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＜調査概要＞ 

＜質問項目＞ 

第55回まちcomiリサーチ 

『新年度に向けての学習について』  

ドリームエリア株式会社は、無料不審者情報配信ツール『まちcomiメール』を利用している保護

者の方々を対象に、 『新年度に向けての学習について』のアンケートを実施いたしました。  

調査期間  2015年1月29日（木）～2015年2月1日（日） 

調査方法  携帯サイト上のアンケートフォームにて回答  

調査対象  東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県の小学校・中学校まちcomiメール会員 

調査対象数  421,596名 

有効回答数  7,441件 

付与コイン数  今回 7,441コイン 

1 お子さまの学習成果に満足されていますか？ 

2 お子さまの学習習慣は身についていると思いますか？ 

3 学習面で不安な点は何ですか？（いくつでも） 

4 新年度でがんばってほしいことは何ですか？（いくつでも） 

5 新年度の学習に向けて、具体的にどのようなことに取り組む予定ですか？（いくつで
も） 

6 新年度に向けて、入塾または転塾を検討していますか？ 

7 塾選びで重視する点は何ですか？（いくつでも） 

8 さまざまな形態の塾がありますが、個別指導塾にどのような印象をおもちですか？（い
くつでも） 

9 お子さまの学習で困った時、主に誰に相談しますか？ 

10 お子さまの学習面について塾に相談できるのであれば、どのようなことを相談したい
ですか？（いくつでも） 



質問1：お子さまの学習成果に満足されていますか？ 

   ― 半数以上の人が、満足されていないと回答されました 

質問2：お子さまの学習習慣は身についていると思いますか？ 

   ― 充分に身についていると感じている人は全体の1割程度にとどまりました 
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半数以上の人が、お子さまの学
習成果に満足されていないと回
答されました。 
１年を振り返り具体的にどのよう
な不安・悩みを抱えていらっしゃ
るのか、回答結果を見てみま
しょう。 

約5割の人は、学習習慣が「少し
は身についている」と回答されま
した。 
一方で、身についていないと感じ
ている人も4割近くにのぼり、日々
の学習を習慣化させたいと悩まれ
ている人も多くいらっしゃるようで
す。 
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質問3：学習面で不安な点は何ですか？（いくつでも） 

   ― お子さまがきちんと学習内容を理解されているか、みなさん不安に思われているようです  

質問4：新年度でがんばってほしいことは何ですか？（いくつでも）  

   ― まずは自主的に学習に取り組んでほしいという保護者の方の気持ちが読み取れます 
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「学習内容の理解」の回答をされ
た人が最も多い結果に。 
質問2で学習の習慣が身について
いると感じる人が多い一方、学習
した内容をきちんと理解できてい
るのか不安に思われる人も多い
ようです。 
続いて、「やる気がなかなか出な
い」「学習時間の確保」に回答が
多く集まりました。 

「学習の習慣化」「学習に取り組
む姿勢の改善」「苦手科目の克
服」に多くの回答が集まりました。 
苦手な科目はつい後回しになりが
ちです。まずは、学習に取り組む
姿勢を改善し習慣化させること
が、苦手科目克服の一歩と考えら
れるのではないでしょうか。 
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「自主学習」と回答された人が半
数以上で最も多く、続いて「塾通
い」と回答された人が約3割という
結果になりました。 
質問4では新年度でがんばってほ
しいこととして、「学習に取り組む
姿勢」に多くの回答が集まりまし
た。 
まずはお子さま自らで取組み、自
分の力で解決できない難しい部
分や学習内容の理解を深めるた
め、塾などでフォローしていくと考
えられているご家庭が多いのでは
ないでしょうか。 

質問6：新年度に向けて、入塾または転塾を検討していますか？ 

   ― 新年度に向けて学習環境を変えるご家庭は、少ないようです 

「新たに入塾」もしくは「現在の塾
からの転塾」を検討されている人
は、2割程度にとどまりました。 
「検討していない」と回答された人
が多くを占めましたが、学習面に
ついて不安な点を解消するにはお
子さまの学習環境に変化を与えて
みるのもよいかもしれません。 
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質問5：新年度の学習に向けて、具体的にどのようなことに取り組む予定ですか？（いくつでも） 

   ― 自主学習や塾通い、目的にあわせて取り組まれるようです 



質問7：塾選びで重視する点は何ですか？（いくつでも） 

   ― 通いやすさや雰囲気など、お子さまが前向きに勉強できる環境かどうかが重視されるよう
です 

5/6 

「家・駅からの近さ」が最も多く、や
はり通いやすさは重要視されるよ
うです。 
続いて、「講師の質」「評判のよさ」
「教室の雰囲気・楽しさ」に多くの
回答が集まりました。 
質問4で新年度でがんばってほし
いこととして、お子さまに前向きに
学習に取り組んで欲しいという気
持ちが読み取れました。塾選びで
も、お子さまが楽しく前向きに学
習できるかが重要になってくるよ
うです。 

質問8：さまざまな形態の塾がありますが、個別指導塾にどのような印象をおもちですか？（いくつで
も） 

   ― お子さま一人ひとりに合った学習や指導をしてくれるという印象をおもちのようです 

「個々のカリキュラムで学べる」に
最も多くの回答が集まりました。 
続いて、「進路・学習相談がしやす
い」が多い結果に。 
個別指導塾では、お子さまの一人
ひとりに合わせた指導をしてくれる
という印象をおもちのようです。 
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わからない 



質問9：お子さまの学習で困った時、主に誰に相談しますか？ 

   ― 身近な人・学習のプロ、悩みによって色々な人に相談されるようです 
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質問10：お子さまの学習面について塾に相談できるのであれば、どのようなことを相談したいです
か？（いくつでも）  

   ― 学習面での不安なこと・がんばってほしいことを相談されたい人が多いようです 

身近な「家族・親戚」「学校の先
生」に相談される人が多いようで
す。 
続いて多かったのは同じ悩みを
共有できる「同じ学校の保護者」、
学習面のプロである「塾の先生」。 
いろいろな人に相談し、解決され
ているようです。 
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「苦手科目の克服方法」と回答さ
れた人が約6割と最も多い結果
に。 
続いて、「効率的な勉強方法」「勉
強のやる気の高め方」と質問4で
新年度でがんばってほしいことと
ほぼ同じ回答となりました。 
がんばってほしいことや不安なこと
を学習面のプロである塾に気軽に
相談できるのであれば、心強いの
ではないでしょうか。 
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