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（コード番号 4668 東証プライム）

報道関係者各位

個別指導の学習塾「明光義塾」を全国展開する株式会社明光ネットワークジャパン（本社：東京都新宿
区、代表取締役社長：山下 一仁）は、中学3年生のお子さまを持つ保護者880名を対象に、「受験生のサポ
ートに関する実態調査」を実施いたしました。

受験生の保護者の6割以上が、コロナ対策として学校を休むことに理解あり

明光義塾調べ「受験生のサポートに関する実態調査」
・受験サポートで保護者が感じるストレスは、「成績」よりも「勉強に対する姿勢」

・受験生の家庭のコロナ対策、最多回答は「うがい・手洗い」、半数以上の家庭で「消毒（手）」も実施
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「受験生のサポートに関する実態調査」 結果概要

結果概要 ①

・受験生の保護者の約8割が、子どもの睡眠時間を把握している
・受験生の保護者の半数以上が、子どもの受験の為、意図的に生活リズムを整えている
・受験生の家庭の7割以上が、年末年始のイベントを配慮と回答

結果概要 ②

・受験生サポートで保護者が大変だと感じること、最多回答は「モチベーション管理
（47.4%）」
・受験生サポートで保護者が感じるストレスは、「成績」よりも「勉強に対する姿勢」

結果概要 ③

・受験生の保護者の6割以上が、コロナ対策として学校を休むことに理解あり
・受験生の家庭のコロナ対策、最多回答は「うがい・手洗い」、半数以上の家庭で
「消毒（手）」も実施
・受験生の家庭のコロナ対策、5割以上が不安を感じている

※プレスリリースに掲載されている内容、仕様、サービス、お問い合わせ先、その他の情報等は発表時点
の情報となります。その後予告なく変更となる場合がございますので、ご了承ください。

【本プレスリリースに関する報道関係者からのお問い合わせ先】
株式会社明光ネットワークジャパン

明光義塾事業本部 プロモーション部 担当：五十嵐
E-MAIL：meiko-pr@meikonetwork.jp

https://www.meikonet.co.jp/
mailto:meiko-pr@meikonetwork.jp


【Topics】
あなたはコロナ対策として受験生のお子さまが学校を休むことについて、どのように思いますか？
（n=880・単一回答方式）

理解できる, 

25.6%

どちらかというと理

解できる, 36.7%

どちらでもない, 

25.1%

どちらかというと理解

できない, 8.8%

理解できない, 3.9%

受験生の保護者の6割以上が、
コロナ対策として学校を休むことに理解あり
受験生の子どもを持つ保護者880名（子どもは受験しないと回答

した方を除く）を対象に、コロナ対策として受験生の子どもが自主
的に学校を休むことについてどう思うか質問したところ、62.3％
が「理解できる」（理解できる：25.6％、どちらかというと理解
できる：36.7％）と回答しました。

Q1. あなたは受験生のお子さまの睡眠時間を把握していますか？（n=880・単一回答方式）

把握している, 

38.1%

どちらかというと把

握している, 40.9%

どちらでもない, 

10.2%

どちらかというと把握

していない, 7.3%

把握していない, 3.5%

受験生の保護者の約8割が、
子どもの睡眠時間を把握している
受験生の子どもの睡眠時間を把握しているか質問したところ、

79.0％が「把握している」（把握している：38.1％、どちらかと
いうと把握している：40.9％）と回答しました。

Q2. あなたは受験生のお子さまの為に、意図的に生活リズムを整えていますか？
（n=880・単一回答方式）

整えている, 

18.1%

どちらかというと整

えている, 37.0%

どちらでもない, 

25.9%

どちらかと

いうと整え

ていない, 

11.9%

整えてい

ない, 

7.0%

受験生の保護者の半数以上が、
子どもの受験の為、意図的に生活リズムを整えている
受験生の子どもの為に、意図的に生活リズムを整えているか質問

したところ、55.1％が「整えている」（整えている：18.1％、ど
ちらかというと整えている：37.0％）と回答しました。
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Q3. あなたのご家庭では、受験生のお子さまの為に年末年始のイベント（旅行や帰省など）を配
慮しますか？（n=880・単一回答方式）

配慮する, 

39.3%

どちらかというと配

慮する, 33.6%

どちらでもない, 

16.2%

どちらかというと配慮しな

い, 5.0%

配慮しない, 4.8% わからない, 1.0%

受験生の家庭の7割以上が、
年末年始のイベントを配慮と回答
受験生の子どもの為に、年末年始のイベント（旅行や帰省など）

を配慮する予定があるか質問したところ、72.9％が「配慮する」
（配慮する：39.3％、どちらかというと配慮する：33.6％）と回
答しました。

Q4. あなたがお子さまの受験をサポートするにあたって、大変だと感じることは何ですか？
（n=880・複数回答方式）

47.4%

47.3%

41.5%

34.7%

34.0%

31.2%

30.5%

26.1%

18.1%

14.3%

9.4%

0.2%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0%

モチベーション管理

体調管理

コロナ対策

生活リズムの整え方

メンタルサポート

スマホ管理

受験関連の出費

受験関連の情報収集

栄養管理

子どもの交友関係

大変だとは感じない

その他

受験生サポートで保護者が大変だと感じること、
最多回答は「モチベーション管理」
次に、子どもの受験をサポートするにあたって、大変だと感じるこ

とを伺ったところ、最多回答は「モチベーション管理（47.4％）」、
次に「体調管理（47.3％）」、「コロナ対策（41.5％）」と続きまし
た。
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Q5. あなたはお子さまの受験サポートでどのようなストレスを感じていますか？
（n=880・複数回答方式）

37.0%

34.5%

34.1%

33.1%

31.4%

25.6%

25.1%

15.7%

14.8%

9.0%

8.0%

7.8%

0.7%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0%

子どもの勉強に対する姿勢

子どもの成績

感染症についての不安

受験に対する不安

試験結果に対する不安

子どもの将来についての不安

経済的な問題

ストレスは感じない

サポートによる心労

第3者との比較

非協力的な家族

志望校に対する不満

その他

（新型コロナウイルスやインフルエンザなど）

受験生サポートで保護者が感じるストレスは、
「成績」よりも「勉強に対する姿勢」
子どもの受験をサポートするにあたって、どのようなストレスを

感じているか質問したところ、最多回答は「子どもの勉強に対する
姿勢（37.0％）」、次に「子どもの成績（34.5％）」、「感染症
（新型コロナウイルスやインフルエンザなど）についての不安（
34.1％）」と続きました。一方でストレスを感じないと回答した方
は15.7％という結果になりました。

Q6. ご家庭内で実施している風邪、コロナ対策を教えてください。（n=880・複数回答方式）

75.7%

56.0%

42.6%

33.8%

30.6%

14.4%

11.2%

10.1%

1.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

うがい・手洗い

消毒（手）

定期的に換気

消毒（触れるもの）

加湿器

自宅内でのマスク装着

受験生との接触を控える

特に無し

その他

受験生の家庭のコロナ対策、
最多回答は「うがい・手洗い」、
半数以上の家庭で「消毒（手）」も実施
ご家庭内で実施している風邪、コロナ対策について質問したとこ

ろ、最多回答は「うがい・手洗い（75.7％）」、次に「消毒（手）
（56.0％）」、「定期的に換気（42.6％）」と続きました。
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Q7. あなたは受験生のお子さまに対する、ご家庭内でのコロナ対策についてどのように感じてい
ますか？（n=880・単一回答方式）

不安に感じる, 

17.3%

どちらかというと不

安に感じる, 35.8%

どちらでもない, 

30.9%

どちらかというと不安

を感じない, 9.5%

不安を感じない, 6.5%

受験生の家庭のコロナ対策、
5割以上が不安を感じている
最後に、ご家庭内でのコロナ対策についてどのように感じている

か質問したところ、53.1％が「不安に感じる」（不安に感じる、ど
ちらかというと不安に感じる）と回答しました。本番直前、受験生
のお子さまの為に、年末年始のイベントを配慮したり、様々なコロ
ナ対策を実施しているようですが、保護者の皆様の不安はなくなら
ないようです。

＜調査概要＞
有効回答数 中学3年生子どもを持つ全国の保護者880名

※子どもは受験しないと回答した方を除く
調査期間 2022年12月27日～2022年12月29日
調査方法 インターネットリサーチ調べ

※本リリースによる調査結果をご利用いただく際は、「明光義塾調べ」と付記のうえご使用くださいますようお願い申し
上げます。

■株式会社明光ネットワークジャパン（ https://www.meikonet.co.jp ）
事業内容：企業としてPurpose（パーパス：存在意義）を“「やればできる」の記憶をつく
る”、Visionを“「Bright Light for the Future」人の可能性をひらく企業グループとなり、輝
く未来を実現する”と掲げ、個別指導塾「明光義塾」を始め、様々な教育サービスを運営・フ
ランチャイズ展開をしています。
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