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1.緒言 
近年、大学生における軽度の抑うつ者の増加が

深刻な問題になっている。大学生という時期は、

一人暮らしの開始や交友関係の変化など大学入学

に伴う環境変化や進学準備、就職活動など将来を

決定するようなライフイベントを多く経験する。

そのため、社会生活や人間関係による精神的スト

レスが増加し、抑うつ症状を経験する可能性が高

い時期である。白石（2005）は、抑うつ傾向を示

す学生の多さを踏まえて、治療対象とはならない

までも、多少の困難を抱えながら学生生活を送っ

ている者が増えてきていると述べている。 

そこで本研究では、茨城大学における学生の抑

うつ傾向と大学生活について調査し、その実態を

把握するとともに、抑うつ傾向の高い学生と低い

学生では、大学生活にどのような違いがあるのか

検討することを目的とした。 
 

2.研究方法 

2－1 調査対象 

茨城大学に通う大学生 428 名（男性 203 名、女

性 225 名）を対象とした。学年別では 1 年生 176
名、2 年生 180 名、3 年生 72 名であった。 

 
2－2 調査方法 

 無記名自記式による質問紙調査法を用い実施し

た。調査期間は2009年12月上旬から下旬であり、

調査は大学の講義時間を利用したものと友人を介

して調査依頼したものとの二種類を並行して行っ

た。その際、どちらか一方の調査に回答した人は

二度目の調査に回答しないようにした。 
 
2－3 調査内容 

1)抑うつ傾向 
 大学生の抑うつ傾向を測定する指標として BDI
日本語版（林・瀧本、1991）を用いた。これは、

最近の一週間における抑うつ状態の重症度を測定

する自己記入式尺度であり、21 の主要な抑うつ症

状から構成されている。総合得点は 0～63 点の範

囲で分布し、高得点ほど抑うつ重症度が高いこと

を示す。 
2)大学生活について 

大学生の生活習慣と大学生活に対する満足度な

どを調査することを目的に作成した。これは、最

近の生活状況について該当する番号を一つずつ選

択していくもので、調査項目は、生活状況に関す

る項目が 10 問、大学への適応に関する項目が 7 問

であった。 
 
2－4 分析方法 

Beck ら（1998）によると、BDI 得点が 9 点以下

は非抑うつ者、10 点以上は抑うつ者と考えられる

という。本研究ではこれに準拠し、BDI 日本語版

の得点が 10 点以上の者を抑うつ群、9 点以下の者

を非抑うつ群とした。そしてその後、各質問項目 
とのクロス集計を行い、x2 検定によって有意差の

検討を行った。有意水準は 5％とし、統計解析には

SPSS を用いた。 
 

3.結果と考察 

3－1 抑うつ傾向について 

BDI 得点から 2 群に分けた結果、抑うつ群 193
人（45.1%）、非抑うつ群 235 人（54.9%）となった。

また、男女で抑うつ傾向を比較すると、若干の人

数差（男子 203 名、女子 225 名）があるものの、

男子では中等度から重度の抑うつにあたる 25～29
点の学生が女子よりも多く、女子では軽度の抑う

つにあたる 10～14 点、15～19 点の学生が男子より

も多いことがわかる（図 1）。このことから、男子

は女子に比べ重度の抑うつ者が多く、女子は男子

よりも軽度の抑うつ者が多いことが言える。 
 
3－2 大学生の生活状況について 

部活動またはサークルに「所属している」と回

答した学生は 269 人（62.9%）であった。そして、

部活やサークルの「楽しさ」に関する質問では、8
割以上の学生が部活動やサークルに楽しさを感じ

ているという結果であった。また、運動をするこ

とについては、「好き」と回答した人が 206 人

（48.1%）であり、「どちらかといえば好き」126
人（29.4%）も含めると約 8 割の学生が運動するこ

とを好んでいる結果となった。しかし、大学の授

業（体育）以外での運動頻度は、「ほとんど運動し

ていない」と回答した人が 246 人（57.5%）であっ

た。この結果から、運動することについては好き

な学生が多いものの、学校の授業以外で日常的に

運動している学生は少なく、運動不足になってい

る学生が多くいることが考えられる。 
平日の平均睡眠時間は、「6 時間以上 7 時間未満」

が最も多く 186 人（43.5%）であった。また、毎晩

の寝つきについては、4 割以上の学生が「30 分以

上寝つけない日がある」と回答しており、朝の目

覚めについても約 3 割が「目覚めも悪く疲労感が

残る」と回答する結果となった。 
 
3－3 大学への適応について 

 大学への入学について本大学が第一志望だった

学生は 192 人（44.9%）であり、半数以上が第一志

望ではないという結果であった。そして、約 3 割

の学生が「大学をやめたいと思ったことがある」

と回答しており大学生活に不満を持つ学生が多く

いる結果となった。また、将来への不安を持つ学

生も 8 割以上と多く、特に就職に対する不安が大

きいことが考えられる。しかし、現在の大学生活

については、「満足している」102 人（23.8%）であ

り、「ある程度満足している」248 人（57.9%）も含

めると 8 割以上の学生が大学生活に満足している

結果となった。このことから、大学入学や進路・
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日々の生活に伴う一時的な不満やストレスはある

ものの、多くの学生は自らの大学生活に満足して

いることが考えられる。 
 
3－4 生活状況と抑うつ傾向の比較 

抑うつ群と非抑うつ群において生活状況を比較

した結果、「一人暮らし」や「サークル活動」・「ア

ルバイト」などの項目とは有意差が見られなかっ

た（p＞0.05）。しかし、「サークル活動」について

は、所属する学生の方が抑うつ群の割合が低い傾

向が見られ、サークル活動は学生にプラスの影響

を与えていることが考えられる。 
そして、抑うつ群と非抑うつ群において有意差

が見られた項目は、睡眠における「寝つき」と「目

覚め」であり（p＜0.05）、抑うつ群の学生は非抑う

つ群の学生に比べ日々の寝つきや目覚めが悪いこ

とが明らかとなった。また、「睡眠時間」について

は抑うつ群と非抑うつ群で有意差が見られなかっ

たことから、抑うつには睡眠の量（時間）ではな

く睡眠の質が大きく影響していることが考えられ

る。そのため、睡眠の質を高めることは良い寝つ

きや目覚めにつながり、抑うつ症状を軽減させる

一つの要因になると考えられる。しかし、抑うつ

による身体症状の一つに睡眠障害があり、抑うつ

者は入眠困難や中途覚醒・早朝覚醒などの症状を

伴う。特に、入眠困難は日常生活における不安や

イライラが原因となって引き起こされることが多

く、この場合は背景にある不安要素を取り除く治

療を行うことで睡眠の質は向上していくものと考

えられる。 
 
3－5 大学への適応と抑うつ傾向の比較 

「大学生活への満足度」については抑うつ群と

非抑うつ群との間に有意差が見られ（p＜0.05）、抑

うつ群の学生は非抑うつ群の学生に比べ大学生活

の満足度が低いことが明らかとなった。また、「大

学をやめたいと思ったことがある」や「大学で希

望通りの勉強ができていない」、「将来に対する不

安がある」、「就きたい職業が決まっていない」な

どの質問においても抑うつ群と非抑うつ群との間

に有意差が見られ（p＜0.05）、抑うつ群の学生は非

抑うつ群の学生に比べ、大学生活や自らの将来に

多くの不満や不安を抱えていることが明らかとな

った。これらの結果から、大学生活への満足度を

高めることは、抑うつ傾向を低下させる一つの要 
 

因になると考えられる。しかし、大学生活の満足

度には、日々の生活習慣や大学での授業・サーク

ル活動・アルバイトなど、これまで述べた全ての

項目を含んでおり、どの項目が大学生活の満足度

に起因しているのかは特定できない。そのため、

一つ一つの活動の充実度や満足度を高めることに

よって、日々の不安や不満が減少し大学生活の満

足度も高くなることが考えられる。 
 
4.まとめ 

今回、茨城大学の学生について抑うつ傾向を調

査した結果、抑うつ群の割合が高い傾向を示し、

先行研究と同様の結果となった。また、本研究で

は、抑うつ群と非抑うつ群の間には、「一人暮らし」

や「サークル活動」・「アルバイト」などの項目と

有意な差があるという仮説を立てたが、いずれの

項目においても有意差は見られなかった。しかし、

大学への適応に関する「大学生活への満足度」に

ついては、抑うつ群と非抑うつ群との間に有意差

が見られ、抑うつ群の学生は大学生活の満足度が

低いことが明らかとなった。これらの結果から、

大学生の抑うつ症状は、どれか一つの要因によっ

て引き起こされるものではなく、いくつもの要因

が複雑に絡み合っていることが考えられる。 
そのため、抑うつ傾向を低下させるためには、

一つ一つの活動をより充実させ、学生の不満や不

安となる要因を少しでも軽減させることが大切で

あると考える。特に、今回の調査では「将来に対

する不安」をもつ学生が多くいることから、大学

におけるキャリアサポートを積極的に活用し、学

生はより早い時期に将来の目標を明確にすること

が必要になってくる。 
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図 1 男女別 BDI 得点



34 
 

 


