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中学受験・塾について：お子さんが中学受験を経験した、もしくは準備中の方におたずねし

ます。受験の動機は何ですか？ 学校選びのポイントは何でしたか？ 受験対策は次のう

ちどれですか？大手塾、個人塾、家庭教師、通信添削、親が指導、その他。塾に通った

方、塾の方針、指導法はどのようなものですか？ 満足・不満な点は？ ズバリ、受験は

子どもにとっていいことだと思いますか？ 

居住県 回答内容 年齢 性別 

神奈川県 

今年５年になりました。 

学区の中学が、かなり荒れているとのことで、中学受験を考

えました。 

できれば大学までストレートで行かれるところをと思ってい

ます。 

そうすれば、受験の苦労が少なくて済みますから。 

今は、通信教育と通いの塾で勉強させています。 

６年生になったら、本格的なお受験塾に通わせるべく、塾選

び中です。 

42 女性 

兵庫県 

受験の動機は子供の友人の影響の思い付きです。 

受験対策は土日に予備校で。 

電車に乗っていくのが楽しかったみたいです。勉強のこつ

の様なものが分かり学習することが苦痛でなくなったみたい

です。 

高校・大学受験に役立つといいと思ってます。 

43 男性 

東京都 

動機は小４までのほとんどをいじめられて、私学ならいじめ

が少ないかと思ったので 

ポイントは中高一貫であること。 

通信添削、親が指導です。学習塾や個人塾は通わなけれ

ばいけないので、余計に時間もかかるし、子どもらしくないと

思うので、通信教育を選びました。 

受験はこどもにとってあまり好ましくないと思います。小さい

うちから競争していて、心のゆとりが心配です。 

42 女性 

大阪府 

受験の動機は、公立中学・公立高校の指導内容に不満だ

ったこと。自宅から通える範囲で、大学進学状況が優れて

いて、息子が馴染めそうな校風の学校を目指しています。

準大手塾に通っています。子どもの成績に見合ったクラス

分けが２ヶ月に１度あり、きめ細かい指導がある方だと思い

ます。何よりも息子が塾に通うのを楽しみにしています。ウ

チの子にとっては受験はトライしてみる価値があることだと

思っています。 

43 女性 

大阪府 

受験の動機は、地元の公立中学が悪かったからです。 

学校選びは評判と資料です。受験対策は大手ではない個

人指導の塾へ通いました。満足な点は一人ひとりに親切な

こと。不満は特にないです。こどもも今のところ困ってないよ

うなのでよかったと思っています。 

55 女性 
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大阪府 

受験の動機としては私立の方が学校の内容が良さそうと思

ったのがきっかけです。学校選びとしては本人の意志と周

囲の評判、通学時間を考慮して選びました。 

塾は大手塾でしたが個人に対してもよくフォローしてくれて

いたと思います。不満な点は問題集多かったことです。受

験は子供にとってよかったか今のところは良く分かりませ

ん。 

56 男性 

東京都 

受験の動機は娘の思い付きです。 

受験対策はもう間に合わなかったので、家でしました。 

確かに残念な結果にはなりましたが、勉強する習慣もつき、

中学に進学したあとではかなりの力になりました。 

高校受験に対する心構えも早くできました。 

本人さえ納得していればいいのではないでしょうか。 

40 女性 

岡山県 

準備中の小五です。 

動機は、ゆとり教育にすっかり失望しているからです。 

中学時代は、鍛えるべき時。 

少しでも多くの内容を学ぶべきだと考えます。 

ですから、そういう考えの中高一貫私立校しか考えられま

せん。 

受験対策のため、私立の小学校に通わせています。 

授業についていけているようなので、まだ塾にはいっていま

せんが、ついていけなくなったら、行かせます。 

ズバリ、受験は子どもにとって必要なことです。 

44 女性 

富山県 

人脈作りのための我が家の家風に合う学校を選びたいで

す。受験対策は、大手の中学受験塾で、その塾の方針は納

得ですが、塾は中学専門のため、合格後の高校塾選びは

ちょっと不安です。中学受験は、子供にとって生活環境が似

た友人ができるため、一生涯の友になるはずで、プラスにな

ると確信しています。 

39 女性 

大阪府 

受験動機は、大学まで一貫教育をさせたいのと、夫がそう

だったので同じ学校で学ばせたいため。 

学校選びは交通の便、設備を重視します。 

大手塾・満足な点はきめ細かい指導。特に不満はありませ

ん。 

受験はこども自身が望んでいればいいことだと思います。 

32 女性 

埼玉県 

本人の希望でしました。きっかけは小 4の頃。塾のチラシで

した。無料体験で親子ともに興味を持ちながら、漠然とあこ

がれをいだくように。小5で日能研に入塾。塾の費用は大変

な出費でしたが、チャレンジ精神と、ライバル意識、夢が芽

生え、ひとまわりもふたまわりも人間的に成長できました。

学校選びは、説明会で本人が気にいった学校です。 

36 女性 

兵庫県 

上の男の子を公立の中学に入れて態度の悪さに下の女の

子は私学にと思いました。進学塾に入れていますが勉強は

時間が遅くまであり少ししんどそうです。あと１年子供の様

子を見ながら勉強していきたいと思います。 

42 女性 
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大阪府 

受験の動機は、地元の公立中学のレベルの低さです。 

希望する高校に入る為には、塾で猛勉強しなくては無理な

ので、希望大学に多く進学している中高一貫の学校を選び

ました。 

受験対策は大手ではない個人指導の塾へ通いました。子

供の弱点を粘り強く教えてくださり、本当に感謝しています。

仲の良い友達と別れ、一人だけ私立に進学する事を 

ギリギリまで迷っていましたが 

今は、私立に進学して良かったと言っています。 

38 女性 

広島県 

動機は大学受験を考えて中高一貫がよいと思った。ポイン

トは交通の便と子供に合うかどうか。大手塾の個別指導。

塾の方針、指導法は、受験校に合わせた傾向と対策プリン

トを個別に指導。満足している。受験は子どもにとって良い

事とも悪い事とも思わない。通らなければならない道だと思

っている。 

39 女性 

神奈川県 

受験の動機は大学受験を見据えた勉強をさせたかったか

ら。大手塾を自分で受けに行きましたので決めました。満足

な点は仲間と自分の位置を確認しながら勉強に意欲を持て

る点。不満な点はわからなくても本人から聞きに行けるタイ

プでないと、クラスが落ちていくだけで対策にはならない。

結局、希望した中学には合格しませんでしたが受験はそれ

ほど苦しい物ではなく良い想い出になっているようです。 

41 女性 

三重県 

準備中です。 

本人の希望、とても仲のいい子が受験するので自分も頑張

ろうと思ったようです。 

私の母校にもなるので安心感はあります。 

受験対策は個人の塾と問題集です。 

本人が希望するならいいことだと思います。 

努力する姿勢は大切なので、本人に意思があるならいいき

っかけだと思います。 

37 女性 

神奈川県 

動機は近隣の公立中に不安があった為。 

学校選びは校風と子供の性格があっているかと、無理なく

通学できる 

場所かを考慮。 

受験対策は大手塾。親身にフォローしてくれ、情報量も多

い。 

良いかどうかの判断は今の時点では答えが出ない。 

37 女性 

千葉県 

受験の動機は教育方針と校風に魅力を感じた事と本人の

希望でした。 

個人塾に通っていました、満足点は通学路の途中にあるの

で親も地理が分かる、個別指導。 

不満点はやはり料金でしょうか。 

やり遂げる、達成感を体験でき受験はよい経験になってい

ると思います。 

42 女性 
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神奈川県 

準備中。公立の学校の教育の質が低下していること、環境

が悪いことです。学校は家から近くて、子どもが気に入った

学校であることです。個別指導塾で、子ども個人のペースで

じっくりと指導してくれるので、分からないまま先に進むこと

がありません。きめこまかいフォローに満足しています。不

満はありません。何故受験するのか自分はどうしたいのか

よく話し合ったうえなので、いいと思います。 

40 女性 

大阪府 

今年中学受験をしました。動悸は地元の公立中学が荒れて

いるのと先生の指導力のなさです。受験対策は大手塾で

す。大手塾にしてはあまり厳しくない所が毎日のように宿題

に追われ毎週のようにテストがありました。でも講師の教え

方が上手いらしく子供は喜んで通っていました。今は気に

行った中学に通い喜んでいますので良かったと思っていま

す。 

50 女性 

広島県 

現在親が指導しています。もう少ししたら個別指導の個人

塾に入れる予定です。受験は無理強いは良くないと思いま

すが本人にやる気があるのなら目標に向かって頑張るとい

う意味でいいことだと思います。 

38 女性 

静岡県 

受験の動機は本人の希望です。遠距離通学（片道電車で 1

時間半）になりますがどうしても行きたいという強い希望でし

た。 

 ポイントは希望している部活動が全国レベルで強かったか

ら。 

 受験対策は特にしませんでした。過去問題を自宅で復習

したくらいです。 満足な点は充実した 3年間を過ごせたこ

と。付属中学なので高校・大学進学もさほど悩みませんでし

た。不満な点はありません。受験は当人の決意と親の金策

次第だと思います。 

39 女性 

埼玉県 

受験の動機としては私立の方が勉強の面で充実していると

思ったのがきっかけです。学校選びとしては本人の学力と

希望と周囲の評判、通学時間を考慮して選びました。塾は

大手塾でしたが個人の弱い点をよくフォローしてくれていた

と思います。不満な点は問題集などありすぎてこなしきれな

い面もありました。受験は子供にとってよかったか今のとこ

ろ判断しかねますが悪いとは言い切れないと思います。 

45 男性 

兵庫県 

経験者のお母さんから一環教育の良さを教えてもらって、

子供と相談して決めました。６年ですが、５年生から個別指

導塾に入れています。塾だといろんな情報が小学校より揃

っていてアドバイスしてくれます。 

42 女性 
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神奈川県 

理想の学校に入りたいと子供から言ってきました。1 本にか

けて勉強中です。大手塾に通っています。 

塾の方針、指導法は、子供に合っている様で楽しく通ってい

ますし効果も出てきています。講師の方も親切・丁寧で保護

者との話し合いもよくしてくれます。防犯体制にも力を入れ

ている塾です。 

不満な点は特に無しです。受験は、子供が望めば良い事だ

と思っています。 

43 女性 

岡山県 

受験動機は、公立の進学予定の中学が、今の小学校しか

進学しない小規模校で、市内の中でもかなりレベルが低い

と聞くからです。 

現在は、小４で通信添削のみですが、５年以降は状況を見

ながら、進学塾の夏期講習などを利用したいと思っていると

ころです。 

ぬるま湯のような状態から、高校受験や大学受験に対応で

きる精神力が養われるとは思えませんので、中学受験はい

い刺激になると思います。 

41 女性 

大阪府 

４年男児がこの春から中学受験準備中です。 

受験動機は、公立中学が荒れているから、小学校でいじめ

にあっていて同じ仲間とこのまま中学にあがるのは避けた

いと考えたから。 

 

個人塾で個別のようにみてもらっています。うちの子には、

大勢で講義を聞くような授業より、個別のほうが合っている

と考えたからです。実際、今のところ満足しています。 

 

まだ結果は出ていませんが、受験は子供にとっていいこと

だと思います。 

40 女性 

沖縄県 

受験の動機は安心して通える学校に通わせたいから。 学

校選びのポイントは家から通えて、校風の良いところ。 受

験対策は大手塾。指導法は厳しくしどうするのではなく、子

供の学力にあった自立を促す勉強方？ 不満な点は遠いと

ころ。受験は子どもにとっていいことかはまだわかりませ

ん。今後公開しないようにしているつもりではありますが・・・

31 女性 

青森県 

受験の動機はスポーツに力を入れてる学校だったというこ

とからです。受験対策は親が指導(というほどでもないです

が)でした。 

受験がいいか悪いかといえば一つの経験としてやはりいい

ことだと思います。幸い自分の地域は「お受験戦争」と言わ

れるような地域でもなかったので周りを気にせず本人が入

りたいという意思を尊重してあげれましたし。 

35 女性 

大阪府 

動機は子供の通う中学校の評判があまり良くないので考え

ています。 学校選びはやはり口コミで評判を聞き、実際に

見に行きました。 受験対策は個人塾です。今の所は満足

しています。受験は受けるその子次第だと思います。 

43 女性 
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埼玉県 

地元の公立中学の評判が悪く、本人も私立校を希望したた

めです。 

学校選びのポイントは交通の便と校風、教育方針です。 

受験対策は大手塾です。 

塾の方針や指導法は満足できる内容でした。 

受験は子どもにとっていいことだとは思いませんが、現状で

は止むを得ないと思っています。 

53 男性 

神奈川県 

本人が公開模試を受けたのがきっかけ。 学校選びのポイ

ントは家から近いことと、カリキュラムがなっとくできるもので

あること。 大手塾で、私立をパスするという方針だった。満

足な点は勉強の仕方がわかったこと。不満な点はあまりに

も夜遅くまで講義があったこと、宿題のチェックなどフォロー

があまりなかったこと。受験はその子にもよると思います

が、うちの子にとってはいい経験になりました。 

43 女性 

神奈川県 

受験の動機は、ゆとり教育に疑問を感じていたからです。

学校選びは本人に色々な学校を見学させて本人の希望と

学力と相談して決めようと思っています。大手塾に通ってい

ますが、１クラスがかなり大人数なので１人１人きめ細かい

指導はしてもらえないです。ただ受験に関してノウハウをた

くさん持っているので、情報は集めやすいです。 受験は子

どもにとって良いことかどうかわかりませんがマイナスにな

るとは思えません。 

37 女性 

千葉県 

長女と長男が中高一貫でした。長女の場合は地元中学が

荒れていたのが動機ですが娘が結果とても良かったので息

子も同じ道を歩むことにしました。 校風選びと偏差値が見

合う学校、そして通学時間です。受験対策は大手塾でした。

二人とも大手でしたが息子の場合は試験で決まるところな

のでそれなりに厳しいですがやはり伸びました。二人ともこ

れだけは親に感謝していると言ってくれています 

54 女性 

福岡県 

動機は近くの公立中のレベルが低いこと・評判が悪いこと、

学校選びのポイントは本人の学力に合うこと・通いやすいこ

と、受験対策は大手塾・家庭教師です。塾の方針は能力別

の集団授業ですが個別もあり希望に添ってくれます。満足

な点は熱心で丁寧、不満な点は内容がハードで高レベル向

きなことです。受験は、友人・情報・喜び・挫折など色々な面

で理解を深めた良い経験だったと思います。 

44 女性 

千葉県 

受験の動機は何ですか？  息子が行きたい中学だったか

ら 

学校選びのポイントは何でしたか？ 本人希望 

受験対策は次のうちどれですか？大手塾 

塾に通った方・・？ 塾はしっかりしていましたが 塾の室長

が変わったり担当の管理する人が変わったりすると 子供

にとっては合う合わないが あるようです。 受験は子供に

とっていいか悪いかはわかりません。ただ 学校では習わ

ない事を習うことはよかったと思います。  

46 女性 
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神奈川県 

近隣にある２箇所の公立中学が学区の中途半端な場所に

あり、余り良い評判を聞かないので、ならいっそのこと私立

にと思いました。 

大手塾に通っています。復習と弱いところに焦点を合わせ

た指導法ですが、それに見合う料金かどうか最近分からな

くなりました。 

受験は勉強する姿勢が身につき励みになると思います。 

40 男性 

神奈川県 

受験の動機は近くの中学の部活動が充実していないからで

す。学校選びは文化祭などに行った生徒の様子・息子の印

象・通いやすさ・入りたい部活があるか、などで考慮中で

す。大手塾ですが、フォローがよくなく面談などもないのが

不満です。小学校のこの時期に勉強をしなくてはいけない

のは、かわいそうだと思います。でも我が家の場合、本人が

強く望んでいますのでやり遂げることで本人に大きな財産と

なると思っています。 

44 女性 

奈良県 

中高一環教育でき６年間を有意義に過ごせそうなのと学校

の指導がしっかりしていそうだから。学校選びのポイントは

通学圏内で学校の評判がよいことです。受験対策は大手塾

です。その方が他の生徒といい刺激になってやる気がでそ

うだからです。レベルに応じた少人数教室でしっかり指導し

てもらっているようなので満足してます。本人がやるきがで

て前向きになるのであれば、受験も良い経験だと思いま

す。 

48 女性 

神奈川県 

崩壊している公立の学校に入れたくなかったのが受験の動

機です。学校選びのポイントは学校の教育方針と通える範

囲内かどうかです。  

受験対策は季節ごとの休みだけ大手塾の集中講義と普段

の通信添削です。大手塾は受験対策のカリキュラムは充実

していますが、個人個人への指導力は少々疑問を感じる時

があります。受験は子どもにとって悪いことではないと思い

ます。 

38 女性 

京都府 

私がそうだったので。 

評判と本人の学力を考えて。 

個人塾 

方針は個別指導。 

満足点は、1 人 1 人に合った丁寧な教え方をしてくれる。 

不満点はなし。 

受験が子供にとっていいかは難しいです。いいと思うからや

っていますが。 

36 女性 
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広島県 

3 児の母ですが、全員受験しました。近場の公立高校がか

なり荒れているので、不安からでした。塾は小さい塾です

が、きめ細かな対応と、公開模試への参加など、満足のいく

ものでした。満ち足りた生活の中、特にスポーツもしないわ

が子たちは、自分たちを律するものは勉強なのではと考え

たことは正解だと思いました。6 年間という視点で、のびの

びと学生生活を送っています。 

45 女性 

東京都 

受験の動機は中高一貫教育で、海外留学やお友達作りな

ど、意識を高めたかったからです。学校選びは本人の希望

を（男子校、付属校)聞き、一緒に何度も学校選びをして、納

得のいくところに決めました。塾は少人数制の塾で面倒見

の良さと信頼性で本人が気に入る塾で決めました。中学受

験はやってよかったな～っと満足しています。結果はどうで

あれ、家族でこんなにひとつの事にむかって、頑張れること

なんてないですから・・・ 

41 女性 

神奈川県 

この春長男が受験しました。動機は学区の中学が部活がさ

かんでないことと、ゆとり教育へ不満があったからです。学

校は、１時間以内・最寄り駅から徒歩でいけること・設備・通

塾者の割合などで決めました。塾通いは小学生だけにした

かったのです。通っていた塾は少人数クラスでした。目が届

いたし子どもの性格も考えてくれて満足です。中学受験は

子どもの意思も反映されるので押し付けでないならよいと思

います。 

40 女性 

静岡県 

長女・次女が中学受験して同じところに通っています。 

大学まであるので。受験に追われることなく精神修養しなが

らすごして欲しかったので。祖母の母校なので選んだ。 

個人塾。詰め込み方式ではなくなぜそうなるかを理解させ

てくれ応用がきくように教えてくれた。 

不満は、受験対策をあえてしないので親が大丈夫か心配に

なった。 

高校受験のために塾に夜中まで通わなくていいので、よか

ったと思っています。 

42 女性 

神奈川県 

自分が育った頃のレベルに程遠いゆとり教育に不安を感じ

たから。学校選びは女の子は校風、男の子は出口の実績

重視です。大手塾、中堅塾どちらも経験しましたが、大手塾

の方が不満。人数が多すぎて質問する時間も決められてい

るからです。中堅の方がいつでも、親身に教えて下さいまし

た。本音は小学生に夜遅くまでハードな学習を求める現状

は間違っていると思います。公立の学校である程度のレベ

ルという昔に戻して欲しい。 

41 女性 
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広島県 

長男が中学受験をしました。公立小学校が学級崩壊状態

で、このまま公立中学へ行くことに不安を感じたのと、子ど

ものほうも、仲のいい友人がほとんど受験をするのも理由

でした。学校選びは、校風と大学合格状況で、塾もその学

校にたくさん合格者を出しているところを選びました。塾の

指導のよしあしは結局合格率だと思います。子どもにこの

学校へ行きたいという意識があれば、受験もひとつのチャレ

ンジだと思います。 

46 女性 

大阪府 

小学校も私立でしたし、大学受験を考えて私立の方が充実

していると思ったからです。 

進学率と実績、学校の方針です。 

大手塾、毎回復習テストがありその成績によってクラス替え

があります、とにかく復習が大切だという方針。進路指導を

親身にやっていただけたので満足しています。 

親が先行するのではなくて、子供に意思があれば受験が悪

いことだとは思いません。 

41 女性 

福島県 

中高一環教育を受けさせたかったからです。私も短大まで

そうだったので。 

私が入学した学校を選び、先生方も変わらずに教えていた

ので。 

大手塾 

きめ細かいクラス分け（レベルごとに）だったのでよかったと

思う 

不満点はない。 

子供が望むのなら良いことだと思う。 

47 女性 

愛知県 

受験準備中です。 

受験の動機は、中学から、大学まで一環教育をさせたいの

で。 

学校選びは、交通の便、教育方針を考えます。 

今は私が毎日見てますが、夏休みから個人塾に入れるつも

りです。 

個人のほうが集中してできる気がします。 

35 女性 

兵庫県 

受験の動機は中高一貫教育を考えたからです。幸い電車

を使わなくても通える範囲にあったのでそこを受験しまし

た。受験対策は初めは大手の塾。高学年には家庭教師に

変えました。家庭教師に代わってから本人のやる気が出て

良かったです。子供によって個人差はあると思いますが、ウ

チは受験がやる気につながったので良い事でした。 

49 女性 

秋田県 

学校選びのポイントといえば、第一に近くで一人で通える学

校であること。親が中学校から送り迎えなんて甘い考えは

いけないです。受験対策は個人指導をお勧めします。いず

れ高校や大学で受験を経験することになるので、中学でも

機会があるのなら体験させたほうが、今後の子供の努力の

姿勢が変わってくると思う。 

52 女性 
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千葉県 

受験の動機は、中学から、大学まで一環教育をさせたかっ

たからです。学校選びは、設備や駅の近くかを考えます。 

受験対策は個人塾です。方針は、個別指導でした。満足な

点は、その子にあった指導をしてくれること、不満な点はな

かったです。受験は子供にとって、その子がのぞんでいるな

らば、いいことだと思います 

48 女性 

 


