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日本では教育格差が深刻であり、困窮家庭の子どもは様々な要因から学力が低くなってしまいます。貧
困の連鎖から抜け出るために大学進学をしようとしても、大学の入学金や学費の手前で、受験料や交通
費、塾や予備校などの受験勉強や受験にかかる費用の捻出に苦労をしています。
こうした状況を受けて、認定 NPO 法人キッズドア基金は、2020 年度より、困窮家庭の高校生・浪人
生の進学支援を目的とした受験のための奨学金を延べ 2100 人超に給付してきました。2021 年度は、7 月
に「受験サポート奨学金」、12 月に「進学応援奨学金 supported by 日本生命」を募集し、困窮家庭の高
校３年生・浪人生に 5 万円、高校 2 年生に 3 万円を、合計 804 名に給付しました。
受験終了時に奨学金受給者を対象にアンケートを実施し、困窮家庭の進学の実態とコロナ禍の影響、必
要とされる支援を調査しましたので結果をご報告します。
また、コロナの影響が⻑引く中、2020 年度よりも 2021 年度の方が深刻な影響を与えている可能性が
あることもわかりました。コロナによる経済被害は、非正規雇用などコロナ以前より困窮していた方々
に影響が大きく、緊急⼩⼝資金貸付等の返還（免除は住⺠税非課税世帯のみ）などが始まれば、受験生
のいる家庭にとっては、大きな負担です。
このような状況を鑑み、この度、ゴールドマン・サックスのご支援により、2022 年度から 3 年間に渡
り、新たな奨学金プログラムの募集を開始いたしましたので合わせてご紹介いたします。

1． アンケート概要（目的、調査対象・期間）
キッズドア基金が実施した、以下の奨学金受給者を対象に、アンケート調査を実施。
受験サポート奨学金
給付時期： 2021 年 7 月給付
対象
： 住⺠税非課税世帯、同水準へ直近減収世帯、児童扶養手当受給世帯、緊急⼩⼝/住居確保
給付金受給世帯。
給付人数： 高校 3 年生・浪人生 308 名、高校 2 年生 105 名
給付額 ： 高校 3 年生・浪人生 5 万円/人、高校 2 年生 3 万円/人
進学応援奨学金 supported by 日本生命
給付時期： 2021 年 12 月給付
対象
： 住⺠税非課税世帯、同水準へ直近減収世帯、児童扶養手当受給世帯、緊急⼩⼝/住居確保
給付金受給世帯、児童養護施設・里親養育の方。
給付人数： 高校 3 年生・浪人生 391 名
給付額 ： 高校 3 年生・浪人生 5 万円/人



調査名：2021 受験サポート奨学金/進学応援奨学金

受給者アンケート

調査趣旨：奨学金を給付し進学を支援した低所得家庭に対し、使途や進学先について回答を得る。
また、受験料・予備校や入学金など入学前の費用負担やコロナ禍による影響が、進路にどのような
影響を及ぼしているか、必要とされる支援は何か、について調査を行う。




調査方法、期間：WEB アンケート、2022 年 3 月 5 日〜3 月 27 日（約 3 週間）
回答数：上記奨学金を受給した高 3・浪人生家庭 601 件（回収率約 86％）
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2． 調査結果概要
本調査より、大学進学機会に係る以下の現状が明らかとなった。



両奨学金の申請時の家庭状況調査より、受給家庭の 96%が年収 200 万円未満であり、46%がコロ
ナ禍による失業や収入減少があったと回答。



コロナ禍で困ったこととしては、休校や授業の遅れ等(60%)、オープンスクール等が無くなること
での学校選び（43%）、友達と一緒に勉強できない孤独感（40％）。都道府県別では、東京都在住
者は勉強場所の確保に困っており、北海道、宮城、福岡は情報収集の課題が大きいなど、地域差が
ある。



受給者のうち進学率は 86%(大学・短大 73%、専門学校 13%)。98％が進学後に奨学金を利用する予
定。うち、85%は日本学生支援機構の給付型奨学金を利用予定であり、高等教育修学支援の新制度が
浸透し始めていると推察される。



コロナ禍による受験への影響(受験生回答)は、“受験する学校の数を減らした”という回答が、昨年
度の 58%から 67%へ増加。コロナの影響が⻑期化するだけでなく、受験機会に関しては深刻化して
いる可能性がある。



受験校数は「1 校のみ」が 46％と約半数を占める。ただし一般入試で受験した生徒の場合は、1 校
から 4 校までそれぞれ 20％前後である。経済的理由により一般受験ではなく推薦受験を選んだが
22％など、受験料負担が受験方法の選択肢を狭めている。



経済的理由による受験の影響(保護者回答)では、57%が受験学校数を減らした、56%が塾・予備校
に通わなかった・減らした、10％が大学から短大・専門学校等に変更、3％が進学をあきらめて就職
に変更。



受験制度改善のために実施してほしいこと(受験生回答)は、63%が受験料の免除、59%がひとり親へ
の支援、45%が給付奨学金の対象者拡大・増額、38%が入学金の支払期限の猶予と回答した。

3． 受験サポート奨学金・進学応援奨学金(高 3・浪人)

受給者アンケート調査結果（601

件）
以下、2021 年奨学金受給者（保護者および受験生）のアンケート回答（601 件）を取りまとめた。
3.1

支援家庭の実態

2021 年度受給者は、ひとり親家庭(84%)と児童養護施設・里親養護家庭(6%)で合計 9 割、年収 200 万
円未満の家庭が 96％を占める。コロナ禍による経済的影響を受けた世帯は 46%と、⻑引く雇用・所得へ
の悪影響が、進学を控える困窮家庭を直撃していることがわかる。
SNS や関連団体から広く告知したことで応募者、受給者共に全都道府県にわたる。
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2021受験サポート奨学金・進学応援奨学金
都道府県別受給者(804名)
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⻘森県
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3.2

コロナ禍の影響で受験勉強に困ったこと(受験生回答、複数回答可)：都道府県別



60％の子どもが、学校が休校になったことで困ったと回答している。



東京都在住者はコロナ禍で勉強場所確保に困った子どもが多い。



北海道や宮城県、福岡県は、情報収集の課題が他県より大きい

コロナの影響で困ったこと(受験生)
60%

学校が休校になり、授業が
43%

40%

遅れたり、先生に質問した

37%
31%

りできなかった

オンライン学習などで困った

3

家のネット環境が十分ではなく

17%

やタブレットがなく勉強や
PC
情報収集で困った

きず勉強場所に困った

学校の自習室や図書室などが利用で

図書館や公共施設が利用できず

勉強場所に困った

できず孤独感を感じた

友達と話したり一緒に勉強したり

オープンスクールや説明会がなくな

り、学校選びに困った

学校が休校になり、授業が遅れた

り、先生に質問したりできなかった

19%

3.3

受験率、塾・予備校利用率：家族構成別(保護者回答)

 収入帯がほぼ同じため大きくは変わらないものの、子どもの数が多い場合やひとり親の場合に受験
率が低い。
 子どもの数が多いほど、有料の塾・予備校（オンライン）利用率は低い。
 有料の塾・予備校（オンライン）利用率はひとり親世帯より両親世帯の方が利用率は低い。
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3.4

来年度の進路 (保護者回答)、進学後の不安(受験生回答)

 受給者のうち進学率は 86%(大学・短大 73%、専門学校 13%)
 進学後に「学費が払えず退学してしまう」ことについて、とても不安が 1/3 と高い。
 進学先によって進学後の不安に大きな差は見られないが、専門学校進学者は経済的な理由により
退学したり勉強が滞ったりする不安が比較的強い。

進学状況

大学進学
1% 3%
2%

3%

短期大学進学
専門学校進学

6%

浪⼈

13%
4%

就職（正社員）

69%

就職（パート・アルバイト・契約社員等）
進路未決定
その他
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3.5

受験校数(保護者回答)

 受験校数は「1 校のみ」が 46％と約半数を占める。
 ただし一般入試で受験した生徒の場合は、1 校から 4 校までそれぞれ 20％前後存在。
複数校受験する経済的余裕がない場合は一般入試以外の受験方法を選択している可能性あり。

3.6

受験にかかった費用(保護者回答)

 受験にかかった費用（塾代除く）は 10-30 万円が 36%と最多。困窮子育て家庭には重い負担となっ
ている。
 受験校数が 2 校を超えると、受験にかかる費用が 10 万円を超える場合が 60％以上。5 校以上受験
した場合は全員が 10 万以上かかっている。
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3.7

経済的理由による進学への影響(保護者回答、複数回答可)

 「受験校数を減らした」57% 「塾・予備校に通わなかった、減らした」56%に該当。
 推薦入試で受験したうち 47%が、経済的理由により「一般入試でなく推薦入試を選んだ」と回答。
経済的理由による進学への影響(保護者)
経済的理由による進学への影響(保護者)

影響はない
450

57%

56%

400

進学のため子どもが

35

65

バイトを始めた、増や

350

した
模試を十分に受けら

300

れなかった

33%
250

25%
22%
17%
16%
10%

110

82

塾・予備校に通わな
かった、減らした

200

29
9%

150

82

27

3%
100
50
0

35
17
68
29

137

私大の併願受験を

43

あきらめた

5

一般受験でなく推薦

39

入試を選んだ
志望する大学・学部
を変更した
大学から短大・専門
学校等へ変更した
受験学校数を減らし
た

3.8

本奨学金（5 万円）の活用先(保護者回答)

 奨学金の活用先として最も多いのは「受験料」で 74％。次いで多いのは「交通費」の 38%。塾や予
備校という受験勉強での経済格差に加えて、
「受験」にかかる費用が賄えない状況であり、受験生の
努力では埋められない。

7

3.9

コロナ禍による影響：受験方法別(受験生回答)

 推薦入試で受験した生徒への影響が最も大きく、「受験・進学をあきらめようと考えたことがある」
が 60％。

3.10

コロナ禍による影響：昨年との比較(受験生回答)

 コロナ禍による影響は、2020 年と比較してほぼ改善されていない。
 「受験する学校数を減らした」は 2020 年 58％に対して、2021 年度は 67％と増加しており、⻑引

くコロナの影響が深刻になっている可能性がある
※2020 年との比較は、「2020 年度受験サポート奨学金」(2020 年 8 月給付)高 3 生受給者アンケート(回
答 91 名、2021 年 3 月実施)との比較
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3.11

受験制度で改善してほしいこと(受験生回答、3 つまで回答)



改善施策として「受験料の免除」（63％）と「ひとり親家庭への支援」
（59％）。



給付型奨学金の対象拡大・増額（45%）、入学金・学費の支払い期限の延⻑(38%)の要望も強い。

受験制度への改善要望(受験生)

63%
59%

45%
38%
25%
18%

15%
9%
コロナ禍での勉強場所の確保

検定試験・模試の受験料の免除

文房具やパソコンの無償貸与

共通テストの無償化

入学金・学費の支払い期限の延長

給付型奨学金の対象者拡大・増額



ひとり親家庭への支援

受験料の免除

3.12

利用予定の奨学金(保護者回答)
奨学金を利用しないと回答したのはわずか 2％。98％は奨学金を利用予定。
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3.13

進学にかかる費用の負担感・奨学金の効果(受験生回答)

 進学にかかる費用に関して「保護者に気を遣った」と回答した子どもが 92％、受験サポート奨学金
が「受験の後押しになった」と回答した子どもが 99％を占める。保護者に経済的な負担をかけたく
ない子ども達にとって、受験準備期に奨学金を得られることは受験の励みとなっている。

＜保護者の声

抜粋>






金銭的にはもちろんですが、精神的にとても救われました。自殺を考えることも多々ありました。



受験ですぐ大きなお金が色々な場面で必要になりました。銀⾏にいったら⺟子家庭だと返済不安あ



親の経済状態で子供の進学率が変わってくることは確実にあることなので、経済的理由なく進学で



大学入学後のお金の事で頭がいっぱいになりがちですが、受験費用も高額になる事についてはあま



パート等で塾代を賄おうとしましたが、なかなか思うように稼ぐ事はできず娘にも我慢させる事も

コロナ禍による雇い止めや家庭の経済状況で進学することを諦めようとしていました
この寄付金がなかったら入学金がたりず、諦めて就職も視野にいれないとだったので助かりました。
受験するのに一律で費用がかかるので、お金さえあればどこかに引っかかるような受験システムは
かえてほしいですね。
るので審査もしてもらえませんでした。
きる機会が与えられるように、社会全体で支えていってほしい。
り頭が回っていませんでした。
多々ありました。

＜受験生の声

抜粋>



受験料が 35000 円もするのでお金は水のようになくなります。もう少し頑張る受験生に優しい世の



コロナの影響で両親の収入が減少し、将来が不安です。両親がお金のことで毎日言い争いをしている







受験料や、入学金、授業料等が頭をよぎり、精神が不安定の日々でしたし、今もです。

中になって欲しいです。
声を聴こえてしまうのが悲しいです。
進学を希望しましたが、難しく⺟と話し合い就職に切り替えました。
浪人して受験費用や学費を自分で貯金してから進学しようかと本気で悩んでいました。
⺟の負担の事を思うと受験を諦める事も考えました。
Wi-Fi がほしかったです。無料 Wi-Fi を求めて自転車で近くのコンビニへいってました。
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4． 困窮家庭の高 3・浪人生向け【ゴールドマン・サックス

大学受験給付型奨学金】

困窮家庭からの進学率向上には進学準備支援を充実させる必要がある、という認識に共感をいただき、
ゴールドマン・サックス・ギブズの支援を受け、認定 NPO 法人キッズドア基金は【ゴールドマン・サッ
クス

大学受験給付型奨学金】の募集を 4 月 1 日に開始しました。コロナ禍で家計が急変するなど経済

的に厳しい状況にありながら大学受験を目指す高校生・浪人生に、進学準備費用 5 万円と入学準備金 10
万円、受験情報・奨学金情報などの受験支援を提供します。2024 年度まで 3 年間実施の予定です。
◆ゴールドマン・サックス

大学受験給付型奨学金

概要

〇募集人数

：600 名(2022 年度)

〇対象

：大学・短大の進学を目指す、新高 3 生または浪人生(1 浪まで)

〇応募要件(詳細は募集要項参照)：
・児童扶養手当受給世帯、住⺠税非課税世帯、生活保護世帯
・住⺠税非課税水準へ直近減収した世帯
・緊急⼩⼝資金貸付または住居確保給付金受給世帯
・児童養護施設または里親養護にある方
・その他特別な事情がある世帯
〇給付額

：進学準備金 5 万円、
入学準備金 10 万円（合格者に給付）

〇大学受験情報支援・セミナー等の伴走支援を提供
〇応募ホームページ：https://www.gs-scholarship.com
○締切：2022 年 5 月 15 日
■認定 NPO 法人キッズドア基金
2018 年設立

東京都中央区

https://kidsdoorfund.com/

代表理事

松見幸太郎

日本の明るい未来のために子どもと社会をお金でつなぐ基金として、困窮家庭の中高生への奨学金や、子ど
もの貧困に取り組む団体の支援に取り組む。2020 年より、受験サポート奨学金、英検奨学金、新生活準

備奨学金を通じ、延べ 2100 名超の中高生家庭へ奨学金を給付。NPO キッズドアの姉妹団体。
■認定 NPO 法人キッズドア
2009 年設立 東京都中央区

https://kidsdoor.net/
理事⻑ 渡辺由美子

設立当初より、日本の子どもの貧困課題の解決に取り組む。困窮家庭の⼩学生〜高校生世代を対象に、無料学
習会や、勉強に加えて⾷事等の生活支援も行う居場所を東京・宮城で展開。理事⻑の渡辺由美子は、内閣府子
供の貧困対策有識者会議構成員等、政府委員も務める。
【本件に関する問合せ先】
■調査内容について
認定 NPO 法人キッズドア
M: 080-3148-6696

広報担当

廻（めぐり）

meguri@kidsdoor.net

■ゴールドマン・サックス 大学受験給付型奨学金について
認定 NPO 法人キッズドア基金 広報・ファンド担当
M: 070-1300-7161

chiyoda@kidsdoorfund.com
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千代田 敦子

大学進学機会の公正性確保についての緊急提言
2022 年 4 月 27 日
認定 NPO 法人キッズドア 理事⻑ 渡辺由美子
認定 NPO 法人キッズドア基金

代表理事

松見幸太郎

⻑引くコロナの影響等で、困窮子育て家庭では、大学の学費や入学金の手前で、受験料などの「受験」
にかかる費用の捻出が難しく、望む進路に進めません。この事態は教育機会の公正性を著しく損なってお
り、改善をお願いします。
また、困窮家庭では給付型奨学金の利用率は高く、高等教育の修学支援新制度の大きな成果が出ていま
すが、入学金や学費の納入時期と奨学金の支給時期のギャップがあり、困窮家庭を苦しめています。支給
対象の拡大なども必要です。
すべての子どもが、自分の望む進路に挑戦できるように、大学進学機会の公平性を確保してください。

1. 大学等の受験料の公的支援制度を作ってください
認定 NPO 法人キッズドア基金が 2020 年から実施する「大学の受験等にかかる費用に使うための給付
型奨学金（5 万円）」のニーズは、年々拡大しています。毎年「この奨学金がなければ大学進学を諦めた」
というご家庭があるように、受験料の捻出に苦しんでいます。
現在、東京都では、受験生チャレンジ支援貸付制度があり、高校３年生等に受験料として 8 万円（上
限）として無利子で貸付、さらに大学等に入学すれば返済免除になる制度があります。
ぜひこのような公的支援制度を全国に拡大し、困窮家庭の子どもが安心して受験に臨めるようにして
ください。
※東京都受験生チャレンジ支援貸付
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/seikatsu/teisyotokusyataisaku/jukenseichallenge.html

2. 高校生等奨学給付金の対象家庭の拡充と増額を！
本制度は、全ての意思ある生徒が安心して教育を受けられるよう、授業料以外の教育費（※）負担を
軽減するため、高校生等がいる低所得世帯を対象に支援を行う制度です。現在、生活保護受給世帯、住
⺠税非課税世帯に年間３〜15 万円が給付されています。高校生や児童手当がなくなるため、実質的に家
計が減少するため、この額では教育費の負担軽減効果は十分ではありません。ぜひ増額をお願いしま
す。
また、対象が住⺠税非課税世帯となっていますが、対象の拡充も必要です。
※高校生等奨学給付金

https://www.mext.go.jp/a̲menu/shotou/mushouka/1344089.htm
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3. 奨学金の給付時期と入学金・授業料の納入時期のギャップを解消してください
高等教育の修学支援新制度は、困窮家庭の子どもの大学・短大・専門学校進学を後押しする貴重な制度
として定着しつつあります。
奨学金の予約採用が決定していても、入学前に入学金や前期授業料を納入しなければならない大学、専
門学校は多く、多額の費用の捻出が困窮子育て家庭を苦しめています。社会福祉貸付や⺠間の教育ローン
などを利用できないご家庭もあります。納入時期のギャップを埋めるために、予約採用が決定している学
生に関しては、入学金や授業料の納付時期を奨学金給付後に延⻑することを、すべての大学・短大・専門
学校等に徹底してください。

4. 大学受験勉強のための環境整備
コロナの影響により、高校の図書室や自習室の利用、自治体等の図書館等の勉強利用が制限されるなど
の状況が発生しています。また、高校は休校になることで、塾や予備校に通わない生徒には、学習面で大
きな不利が生じます。困窮家庭では、オンライン環境が整えられず、思うように学べません。
困窮家庭の子どもが思い切り学べるように、環境整備をお願いします。

コロナの影響で困ったこと(受験生)
60%
43%

40%

37%
31%

オンライン学習などで困った

家のネット環境が十分ではなく

17%

やタブレットがなく勉強や
PC
情報収集で困った

きず勉強場所に困った

学校の自習室や図書室などが利用で

勉強場所に困った

図書館や公共施設が利用できず

できず孤独感を感じた

友達と話したり一緒に勉強したり

オープンスクールや説明会がなくな

り、学校選びに困った

学校が休校になり、授業が遅れた

り、先生に質問したりできなかった

19%

5. 児童⼿当の高校段階までの延⻑
現在、中学３年までとなっている児童手当は、困窮家庭の子どもが高校へ進学するために必須の支援と
なっています。子どもが大学進学も視野に入れて自分の進路を検討することができるよう、児童手当を高
校卒業まで延⻑してください。
（以上）
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