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調査期間：2022年7月26日〜8月1日
調査機関：ENSPORTS（https://www.ensports.com）
調査方法：インターネット調査（クラウドワークスのアンケート）
調査対象：現役大学生90名（男性46名、女性44名）

性別 現在の学年 学部
大学在学中に恋人ができたこ
とはありますか？

大学に出会いの機会は多い
と思いますか？ 出会いの機会が「多い or 少ない」と回答した理由 大学で恋人と出会った場所

大学生活で出会いの多いシチュエーションについて教えてくだ
さい（伝聞でも可

男性 4年生（4回生） 法学部 いいえ 多いと思う

生徒同士での共同研究発表が複数回あります。これは教
授がランダムに組むものとなり、そこに出会いの可能性が
広がる要素があります。 できたことがない

大人の出会いもそうですが、食卓を共にすることで打ち解ける
ことが多いと思います。出会って交流を深めて恋愛に繋がる
きっかけとして、コンパ、飲み会が出会い方としては多い例にな
ると思います。

女性 1年生（1回生） 通信教育部 いいえ 少ないと思う
他の人と接触する機会が極めて少ないと常々感じている
からです。 できたことがない

サークルに入って自校の学生だけでなく、他校の学生と交流す
る機会が定期的にあって、そこで出会うという話をよく聞く。

女性 1年生（1回生） ビジネス総合学科いいえ 少ないと思う

まず学科に人数が少ない、その上男子が女子よりも少な
いためだと思います。自分の通っている短期大学は本部
な感じではないためサークルもありません。ほかの学校の
大学生との交流も文化祭実行委員とかに入らない限りな
いので出会いの機会はとても少ないと思います。 できたことがない

今はマッチングアプリが多いように感じます。使っている人も私
が聞いたのは大学生ではない人も含まれますが何人かいま
す。あとは、普通に大学内で良い人を見つけようとしている人も
います。

男性 3年生（3回生） 工学部 いいえ 少ないと思う
同じ学部には女子学生の数が少ないので、出会いの機会
がほとんどないから。 できたことがない

同じ教室で長い時間を一緒に過ごすことが一番の出会いの場
だと思います。異性が多いサークルを探すことがチャンスを作
るのによいと思います。

女性 1年生（1回生） 経済学部 いいえ 少ないと思う
コロナの影響でリモート授業が多くて大学にあまり行けて
いないので出会いが少ない。 できたことがない

まわりの友達はバイト先で出会っている人が多いです。あと高
校のときからずっと付き合っているパターンもあります。

男性 4年生（4回生） 工学部 いいえ 少ないと思う
サークルに入っていない、工学部で女子が少なく、大学の
授業で関わる機会がない。 できたことがない

友人や周りから聞くのはサークルの先輩後輩や同期、バイト先
での出会いが多いと感じる。最近はマッチングアプリも多い

男性 2年生（2回生） 自動車工学科 いいえ 少ないと思う
ほぼ男が占める学校ですし、専門分野でそういったことに
奥手な者が多いですから。 できたことがない

やはりコンパでの出会いが多いのではないでしょうか。学内で
は出会いのシチュエーションは少ないですから、外で頑張る必
要があります。

男性 4年生（4回生） 工学部 いいえ 多いと思う
サークルやゼミなどで関わる機会が多く、休み時間を有意
義に過ごせるからです。 できたことがない

サークルでの新入生歓迎会でお酒を交えた交流会です。新入
生が必ずといって良いほど参加するイベントのため、先輩後輩
の絆が深まるからです。

女性 4年生（4回生） 社会福祉学部 いいえ 少ないと思う

コロナになって行事の中止やサークル勧誘の中止・活動
禁止などがあったため、最近の大学生は基本的に出会い
の機会が少ないと思います。また、授業もリモートで行わ
れることが多く、新しい人との出会いはほぼない気がしま
す。 できたことがない

結果的には別れて気まずくなっているカップルがほとんどです
が、同じ学科で付き合っている人が複数人いました。また、中に
はSNSや出会い系アプリなどの利用やサークルの掛け持ち、
アルバイト先で見つけている人もいました。

女性 3年生（3回生） 文学部 いいえ 少ないと思う
大学自体は広いですが、交流できる場は割と限られてい
るからです。 できたことがない

やはり恋人が同じ大学という場合は、サークルやゼミが同じで
ある確率が高いです。接する機会が多いので、距離を縮めや
すいのかなと思います。

女性 2年生（2回生） 経済学部 いいえ 多いと思う
男女混合のサークルが多く、サークル活動やイベントなど
をきっかけに仲良くなることが多いから。 できたことがない

同じサークルや部活、ゼミのメンバーのインスタグラムなどの
SNSをフォローし、ダイレクトメッセージなどでよく話すようにな
り仲良くなるといった出会い方が多いと思います。

男性 2年生（2回生） 情報学部 いいえ 少ないと思う
大学で１日に会う女性の9割が食堂のおばちゃんだという
ぐらい大学に女性がいない できたことがない

同じ授業で共同で実験することになり実験中に雑談とかをして
親しくなるかパターンか、同じサークルのオフ会で仲良くなるパ
ターンが多い。

女性 3年生（3回生） 国際学部 いいえ 少ないと思う
女子大に通っていることに加え、コロナ禍で人との関わり
が減ったため、男性と関わる機会がないから できたことがない

私の友達はアルバイト先やアプリで恋人と出会っている人が多
いと感じる。ある一人の友達は、アプリで色々な人とトークを重
ね、その中で良さそうだと思った人と直接会い、その後付き合う
ようになったと言っていた。

男性 4年生（4回生） 文学部 いいえ 少ないと思う

サークルや部活などに所属していると出会いが多いと思う
が、私はサークルや部活に所属していないので出会いは
少ないと思う できたことがない

サークルや部活、バイト先、マッチングアプリが出会いの場とし
て多い気がする。なにかに所属しないと大学での出会いは難し
い

女性 2年生（2回生） 教育学部 いいえ 少ないと思う

学校が終わったら、サークル活動もせずに、お金に余裕が
ない私はすぐにバイトに行っているので、他の友達に比べ
て出会いが少なくなっています。 できたことがない

友達は、サークル活動を通じて恋人に出会い、今付き合ってい
ます。見ていて仲がいいし、うらやましいです。私も生活に余裕
ができたら、サークルに入って一緒に活動しているうちに、自分
に合う彼氏をみつけて、付き合ってみたいです。これが今の私
の目標です。

男性 4年生（4回生） CGクリエーター いいえ 少ないと思う
学部内に男性が10人ほどに対して、女性は1人しかいな
いから。 できたことがない

学部を超えた授業などで隣の席になり、グループワークなどで
交流を深め、関係性が進んでいくのを見たことがある。

男性 4年生（4回生） 工学部 いいえ 少ないと思う
自分の学部学科が工学部機械工学科で女性が少なく、
サークルも女性が少なかったから。 できたことがない

バイト先やサークル内で出会うことが多いと思う。最近だとマッ
チングアプリで出会うという人もいる。他にも友達や先輩に紹介
されて知り合ったという人もいた。

男性 4年生（4回生） 理工学部 いいえ 少ないと思う
ほぼ学部で固まってしまうため、学部内の女子意外と関わ
る機会は少ない。 できたことがない

授業、部活、サークル活動を通して知り合うことが多いのでは
ないでしょうか。
マッチングアプリ等を使っている人もいるようですが、男性側の
負担が大きすぎて学生には無理です。
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男性 4年生（4回生） 法学部 いいえ 少ないと思う
自らそのような出会いが生まれるようなところに飛び込ま
ないとまずないと思っていい。 できたことがない

出会い系アプリで恋人を作っている友達が周りでは結構いる。
サークルはやはり趣味があったりすることも多いので、出会い
が多いと思う。

男性 4年生（4回生） 法学部 いいえ 少ないと思う

コロナ禍になり、授業はオンラインが基本でサークル活動
もほとんどなくなったため、対面で人と会うことがなくなり、
出会いの場がない。 できたことがない

ツイッターなどのSNSを使用することで、同じ大学や学部に通う
人同士でフォローし合い、そこからダイレクトメッセージを送り合
うなどして恋愛に発展することが多い。

女性 2年生（2回生） 工学部 いいえ 少ないと思う
コロナ禍ということもあり、あまり他学科や他学部の人と交
流がない。 できたことがない

サークル等に加入している友人は、そこでもコミュニティを広げ
ているため、比較的充実した大学生活を送っているように感じ
る。理系に出会いを求めるべきではありません。皆淡々と勉強
をしています。

男性 2年生（2回生） 農学部 いいえ 少ないと思う
何かしらきっかけがある人もいると思いますが、自分の周
りではありませんでした できたことがない

研究部やいろんなサークルでできるんではないでしょうか。結
構今はSNSが広がっておりますのでなかなかだと思いました

女性 2年生（2回生） 栄養学部 いいえ 少ないと思う
女子大に通っており、男性は教授か大学院生くらいしかい
ないため。 できたことがない

共学で男女比の偏りがない学部では、同じ学部の人や、サーク
ルの同期、先輩と出会う人が多いようです。また、バイト先や
マッチングアプリで知り合ったという友達も多いです。

女性 1年生（1回生） 経営学部 いいえ 多いと思う
高校よりも全国の方とお話する機会もあるし、サークルの
飲み会などで話すことも増えると思うから。 できたことがない

私の学校は、クラス制度があり、友達を作りやすいという特徴
がある。そのため、男性の方とお話する機会も増えるし仲良く
なり、付き合うという人が周りに多い。

女性 1年生（1回生） 理工学部 いいえ 少ないと思う
ほとんど授業でも顔見知りの方と話す程度で特にクラブな
ども入っていないため できたことがない

飲み会や合コンなどがあった場合はなどの出会いやそこで知り
合った異性の方を通じて新しい出会いなどがある方などが多い
ようです。

女性 2年生（2回生） 文学部 いいえ 多いと思う

授業は一緒になる人が修業によって異なるし、サークルで
は多くの人と接する機会があります。また大学生は学校だ
けでなくバイトでの出会いもあります。 できたことがない

学校の体育の授業では他の学部、他の学年の人と一緒にな
り、運動を通して仲良くなることが多いです。授業の後そのまま
お昼ご飯を食べたり、連絡先を交換して恋愛に発展していくこと
も多いです。

男性 1年生（1回生） 工学部 いいえ 少ないと思う
主にコロナのせいだと思うが、そもそも学生同士の交流が
少ないなと感じます。 できたことがない

自分の友達で感じるのは学科が同じ子で授業などで関わりが
あったのが始まりになるのが多い気がします。
自分が工学部であまり異性がいないというのもあって、元々彼
女がいる子以外の同じ学科の友達で彼女が出来たとかいう話
は聞かないです。

男性 2年生（2回生） 医学部 いいえ 少ないと思う
特に医学部は他学部から隔離されていることが多いので
交流する人が限られているから。 できたことがない

看護学部の人はマッチングアプリなど出会い系のを使っている
みたいです。サークルで一緒に頑張ってお互いのことをよく知
れて気になったから付き合ったパターンもあります。

女性 4年生（4回生） 経営学部 いいえ 少ないと思う

コロナがなければ出会いの機会は多かっただろうと感じま
すが、コロナが流行ってしまい大学に行くことがほとんど無
くなったので出会いの機会は少なく感じます できたことがない

コロナ禍で大学に行く機会が少ないこともありバイト先での出
会いが多いと感じる。あとは、会える機会が少ないのでSNSや
電話などで仲を深める人が多いと思う。

女性 1年生（1回生） コミュニティ福祉学部いいえ 少ないと思う
オンライン授業が増えているから。また、女子の割合が多
いため。 できたことがない

自分から積極的に行動している子が出会うことができている印
象。サークルやゼミなど比較的少人数で男女比が同じぐらいの
コミュニティでの出会いが多い。

女性 3年生（3回生） 文学部 いいえ 少ないと思う
通信制大学に通っていますので学校に行く機会もあまりな
く、そもそも人と関わることがあまりないです。 できたことがない

サークルの先輩後輩として出会ったけどあんまり面識ないので
喋ることもあまりなかったけど飲み会で隣同士になってから初
めて会話できました。そこから話が進むようになり、親しい仲に
なりました。

男性 2年生（2回生） 工芸学部 いいえ 少ないと思う
コロナ禍でサークル活動が制限されてきて女性と話す機
会があまりなかったからです。 できたことがない

ＬＩＮＥのグループを作って基礎物理学実験のレポートの書き方
を教えあったりしているうちに仲良くなったという話は聞いたこと
があります。

男性 3年生（3回生） 工学部 いいえ 少ないと思う
学科によっても大きく差があるが工学部という性質上、どう
しても全体的には女子が少ないため。 できたことがない

男女比が半々もしくは異性が多い環境で、サークル等に加入し
ていれば自ずとそういった環境が整ってくるのではと思う。
ただし、内気な人やネガティブな人は厳しいかも。高校までの
経験上ある程度の積極性がないと成功には結びつかないかな
と思う。

男性 2年生（2回生） 理工学部 いいえ 少ないと思う
理系学部で男子と女子の比率が9対1と女子が少ない学
科だからです。 できたことがない

ゼミで知り合ったり出会い系アプリで出会ったり、Twitterなどの
SNSで会う約束をして出会ったりすることが多いようです。

男性 4年生（4回生） 理工学部 いいえ 少ないと思う

文型など一般の学生は時間的な余裕もあり恋人と出会う
機会があると思いますが、理工系は実験に明け暮れバイ
トとの併用にて難しいです。 できたことがない

やはりクラブ活動は男女の出会いが多く親しくなり色々な催し
物を通じて恋人まで発展する可能性が高いそうです。人それぞ
れですが。

女性 3年生（3回生） 現代心理 いいえ 少ないと思う
オンライン授業の期間が長かったのと、ゼミやサークルに
所属などしていないと異性と会話する機会が少ないから。 できたことがない

友だちの紹介やゼミ、サークルでの出会いやマッチングアプリ
での出会いも聞いたことがあります。語学系の授業で出会って
そのまま付き合った話もまあまあ聞きます。

男性 4年生（4回生） 社会システム いいえ 少ないと思う

コロナで講義の8割ほどかオンラインになり、部活は活動
禁止、サークルも活動禁止となっていてかなり少ないと思
います。
異性との出会い以外にも上下の繋がりもかなり少ないで
す。 できたことがない

バイト先で出会ってる友達は良く聞きます。
それ以外だとマッチングアプリなどで出会いを探してる友人が
いますが長く続かないようです。
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女性 3年生（3回生） 法学部 いいえ 少ないと思う
コロナ禍で、授業もサークル活動もすべてオンラインとなっ
てしまったため。 できたことがない

塾講師のバイトをしていたら、生徒から「第一希望の大学に合
格したら付き合ってほしい」と言われて、実際に合格後付き合う
ことになったという友人の話を聞いたことがあります。

女性 2年生（2回生） 政治経済学部 いいえ 少ないと思う
いつも決まったメンバーで決まった行動をしているため、自
分から出会いを探さなければ機会は少ないと思うから できたことがない

サークル活動、飲み会、友人からの紹介、マッチングアプリな
ど。バイトで知り合うという話も聞いたことがある。

女性 4年生（4回生） 心理学部 いいえ 少ないと思う
学部で会う人数も限られているため。サークルに入らない
と出会いは少ないため。 できたことがない

サークルでの飲み会や、授業で隣同士に座った時に仲良くなっ
た場合、マッチングアプリがとても多いと感じる。

男性 3年生（3回生） 理学部 いいえ 少ないと思う

男95%女性5%の理学部では正直かなり難しいと思う
彼女がいる場合は大学に入る前から付き合っていたパ
ターンかバイトで知り合ったパターンが多い気がする できたことがない

学部内では女性がそもそも居ないので文系のグループワーク
の多い授業（特に外国語）に出て女性を見つけるか、バイトに
出るの２択だと思う。

男性 3年生（3回生） 経済学部 いいえ 少ないと思う
３年ぐらいコロナで飲み会、コンパなどが全く無いです、今
年いっぱいも無い感じです。 できたことがない

ここ３年は出会いにかんして消極的なような気がします、集まる
こと自体が駄目な世の中の空気を感じます、クラブ、パーティー
もなく、ＳＮＳでのダイレクトメールなどでの出会いが多いと思い
ます。

男性 2年生（2回生） 外国語 はい 少ないと思う
みんなが思っているほどない。コロナ禍だし、会う機会もあ
まりなく、飲み会もない。 サークルや部活

私の個人的な感想では、大学のサークル同士の飲み会ではな
いでしょうか？それ目的の人も多く、自然な流れで会話もできる
ので。

男性 2年生（2回生） 法学部 はい 少ないと思う
そもそも講義を聞きにいく事が少なく、集団で行動する事
も少ないので出会いが少ないです。 バイト

アルバイトやサークル、体育会など集団に所属することでそこ
のメンバーや関係のあるところから出会いが会って付き合う事
が多い。

男性 3年生（3回生） 経済学部 はい 多いと思う
ゼミ内での交流やサークルをしているので自然と女性と接
する機会は増えるからです。 サークルや部活

ゼミ内の女の子の友達との合コンやグループで遊びに行く機会
などがありそれをきっかけに仲良くなり交際がスタートするパ
ターンが多いです。

男性 4年生（4回生） 医学部 はい 多いと思う
いろんな学生がいるので出会いは多いと感じられます。コ
ロナで例年よりは少ないみたいですけど ゼミや授業

今ならマッチングアプリを利用している人が多いと思います。私
は同じゼミで知り合ったんですがそういう人もいると思います。

男性 4年生（4回生） 工学部 はい 多いと思う
バイトしたり、誰かと遊んでいれば新しい出会いはいつも
あると思う。 バイト

バイトをしていると、女性の客から声をかけられます。ご飯を
奢ってくれるので、だいたいついていきます。今の彼女もその中
の一人です。

男性 4年生（4回生） 経済学部 はい 多いと思う
学生の数が多くて授業やサークルなどでいろいろな人と会
う機会が多いからです。 サークルや部活

サークルなどの共通の趣味の集まりは同じ話題で盛り上がれ
て顔を合わせる頻度も多いので一番出会いやすいと思いま
す。

女性 2年生（2回生） 薬学部 はい 少ないと思う
今はコロナウイルスがまん延している時期で、飲み会など
がないから。 マッチングアプリ

大学生同士で付き合ってるという話はあまりききません。マッチ
ングアプリを使って出会ったり、高校の時から付き合ってそのま
ま続いているという人が多いいです。

男性 4年生（4回生） 政治経済学部 はい 少ないと思う

結局はイケメンが出会いの機会を全て掻っ攫っていくの
で、全ての人に平等に出会いの機会を与えられるわけで
はないから。 マッチングアプリ

大学生においてはやはりサークル活動から恋愛に発展するこ
とが多いと思われる。しかし、マッチングアプリの勢いも近年で
は甚だしい。

女性 2年生（2回生） 外国語学部 はい 少ないと思う
今はリモート授業も多く、人と接する機会が少ないので必
然的に出会いが少ない。 バイト

私を含めて周りで彼氏がいる子はバイト先で出会って付き合っ
ているパターンが多い感じです。あとゼミでつきあった子も何人
かはいます。

男性 3年生（3回生） 医学部 はい 多いと思う
大学内で出会うことができているから。また、周りもそのよ
うな傾向がある。 サークルや部活

サークル間で出会いを求めている同士で交流会を行い、そこで
相性が良ければ発展していくという形で出会っている。

女性 3年生（3回生） 文学部 はい 少ないと思う
授業やサークル活動がコロナの影響でオンラインになり、
実際に会える機会が減ったため。 バイト

サークル活動で出会うことが多いと感じます。他の大学の学生
も参加していたりするので、人脈が広がって出会える人が多い
です。

男性 4年生（4回生） 経済学部 はい 多いと思う
授業、サークル、ゼミ、学食など、それを出会いに変える場
所は幾らでもあるからです。 バイト

バイトや授業で仲良くなって付き合い出したと言うパターンが私
の周りには多いです。その他にも、ゼミ合宿で付き合いだした
カップルを知ってます。

男性 2年生（2回生） 経済 はい 多いと思う
大学では沢山の県から色んな人が集まり、クラブ・サーク
ルに入ると学部を超えて色んな人と関われるから。 サークルや部活

やはり、クラブやサークルが多いと思います。大学生活の授業
だけでは人と関わることが少ないので、クラブやサークルで一
気に距離が縮まる感じがします。

女性 4年生（4回生） 教養学部 はい 多いと思う

（コロナ禍については一旦保留することにした場合）学内で
同じ授業を取ったことやサークルが同じだったことを機に
付き合い始める人を何人も見ているし、自分自身が当事
者だから。 サークルや部活

初年度の必修授業は1年間同じクラスメイトと過ごすので、そこ
でカップルができることが多い。サークル内でもカップルが成立
する話はよく耳にする。学内寮がありそこでの出会いがお付き
合いに発展することもあることも目にする。

女性 4年生（4回生） 教育学部 はい 少ないと思う

サークルや部活での出会いに限られるので、範囲は狭く、
そのようなものに入っていなかったらほとんど一緒にいる
人が限られてしまう。 インスタなどのSNS

SNSやマッチングアプリが主流になっているので、アプリ等の
話題がすぐ出てくることを考えると、趣味を通じてのインター
ネット上の出会いが多いように思う。
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女性 4年生（4回生） 政治経済学部 はい 多いと思う

大学に入ると、自分自身の力でいくらでも世界を広げるこ
とができるので、出会いの機会も人の努力次第でいくらで
も作れると考えるからです。
実際私は派遣のバイトをしたことによって、そこで恋人は
得られなかったけれど、多くの人脈を手に入れることはで
きました。 教育実習

サークルの友人同士や先輩後輩同士、という出会い方が一番
多い気がします。あとはバイト先などですかね。
友人にマッチングアプリを使って素敵な彼氏さんを手に入れた
人はいます。
恋愛一切関係ないイベントや説明会に参加して、そこで知り合
い意気投合し、そのまま付き合っている、という友人もいます。

私の場合は特殊すぎるのと、今の彼氏からのアプローチがな
ければおそらく何もなかったと思います。

女性 4年生（4回生） 政治経済 はい 多いと思う
単純にコミュニティが広がる。大学だけでなく、バイトも始ま
るだろうから。 インスタなどのSNS

同じ大学の人、というより駅や街で違う大学の人からナンパさ
れて知り合うことが多くなりました。実際そこから仲良くなった人
が1人います。

女性 3年生（3回生） 人文学部 はい 少ないと思う

女子大に通っているため、校内での出会いがなく、入学の
タイミングで感染症が流行したことによりサークルに入るこ
ともなかったため 合コン・街コン

マッチングアプリを使った出会いが多いと感じています。現在、
恋人がいる人の多くは大学入学前からの恋人かマッチングア
プリで知り合った人だと感じるからです。

女性 4年生（4回生） 経済 はい 少ないと思う
1回生のときにはそれなりに機会があったけれど、コロナ
になって以降知らない人と話す機会はないので。 サークルや部活

マッチングアプリで出会うことがいちばん多いみたいです。大学
生がたくさん登録しているので、マッチしてみたらたまたま同じ
大学の人だった、ということも多いと聞きました。

男性 4年生（4回生） 経営学部 はい 多いと思う
新しいコミュニティーや出会いを作れる場が多くあり、行動
次第で出会いの機会は増やせると思います。 合コン・街コン

最近、友人から聞いたのはInstagramを利用したSNSでのナン
パが主流らしいです。多くの大学生が鍵アカウントにしているこ
とから、フォローのバックが帰ってきたら距離が縮まり出会いが
発展しやすいそうです。

女性 2年生（2回生） 教養学部 はい 少ないと思う
コロナ禍で飲み会やサークルの活動は縮小しているの
で、少ないと思う。 ゼミや授業

最近はサークルの活動や飲み会が少ないので、授業やゼミが
一緒の人と付き合っている人が多いと思います。
あとはオンライン授業のグループ分けで仲良くなった人と付き
合ったというコミュ力あるなと思った話も聞きました。

女性 1年生（1回生） 情報ビジネス科 はい 少ないと思う
思っていたよりも出会いの場がない。
大きな大学ではないため、規模が小さい。 ゼミや授業

授業で同じグループワークをして、仲良くなる。
Instagramで知り合う。
友人からの紹介。
席がお隣同士

男性 5年生（5回生） 文学部 はい 多いと思う

どの大学か、どの学部かなど環境によって差異はあると思
うが、不特定多数の人間が違う事業やサークルなど様々
な活動で出会う機会があるから。 ゼミや授業

サークルやゼミなど少人数で同じ方向性に向かって活動する
場での出会いは特別な感じがするのか、カップルなどが誕生し
やすいイメージがある。

女性 4年生（4回生） 家政学部 はい 少ないと思う
女子大学なので、まず学校に男性がいないため出会いが
無いに等しいからです。 マッチングアプリ

多い出会い方は、バイト先やサークルのインカレです。そこで他
大学の人との繋がりができるので、恋愛に繋がることも多いみ
たいです。

女性 2年生（2回生） 教育学部 はい 多いと思う

講義でいろいろな学部の異性と会えるし、席が大体決まっ
ている場合などとなりや近くになる人、顔をよく見る人など
決まってくるので顔見知りくらいにはなれると思うから。 ゼミや授業

自分は大学の授業で知り合った相手にアプローチされました
が、サークルや同じ学部の人などが良く耳にする出会いだと思
います。

女性 4年生（4回生） 教養学部 はい 少ないと思う

学部に必修の授業があまり無いため、同じ人と授業が被
る可能性が低いから。また、コロナの影響でオンラインに
なり直接人と会う機会や、サークルの回数が減ってしまっ
たため。 留学先

サークル内で付き合っている人は多いです。その他には、アル
バイトで出会った人や、マッチングアプリを使って出会った人が
多いと感じます。

女性 4年生（4回生） 経済学部 はい 多いと思う
アルバイトやサークル活動によって人と出会う機会が増え
る。また、自由時間が多い。 サークルや部活

バイト先や同じサークルで付き合った人が多いです。地元が同
じ人と遠距離恋愛をしている人も一定数います。

男性 4年生（4回生） 教育学部 はい 多いと思う

コロナが流行る前は対面でグループワークが多く、出会い
や男女の関わりの機会が多かった。コロナ流行後でもオン
ライン授業でのグループワークが多く、関わりは多い。 ゼミや授業

私は授業の中で出会い、付き合うに至った。周りの多くの学生
はアルバイトでの出会いが多いと聞く。特に居酒屋、塾でのア
ルバイトは男女比が同じくらいのため、男女の付き合いに発展
することが多いと聞く。

女性 1年生（1回生） 理学部 はい 少ないと思う
サークルなどに参加しない限りにおいては異性と関わる機
会が圧倒的に少ないから。 高校時代までの友人

サークルや、飲み会、ご飯を食べに行くなど学校外の活動で
は、男女の絡みができやすいと思います。しかし、やはり出会
いがないと言ってマッチングアプリを使ったりしてる人がいるの
も現状です

女性 4年生（4回生） 文学部 はい 多いと思う

①中学／高校や社会人生活と比較すると、多いのではな
いかと思ったから。

・中学／高校と比較すると、恋愛に積極的な人が多い
・社会人生活と比較すると、同世代とのつながりが強い

②大学生は、学部やサークル、バイトやインターンと、複数
のコミュニティに所属するから。 サークルや部活

学部学科やサークルを通じた出会いが多いと感じています。わ
たしはサークルを設立して初代会長になったのですが、わたし
のことが好きでサークルに入会する人が複数人いました。

男性 2年生（2回生） 工学部 はい 多いと思う
授業だけでなく、サークルや部活、委員会など、大学内で
様々な出会いの場があるから。 ゼミや授業

グループワークを行う授業で、毎回顔を合わせているうちに仲
良くなり、そのまま恋仲に発展するパターンがありました。ま
た、部活終わりに、食事などどこか別の場所で一緒に過ごして
いるうちに仲良くなっていくシチュエーションもよく聞きます。
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男性 6年生（6回生） 商学部 はい 少ないと思う

自分自身としてはどうしてもタイミングと自分への時間がな
かなかとれないので思っていた以上に出会いの機会がな
かったことです。 マッチングアプリ

自分自身としては出会いを求めるためのイベントなどの場だと
以外に自分自身としては出会いに関しては比較的に多いのか
なと思っております。

男性 2年生（2回生） 法学部 はい 多いと思う
大学生活中では飲み会や新しい友だちとの出会いが非常
に多いため出会いも多いと思います。 合コン・街コン

よく飲み会などで急遽友達が来れなくなってしまいその空き枠
の補充として別の異性を呼んだりすることが多いです。

男性 3年生（3回生） 文学部 はい 多いと思う

状況によりますがサークルに入っていれば必然的に異性
と少なからず関わりを持つので出会いはありますし、友人
が主催して飲み会等も定期的にあるのでそうした場でも異
性との出会いはあるからです。 サークルや部活

サークル活動中に異性と世間話的な会話を頻繁にしているうち
に親密となり大学内で一緒に昼食を食べたり授業が終わり大
学外でも食事をしたり遊びに行ったりし最終的に交際に進展す
るという流れが多いです、実際に私自身もそうでした。

女性 3年生（3回生） スポーツ健康科学部はい 少ないと思う
コロナ禍でオンライン授業が主流になったため。必然的に
リアルでの交流の場は減りました。 サークルや部活

友人の半数はアプリでの出会いの肌感で、そのことを公言して
いる人も多いと思うのでマッチングアプリでの出会いに恥じらい
を感じない人が増えたと思う。特に、男性の方が使用率は高い
と思う。

男性 4年生（4回生） 社会学部 はい 多いと思う
男女の数が多いため学校内で出会う機会がある。
そのため必然的にカップルができる。 バイト

バイトでの出会いやサークル活動においてであうことが多いだ
ろう。特に今ではSNSによって学校外での出会い方もあると思
われる

女性 4年生（4回生） 文理学部 はい 少ないと思う
オンラインやオンデマンドの授業が増え、大学へ行くことが
ほとんどなかったから。 サークルや部活

私の友達には、友人の紹介で付き合った人や、インターンで出
会って付き合ったという人がいました。学内でも学科は違うけど
共通の授業を取っていて仲良くなり付き合った人もいました。

女性 2年生（2回生） 医学部看護学科 はい 少ないと思う

大学内に同性が多く、異性が少ないからです。また、勉学
に終われ、出会いの場である飲み会などに参加する機会
が少ないからです。 高校時代までの友人

飲みの場で他の学部の子と合コンしたり、友達の紹介などが多
いとよく耳にします。ナンパや、バイトなどでの出会いも多いそ
うです。

男性 4年生（4回生） 情報科学部 はい 少ないと思う
大学生活の中では学部に女の子が少ないこともあり出会
いはとても少ないと思う。 バイト

アルバイト先での出会いが多いと思います。私自身もアルバイ
ト先で後輩の別の大学の子と付き合いましたし、友人にもそう
いった方が多いです。実際、大学生がアルバイトを選ぶ際には
給与はもちろんですが、出会いを求めてという人も多いと思い
ます。

女性 5年生（5回生） 情報工学 はい 多いと思う
学部の性質上異性が多く、部活動や授業内のグループ
ワークで連絡を取り会う機会が多いため。 サークルや部活

自分や友人も含めて、同じ部活の先輩・同級生と付き合い始め
ることが多いように感じます。特に、部活内の役割分担で同じ
担当になった先輩や同級生は、部活の仕事で喋ったりメール連
絡を取ることが多く、部活終わりに一緒にご飯にいったり遊び
に行くことが多いのでそのまま付き合い始めることが多いで
す。

男性 2年生（2回生） 経営学部 はい 多いと思う

大学になると、多くの人が在学したり交流することがあり、
何よりも自分が制限されることが無くなり交流なども増える
ので、出会いを機会は多いと思いました。 バイト

サークルでの出会いは非常に多いように感じました。
サークル活動自体はお金もかからずに人との交流ができるた
め、出会いを求めてサークルに入る人も多いから出会いの場で
あるのではないかと思いました。

女性 4年生（4回生） 文学部 はい 多いと思う
授業、アルバイト、サークルと複数のコミュニティに自ら広
げて参加することが出来るからです。 サークルや部活

1番よく聞くのはサークル間での出会いです。その次に大学。ま
た大学3年生以降になるとマッチングアプリを利用する人がグッ
と増える印象です。

男性 4年生（4回生） 医学部 はい 少ないと思う

1.サークルを辞めたため、他学年との交流がなくなった。
2.コロナによりオンライン授業が主となり、そもそも学校に
行かなくなった。 サークルや部活

私は、大学１年生の時サークルの先輩と付き合うことになりまし
た。きっかけは私の一目惚れで、猛アタックしました。
周りの印象としては、授業の話し合いや実習で同じ班になった
り、同じサークルに入ってるなど、なんらかの作業を一緒にした
ことがきっかけとなっている事が多いと思います。

女性 3年生（3回生） 家政学部 はい 少ないと思う

私の大学は女子大なので共学に通っている人と比べたら
出会いがサークルかバイトぐらいしかないかなって思いま
す。 インスタなどのSNS

私の女子大の友達は大体SNSや出会い系のアプリで出会って
います。私も今の彼氏とはSNSで話して仲良くなり会いました。
元々彼氏の幼馴染と私が高校が一緒でそのつながりで少し関
わってフォローがきて話すようになり付き合いました。私の友達
はバイト先で出会って付き合ったという人もとてもたくさんいま
す。私の周りはみんな年上ばかりと付き合います。ちなみに私
は同い年の人と付き合っています。

男性 1年生（1回生） 経済学部 はい 多いと思う
授業やゼミなど様々な場面で色んな人と交流することがあ
るから。 高校時代までの友人

授業で隣に座った時や、ゼミで同じゼミになって話すようになっ
たり、テスト前などにノートを見せてもらったりなど

男性 3年生（3回生） 経営学部 はい 少ないと思う

大学生活の中で出会いが少ないのは、高校と違い大学は
クラスが存在しなく、男女との関わる機会が高校より少なく
なります。 サークルや部活

やはり、サークルやバイトになりますね。多くの人と関わる場は
サークルやバイトしかないため大学生の出会いはサークルとバ
イトです。

男性 1年生（1回生） 保健医療学部 はい 少ないと思う

高校生の時は一つ一つのクラスがあったと思うが、大学生
になるとクラスなどはなく人それぞれが指定した科目を取
るため、毎回同じ人と一緒に授業を受けることがないた
め。 高校時代までの友人

同じ学部の人たちと飲みにいってそこから出会うというのが多
いと感じた。サークルなども出会いが多いと感じます。それ以外
にもアルバイトなどでは高校生の時に禁止されている高校もあ
るみたいなのでそこで出会う人も多いんじゃないかなと感じま
す。同窓会やゼミもあるのでそこでも出会いがあると思います。
バイト先の従業員同士やお客さんとの出会いもあるのでそこで
仲良くなって付き合うって事が多いと思います。
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女性 2年生（2回生） 環境情報学部 はい 少ないと思う

去年まではオンライン授業であることが出会いの少なさに
関係していると思っていました。しかし、対面授業が再開し
てからも、規模が大きい大学ということもありそこまで他の
学生と話すことがないので、正直大学外の方が出会いが
あると感じます。 高校時代までの友人

やはりバイトか研究室などが多いかと思います。研究室は一緒
に研究を進めていきますし、周りと話をする機会も多く、同じ研
究室ということは興味分野が似ているということなので、出会い
としてありがちなシチュエーションかなと感じます。


