く、６割弱となってい

る。 ⇒p.8～ 

②オンライン学習の利用率がコロナ禍前より高くなっているが、４か国中最も低い。 

 日本の高校生は、オンライン学習を利用したことが「ある」と回答した者の割合が 65.4％と、

コロナ禍前 2019 年の調査に比べて高くなってはいるものの、４か国中最も低い。そのうち、コロ

ナ禍後、「学校の授業でオンライン学習を利用した」が 72.5％、「学校の授業以外でオンライン学

習を利用した」が 44.9％となっており、いずれもコロナ禍前より大幅に増加している。 ⇒p.9～ 

③学校のオンライン授業が効果的だと評価している反面、対面の授業より先生や友達とのやりとりに

不便を感じている。 

日本の高校生は、学校のオンライン授業について、「集中して学習できた」が 55.7％（「全くそ

うだ」「まあそうだ」と回答した割合、以下同様）、「授業内容が理解できた」が 64.3％といずれも

中国に次いで高い。一方、「対面の授業より先生に質問しやすかった」「対面の授業より友だちと

議論や話をしやすかった」が２割未満で、米・中・韓より低くなっている。 

学校のオンライン授業が「とても効果的」「まあ効果的」であると回答した者の割合が６割弱と

なっており、コロナの感染が拡大した場合、オンライン授業より「対面授業がよい」と回答した
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者の割合が３割弱にとどまり、４か国中最も低い。 ⇒p.11～ 

④友達や対面でのコミュニケーションの大切さを再認識している。 

日本の高校生は、コロナ禍を経験して、「友達の大切さを感じるようになった」「対面でのコミ

ュニケーションは大切だと思うようになった」と回答した者の割合が、いずれも５割を超えてい

る。これに対し、「勉強の大切さを感じるようになった」が 19.6％、「勉強を自らするようになっ

た」が 11.6％となっており、いずれも４か国中最も低くなっている。 ⇒p.14～ 

⑤コロナ禍前に比べて、勉強の負担が「大きくなった」割合は４割強と、４か国中最も低い。 

コロナ禍前に比べて、勉強の負担は、「非常に大きくなった」「少し大きくなった」と回答した

割合が 42.9％と、米・中・韓に比べて最も低くなっており、「変わらない」の割合が 53.6％と米・

中の２割強、韓国の４割強を上回っている。 ⇒p.15 

⑥留学志向が低下している。 

日本の高校生は、「留学したいと思わない」と回答した者の割合が６割強と、中国に次いで高く

なっており、米国と韓国より 20 ポイント以上も高い。 

2011 年と 2018 年の調査に比べて、日・中・韓とも「留学したいと思わない」の割合が増えてお

り、特に中国の増加率が顕著である。 ⇒p.15～ 

 

２）身体活動と感染予防行動 

①この一年間で野外活動をしていない割合が４か国中最も高い。 

日本の高校生は、この一年間、キャンプ、山登りやハイキングなどの野外活動をしたことが「１

度もない」と回答した者の割合が７割強と、４か国中最も高い。2017 年の調査に比べて、経験し

ていない割合が高くなっている。 ⇒p.17～ 

②コロナ禍前に比べて、運動量が減ったと回答した日本の高校生が４割弱。 

日本の高校生は、運動やスポーツを「ほぼ毎日」していると回答した者の割合が、34.5％と米

国に並んで高い。運動の強度について、「かなりきつい運動」「非常にきつい運動」と回答した割

合が 22.7％と、米・韓に比べて低いが、１回あたりの運動時間について、「90 分以上」と回答し

た者の割合が 33.4％と、米・中・韓を大きく上回っている。 

 また、コロナ禍前に比べて現在の運動量が「非常に減った」「少し減った」と回答した割合が、

日本は 36.2％と４か国中最も高い。 ⇒p.18～ 

③マスクの着用率が高く、人混みや外食を控える傾向にある。 

日本の高校生は、マスクを「常に」つけるようにしていると回答した割合が９割を超え、４国

中最も高い。また、人混みのところを「常に」避けると回答した割合が５割弱、外食を「常に」控

えるが３割強となっている。 ⇒p.20～ 

 

３）メンタルヘルス 

①情緒が安定的になっている。 

日本の高校生は、「落ち込む」という心情が「よくある」「ときどきある」と回答した者の割合

が４割強と、米国に次いで高いが、「神経がたかぶり、心が安定しない」「なんとなくいらいらす

る」「眠れない」「ものごとに集中できない」の割合がいずれも４か国中最も低い。 

 2017 年の調査に比べて、例示した不安な情緒を表す６項目とも「ない」と回答した割合が高く
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なっている。 ⇒p.23～ 

②悩みが少なくなっている。 

日本の高校生は、現在の悩み事として「勉強や成績」「進路について」と回答した者の割合がい

ずれも５割以上となっており、ほかの項目を大きく上回っている。米・中・韓に比べて、「友人関

係」「健康」「異性との付き合い」「家族関係」「家の経済事情」「学校の先生との関係」の割合が、

いずれも最も低くなっている。 

また、2017 年の調査に比べて、ほとんどの項目の割合が低くなっており、反対に「特に悩みが

ない」の割合が高くなっている。 ⇒p.26～ 

③「新型コロナウイルスがとても恐い」と感じている日本の高校生が６割弱。 

日本の高校生は、「新型コロナウイルスがとても恐い」と感じている（「とてもあてはまる」「あ

てはまる」と回答した、以下同様）者の割合が 59.2％と米・中より高い。また、「新型コロナウイ

ルスで命を失うことを恐れている」の割合が 47.0％と、米・中・韓を大きく上回っている。他方、

「新型コロナウイルス感染が心配で眠れない」「新型コロナウイルス感染について考えると、心拍

が早くなったり、動悸がしたりする」「新型コロナウイルスについて考えると手汗をかく」の割合

がいずれも４％未満となっており、４か国中最も低くなっている。 ⇒p.30～ 

 

４）人間関係 

①家族との関係がよくなり、友だちとの時間も楽しいと感じている。 

日本の高校生は、「家族との関係が良好である」「親(保護者)は私のことを理解している」「家に

いると落ち着く」「友だちと一緒にいる時は、楽しい」「一人でいるのが好きだ」「つらい時、助け

てくれる人がいる」に「そうだ」と回答した者の割合がいずれも４か国中最も高い。また、2014

年や 2017 年の調査に比べて、これらの項目について、「そうだ」と回答した者の割合がすべて高

くなっている。 ⇒p.34～ 

②「家族」「友達」への信頼感が高くなっている。 

日本の高校生は「家族」と「友達」を「とても信頼している」「まあ信頼している」と回答した

者の割合がいずれも９割を超えている。 

2014 年の調査に比べて、「家族」「友達」を「とても信頼している」と回答した者の割合がいず

れも高くなっている。 ⇒p.39～ 

 

５）ライフスキルや将来への意識について 

①自分の感情を素直に表現でき、他人への思いやりも持っている。 

日本の高校生は、「声を出して笑うなど、自分の感情を素直に表現できる」「他人の話を聞くと

き、その人の立場に立って気持ちを想像できる」「他人の気持ちを考慮した言動をとれる」「他人

に対して思いやりのある言動をとることができる」に「非常にあてはまる」「すこしあてはまる」

と回答した割合が、いずれも８割を超えている。他方、「自分自身の考えを他人に理解しやすいよ

うに伝えられる」（59.5％）、「つらいことがあっても、悪い方向に考えすぎない」（43.8％）の割

合が４か国中最も低くなっている。 ⇒p.43～ 

②将来への不安を抱えながら、「いま」を楽しむ。 

日本の高校生は、「自分の将来に不安を感じている」「将来のことを悩むより今を楽しみたい」
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について、「よくあてはまる」「まああてはまる」と回答した割合がいずれも 76％を超え、米・中・

韓に比べて最も高い。他方、「将来への希望を持っている」「自分の将来の目標をはっきり決めて

いる」の割合が、いずれも４か国中最も低くなっている。 ⇒p.45～ 

③有名大学に入ることやリーダーになることへの願望が低い。 

日本の高校生は、将来の目標について、「のんびりと気楽に暮らすこと」「安定した仕事に就く

こと」「円満な家庭を築くこと」「自分の趣味を生かす暮らしをすること」が「とてもそう思う」

と回答した割合がいずれも５割強となっており、米国に次いで高い。他方「お金持ちになること」

「高い社会的地位に就くこと」「有名な大学に入ること」「リーダーになること」が、「とてもそう

思う」と回答した割合が米・中・韓に比べて最も低くなっている。 

 また、2016 年の調査に比べて、日本の高校生は、「のんびりと気楽に暮らすこと」「お金持ちに

なること」「リーダーになること」への願望が高くなり、「有名な大学に入ること」への願望がや

や低くなっている。 ⇒p.47～ 


