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小学生の塾について：小学生のお子さんをお持ちの方にお聞きします。最近では、中学受験を

目的とした進学塾、学校の授業を補う補習塾のほか、科学教室や自然体験塾など塾も多様化し

ています。お子さんをどんな塾に通わせていますか？ または通わせたいですか？ 塾を選ぶう

えでのチェックポイント、家庭でしているフォロー、その他塾に通わせるうえで気をつけているこ

と、気になっていることはありますか？  

  回答内容 
回答者 

居住県 

回答者

性別 

回答者

年齢 

1 

６年と４年です 

学習塾にはかよっていません。 学校の授業にもつい

ていけていけてるようですし中学受験も考えていない

ので今は必要ないと判断しています。 中学生になっ

たら自分の判断で行く行かせたいと思います。 子供

のレベルに合った授業をしてくれることの望みます 

東京都 女性 39 

2 

小学２年生です。現在は通わせていませんが、５，６年

生になったらと考えています。選ぶポイントは自宅から

近いこと、塾の勧め方が子供にあっているかどうか、

学習面だけでなく、人として接してくれるところを選びた

いです。 

愛知県 女性 36 

3 

小 4 ですが、学習塾に行っています 

中学受験は考えていませんの、友達と一緒で 

家から近いという理由だけです 

中学生になれば、周りの人の意見なども聞きながら 

しっかりフォローしてもらえるようなところを 

さがすつもりです 

大阪府 女性 39 

4 

２年と５年の子がいます。 

今はそろばんとピアノ、バレーなどのいわゆる習い事

だけです。 

５年の子は、春休みに、日能研などの実力テストをう

けたり、 

お試しの春期講習にいったりしましたが、結局、入塾

はしませんでした。 

説明等聞いて、改めて思ったのは、お受験は特殊な環

境だということです。 

中途半端に手を出すのではなく、親も本気でやらなけ

れば、子も不安定になると思いなした。 

神奈川県 女性 38 

5 

１年と３年の子供ですが、今春から公文式教室に行っ

てます。 

無料体験をしてみて楽しかったようなので、 

勉強が嫌になる前に学習習慣をつけさせる目的で入

りました。 

中学受験等は今のところ考えていません。 

２人だけで通わせるのは不安があるので、送り迎えは

しています。 

福岡県 男性 42 
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6 

上が小４です。公文式に通っています。 

親としては、学校で習わないピアノやスイミングなどに 

通って欲しいのですが、本人が何故だかとってもやる

気で。 

先生が好きなんだそうです。まぁ、学校の成績はとても

いいので、 

助かりますが。気を付けていることは、 

「毎日きちんと決められたことをする」ということです。 

大阪府 女性 36 

7 

小２・４年の子は塾には行ってません。 

近所にあって良い先生がというなら考えるかもしれま

せんが、多少なりとも通わなきゃならない距離だと、ま

だ行かせる気にもなりません。 

少人数で個別に指導もあり、先生の人間性や会社の

方針が良ければ考慮するかなという程度です。 

北海道 女性 39 

8 

２年生の女の子です。塾は行っていません。通信教育

をしています。 

小学校のうちは塾に行かせる予定はありません。 

家のすぐ隣とかなら考えますが、送り迎えする気がさ

らさらありませんし、夜はすぐ眠くなる子なので。 

自然体験塾っていえばボースカウトに入れてますので

自然は体験してますね。 

茨城県 女性 37 

9 

小４ですがまだ通っていません。本人が行きたいと言

い出したら検討したいと思っています。子供いわく、先

生が優しくて厳しくないところがいいと言っています

が、まだ遊びたくて勉強まで時間がまわらないようで

す。 

長野県 女性 39 

10 

高学年です。 

いわゆる中学受験対象の塾に行かせています。 

何回か体験授業を受けさせ、楽しく通えるか、 

子供の生活のサイクルに合わせて塾選びをしました。

神奈川県 女性 43 

11 

小２です。 

今は通わせてません。今のところ、通わせるつもりもあ

りません。 

でも、子どもが通う気があるようなら、近くで、まじめに

取り組めるようなところがいいです。 

三重県 女性 30 

12 

現在中学生と小学生の子供がいますが塾には通わせ

ていません。 

もし塾に通わせるとしたら子供にあった所が良いです

ね。 

愛知県 女性 41 

13 

塾には通わせていませんが、もし子供が中学受験をし

たいと言いだしたら通わせるかもしれません。色んな

塾が沢山あるので、地域の先輩ママなどの情報を聞

いてから子供と相性の良い塾にしたいと思います。や

はり講師の評判やシステムは気になります。料金体制

も。 

宮城県 女性 38 
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14 

塾には通わせていません。 

上の子も中学になってから通い始めました。 

中学受験は考えていないので、もし通うとしたら、学校

の勉強の補修塾で、個人個人の理解度に合わせて進

んでくれる塾が良いと思います。 

群馬県 女性 39 

15 

現在はどこにも通っていませんが、夏休みなどは集中

して学ぶために短期講座などに通わせてもいいかなと

思っています。公文式のような子供のペースに合わせ

てすすんでいけるものも考えてはいますが、まだ低学

年ですのであまり切実には考えていません。 

神奈川県 男性 41 

16 

まだ低学年なので塾には通わせていませんが、いず

れは周りの友達も通い出すでしょうから様子を見なが

ら考えたいと思っています。塾選びは近所の口コミを

聞いて、子供にあったあまりプレッシャーを感じさせな

いところを選びたいです。 

家庭では通信教育をしているので、その様子を見なが

ら理解度を確認しています。 

神奈川県 女性 38 

17 

塾には通ってませんが、幼稚園の頃からソロバンを、

そのほかにあまりにローマ字が出来なかったので近所

のお母さんが外国人の講師を呼んでやってる英会話

に行ってます。その他にもスポーツ系のお稽古がある

ので受験塾に興味はありますが通えない状況です。

最近は体験型の面白い教室がいろいろあるので近か

ったら通わせたいとは思いますが、子供ももう５年生に

なったので本人のやる気が無ければやる意味は無い

のかと思ってます。 

東京都 女性 37 

18 

小１と小５のこどもがいます。 

小５の息子は４年生のときから大手進学塾に通ってい

ます。中学受験をするかどうかはまだわかりません

が、それくらいの学力をつけて欲しいのと勉強の習慣

をつけることなどを考え塾に通わせています。家では

学校の宿題と塾の復習や宿題をやっています。わから

ない問題は私や夫が一緒に考えます。あとは少し塾

が遠いので車で送り迎えをしています。 

神奈川県 女性 37 

19 

現在は家庭で行う通信教育しか行っていませんが、も

し塾に行かせるなら、本人が私立に進学したいと行っ

た時用の内容か、もしくは、受験の意思が塾に通って

る途中に無くなったり、受験しても私立を落ちた場合も

考え、中学での学習にスムーズに入っていけるような

基礎固めの内容の塾に行かせると思います。通わせ

る上では、本人の意思を十分聞いた上で、本人の正

確や意思に合う所に行かせる事を主眼にすると思い

ます。 

神奈川県 女性 39 
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20 

小学一年生です。塾はまだ行ってませんが自宅でベ

ネッセの教材をしています。今はこのままでいいと思っ

てますがいずれ教材だけでは本人も物足りなくなると

思うのでその時には塾もしくは家庭教師と考えていま

す。もちろんその時には塾選びも真剣になると思いま

す。 

富山県 女性 37 

21 

公文式に通っています。集中力・計算力をつけたかっ

たので、受験目的ではないです。家では、採点されて

帰ってきたプリントをチェックしています。選んだポイン

トは家から近いという点です。教室に電話が置いてあ

り、自由に使えるので、終わったらすぐに迎えにいける

ので安心です。 

福岡県 女性 34 

22 

今はまだ通わせていません。 

中学受験は考えていないのでそれを目的とした進学

塾塾には行く事はないと思いますが、普通の塾にはそ

のうち子供が行きたがれば行く事を考えるかもしれま

せん。 

できれば学校の授業を補う補習塾か興味があるようで

したら科学教室に通わせたいです。 

ポイントは①家の近所、②基礎学習がしっかりしてい

て応用問題も解ける指導があり、出来ない子を置いて

いかない事、です。 

静岡県 女性 37 

23 

２年です。まだ塾には通わせていません。高学年にな

り勉強が遅れてきたら通わせるかもしれません。選ぶ

ポイントは子供に合うかどうか、指導が丁寧かどうか

です。 

大阪府 女性 35 

24 

3 年生と 1 年生がいます。現在は、そろばん塾に通わ

せています。その延長として、 いずれは学習塾、と考

えています。 塾を選ぶうえでのポイントは、講師の

質、口コミの評判、通いやすさ、費用です。 

愛知県 女性 36 

25 
小３ですがまだ塾行ってませんが、４年になったら考え

ます。やる気を出させてくれる塾が良いです。 
大阪府 女性 43 

26 

小六男児ですが、塾には通っていません。 

私学受験を考えていないことと 

本人が塾という形態での学習には向いていないからで

す。 

週に２回 pc でのマンツーマン指導を受けています。 

大阪府 女性 33 

27 

１年生の子供がいます。まだ塾には通わせていませ

ん。通わせるなら少人数制で子供のレベルにあったと

ころが良いと思います。 

神奈川県 女性 38 
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28 

小５女子ですが、今年から週１回算数の個別指導塾

へ通っています。 

他の習い事を続けながらできること、算数が嫌いにな

らず基礎が固められること、そして何より自分のペー

スで楽しく勉強を続けられることが大切だと思っていま

す。 

兵庫県 女性 44 

29 

小５の男の子。小３の頃から個別指導塾へ通わせて

います。 

大手の進学塾だとトップレベルの子どもしかついてい

けない 

授業内容（家で親が教えることになる）なので、同じレ

ベルの 

問題を個別で習うことにより、親の負担、本人の負担

を最小限 

にしたく、個別指導を選びました。 

子どもの性格や勉強に対するその時々の意欲・精神

的フォロー 

などきめ細やかに見てくれるので安心です。 

神奈川県 女性 40 

30 

小３ですがまだ学習塾には通わせてません。いずれ

は学習状態により通わせなくてはならないと思います

が、今は山や海が近いので、地域の自治体によるも

の、ボランティアによる自然塾などに(不定期）通わせ

てます。子供が喜んで参加しそうなもの、親子で学べ

そうなもの、価格もなるべく安価なものを選んでいま

す。 

山形県 女性 40 

31 

今はまだ学習塾などは通わせていませんが高学年に

なったら…と考えています。現在は音楽の方を習わせ

ています。子どもに合っていて子どもが通うのを嫌がら

ない塾を選びたいと思っています。あとは塾までの通

い時間ですね。 

東京都 女性 36 

32 

まだ塾には通わせていません。地元密着型の情報量

が多く、子供の面倒見のよい塾を選ぼうと思ってます。

塾通いが始まっても基礎となる家庭学習もおろそかに

ならないように、親が目を配る必要があると考えます。

神奈川県 女性 38 

33 

今年中学生になった娘は、小 5から二年間、大手進学

塾に通い、私立中学を受験しました。今は、習い事は

してません。 

次女は今、小 5ですが私学受験は考えていないので、

そろばんしか習っていません。あとは進研ゼミだけで

す。子供が自分から進んで通う、習うということを重視

しているので、体験入学などを利用し、納得できるとこ

ろを選びたいです。 

埼玉県 女性 37 
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34 

中学の兄がいるので本人が行きたがった事がありまし

たが、行かせていません。小学生のうちは親でも教え

られる内容ですし、習い事だけでも子供達のスケジュ

ールがなかなか合わず遊ぶ事ができないのに塾にま

で行かせるとなると可哀相だと思っています。 

奈良県 女性 33 

35 

小３通信教育は使っていますが塾を検討はしていませ

ん。 

もしいくとしたら科学教室だったら通ってもいいかなと 

思います。今のところ学校の勉強もわかっていると言

うので。 

埼玉県 女性 38 

36 

小学校 1年生の男の子がいます。 

入学したばかりなのでまだ塾には通わせていません。

中学受験もするつもりはないし、基本的には学校の勉

強だけで十分だと思っているので、小学生の間は塾に

行かせたいとは考えていません。 

自然体験は興味がありますが、塾というより、夏休み

のキャンプ方式のものなら行かせて見たいです。 

京都府 女性 39 

37 

家はマイペースで集団にむいていないので学習塾の

個別指導を週２回うけています。理科実験も参加して

います。チェックポイントは、先生との相性、模擬テスト

と合否判定があるところ、志望校の傾向と対策を個人

にあわせて組んでくれるところ、家庭では塾との連絡

を密にして宿題が出来ているか確認、受験も最終的に

は体力勝負なので食事面に気をつけています。 

広島県 女性 39 

38 

塾や習い事はしていません。学校での勉強で十分だと

思います。 

家庭での勉強は、私が見ています。 

都会育ちで、きれいな夜空を見ることがないので、天

体観察の機会があれば、参加させたいです。 

埼玉県 女性 39 

39 

小３の男児がいます。塾には通ったことがありません

が、近くに科学教室などがあれば通わせてもいいと思

っています。中学受験は考えていないので楽しく勉強

が出来たらと思っています。 

神奈川県 女性 33 

40 

小学校１年生です。そろばんには通わせていますが塾

はまだです。近いところで少人数制のところに通わせ

たいと考えています。あと子供が行ってもいいと思える

先生がいることですね。 

北海道 女性 42 

41 

進学系まで行かないどちらかと言えば補習型の塾へ

通っています、学校の授業は算数国語ほぼカバーで

きてます。科学実験教室は通わせたいと思いますが、

近くにないので、沢山出来ると良いと思います。塾と子

供の相性がいい事や、先生と子供の相性が良い事は

勿論、塾の指導法の妨げになるような事を、親が口出

ししないように、子供に自主的に取り組ませてます。 

広島県 女性 40 
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42 

一年生と五年生がいます。 

現在は通ってませんが、上の子は進学塾ではなく、子

供のレベルに応じて教えてくれる少人数制の家庭教

師のような雰囲気の塾があれば通わせたいと思って

ます。 

今は一分の一と言う教材を取ってますが、親が教える

と感情的になりがちなので、塾などの第三者に頼らな

くてはならないと思ってます。 

大阪府 女性 34 

43 

小学生の親ですが 中学受験は考えていないので 

塾は考えていません。子供も行きたがらないので。 ま

だ友達と遊ぶことを優先させたいです。宿題もけっこう

出るので家庭での学習で精一杯のようです。 

福岡県 女性 43 

44 

小５の男の子ですが、塾にはいったことがありません。

親としては、小学校で不足していると思うことを塾で補

いたいという考えです。 

だから、公文などのような、ドリルを繰り返させてしっか

りと定着させる塾か、中学受験を目的とした学校では

扱わない発展的な考え方を教える進学塾に通わせた

いです。 

体験学習的なものは、過剰なほどに学校で扱っている

ように思いますので、行かせようとは思いません。 

岡山県 女性 44 

45 

小２ですが、そろばんには行っていますが、塾には行

っていません。 

自然体験塾なら小学生のうちでも通わせたいですね。

でも、学習塾は中学生以降でないと通わせたいと思い

ません。 

今の時代にはそぐわない考えかもしれませんが、小学

生のうちは勉強よりも身体を使って遊ぶことを優先さ

せたいとおもっています。 

宮城県 女性 36 

46 

小学生の間は学習塾は考えてません。今のところは

通信教育のみです。子どもが 3人いるので、学習塾は

内容もありますが、やはり料金が気になります。通わ

せるとしたらなるべく少人数できめ細かく指導してもら

えるところをと考えてます。 

愛媛県 女性 46 

47 

通わせていませんが、いずれは通わせると思います。

選ぶポイントは、自宅からの距離、子どもの学力レベ

ルにあっているかどうか、子どもをしっかりみてくれる

かどうか、先生たちの印象などで決めると思います。 

愛知県 女性 30 

48 

小 2 の男の子がいます。 

中学受験は考えていないので、今はまだ塾には行か

せていませんし、今後も進学塾には行く予定はありま

せんが、高学年になったら学習塾には通わせるつもり

でいます。子供が通える範囲にもいくつかの塾がある

ので、周りの評判なども参考にしつつ、子供にあったと

ころを、と考えています。 

埼玉県 女性 38 
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49 

夏休みや冬休みなど、長期休暇の時だけ通わせてい

ます。 

周りの子が頑張っているなって感じて、自分のやる気

を高めて欲しいと思っています。特に気をつけているこ

とは無いです。 

青森県 女性 30 

50 

小１男児がいます。 

中学受験も考えてませんし、低学年から塾に通わせる

のもと思っているので今は進研ゼミをしています。 

塾に通わせるなら、すぐに成績に結びつかなくても勉

強に興味を持たせてくれる塾がいいです。 

小学生のうちは、まずは勉強が楽しいと思えれば良い

と思っているので・・ 

大阪府 女性 30 

51 

まだ通わせていませんが、いずれ通わせたいと 

思っています。選ぶポイントとしては少人数制で 

しっかり見てもらえるところがいいです。 

神奈川県 女性 30 

52 

今は塾には通わせてません。幼稚園の３年間塾に通

い、小学受験を無事に終え、希望の学校に入れたから

です。既に小３までの学力を身に付けているので、本

人も勉強することが楽しく心配はしていませんが、今

後もし成績が悪くなり、家庭学習では不十分と思えれ

ば通わせるつもりです。塾の選ぶポイントは、近所ま

たは車での送迎がしやすいこと、評判よく、先生が熱

心で好感が持て、子どもに合うかどうかです。 

東京都 女性 35 

53 

小３の男児がいます。 

今は進研ゼミのチャレンジをしています。今のところ中

学受験はするつもりはありませんが、私自身が一緒に

勉強をみてあげられるのは小４か小５ぐらいまでかと

思い、その頃になれば塾に通わせようかと思っていま

す。とりあえず、本人のやる気がないうちは何をしても

ダメだと思うので、やる気を持たせてくれる塾を選びた

いです。 

奈良県 女性 39 

54 

小４・小６の男児がいます。今は中学受験を考えてい

ません。いつか子供本人から塾に通いたいと言えば長

期休み時の集中講座や体験教室などに行き、続けた

いと言えばそのまま通わそうと思います。家庭で出来

ることは送迎と体調管理程度、本人のやる気や塾との

相性などが重要だと思います。今は、ある程度の学力

の為にも通信添削や長期休み時などに科学教室など

に参加する程度で、それよりも様々な体験が大切だと

考えています。 

北海道 女性 39 

55 

小 3 です。今は、何も通わせていませんが、来年あた

り通わせたいと思っております。近所の評判などを聞

いて、よさそうなところにしようと思います。あと子供が

行きたいかどうかをいちばんに考えたいと思っていま

す。 

北海道 女性 39 
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小３の男の子がいます。家の子は発達障害があって、

勉強が遅れがちです。なので、塾というか、ことばの相

談室で国語の力をつける勉強を月２回しています。普

通の塾にはとても通わせられません。 

東京都 女性 42 

57 

今は通わせていませんが少人数で各個人に合った教

え方・進め方などをしてくれるのがいいかなと思ってい

ます。そして出来れば近所がいいですね。 

今のところは進学塾は考えていません。 

家では出来るだけすぐに宿題をさせる・一緒に出来る

時は宿題を一緒にやるくらいです。 

愛知県 女性 36 

58 

小３から大手進学塾に通っています。（現在小６）塾と

いうよりはどのような先生に担当してもらうかで子供の

成績も上がったり下がったりします。家庭では宿題を

する程度ですが成績は良いので我が子にはあってい

たように思います。 

神奈川県 女性 37 

59 

小６です。３歳前から公文をしています。 

３教科ともすでに高校教材に入っており、学校の宿題

も楽で、本人もかなり自信を持っています。 

自学自習の癖をつける、集中力をつける、のがポイン

トだと思います。 

気になるのは、現在学習する教科以外の科目が弱い

ことです。 

兵庫県 女性 48 

60 

今は通っていません。 

学校の授業についていけなくなったら通わせるかもし

れませんが、今の所は通わせたいとは思っていませ

ん。 

もし通うとしたら、評判を聞いたり、子供に合うかどうか

がポイントになると思います。 

神奈川県 女性 39 

61 

小 6 になり 塾を捜している状況です。個人塾を捜して

いるのですが、家の近くにあるのは、大手の名が通っ

た塾ばかりで、集団であり どこに○名 合格したかを

はりだしてあり やり方もかなりきついです。時間も 終

わると 7 時 40 分 それから帰ってきて、食事となると 

子供には、負担がかかるかと 躊躇してしまいます。 

子供の意見もとりいれると 塾選びは、むつかしいで

す。 

愛知県 女性 42 

62 

4 年男です。 

公文に幼稚園年中から通っています。学年を越えて算

数を学んでいますが、学校に任せておくと薄っぺらい

脳みそになりそうで、よかったと思ってます。 

ただ、進学塾に行かせる予定はありません。中学受験

の予定もありません。 

大阪府 女性 40 
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１年生と４年生がいます。 

勉強の基礎をしっかりやらせたくて公文に行かせてい

ます。 

子どもの方からやりたいと言い出したので、宿題もしっ

かりやっています。 

ポイントはやる気があるかどうか。 

行かせてみたいのは自然体験教室です。 

埼玉県 女性 33 

64 

小２です。現在、珠算に通っています。 

3 年生になったら、受験塾でなく、学習塾に通わせたい

と思ってます。 

神奈川県 男性 42 

65 

今は何も通っていません。受験前には進学塾に通わ

せたいとは思いますが、現段階では通わせようとは思

っていません。子供がのびのびと育ち勉強以外でしか

学べないような心の勉強もしていって欲しいと持ってい

るので考えていません 

静岡県 女性 28 

66 

北海道在住です。北海道では私立よりも公立信仰が

大きい土地です。 

ほとんどの子どもが私立を受験するのは少ないです。

 

我が家には小六の男児がいます。受験する予定あり

ません。 

進学塾ではなく、学習塾に通っています。 

学校の授業の補助的役割と思っています。 

教室方式よりも個別のほうがうちの子供には向いてい

るようです。 

北海道 女性 40 

67 

塾や教室には通わせていません。 

公文やそろばん教室などに通わせようか考えてます

が、まずは体験 

や見学を通して子どもの反応を見ようと思ってます。 

時間や時間帯の他に、先生も選択・決定時の大切な

ポイントになる 

と思います。 

沖縄県 女性 38 

68 

小２です。今は英会話に通っています。それから通信

添削。中学受験は考えていますが学力だけを重視す

る学校を選ぶつもりはないので進学塾に入れるつもり

はありません。小学生の間は土曜日など日中に通え

る塾になら入れてもいいと思っています。夜遅くまで勉

強して翌日の学校に力が入らないのでは本末転倒で

す。 

長野県 女性 37 
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小学校一年。今は進研ゼミのチャレンジだけです。友

達はスイミングやピアノ、英語と毎日のように通ってい

るらしく、本人も何か習い事をやりたいといってるので

すが、車がないと送り迎えがきついので躊躇していま

す。将来的に塾に通う必要性が出たときには、子供の

レベルにあっているかが重視します。あと通塾の安全

性。最近は送迎付の塾もできてきていますから。 

神奈川県 女性 39 

70 

高校２年小学６年、４年の子供がいますが、高校生の

子供も高校に入って初めて塾に行くようにしました。だ

から小、中の間は学習塾に通わせるつもりは無いで

す。塾に通っても成果があるかどうかは結局は本人次

第ですから、子供の勉強は毎日親が見ることにしてま

す。毎日時間を決めて一緒の学習時間を設けてます。

中学卒業までは親が教えていくつもりです。 

奈良県 女性 48 

71 

小学校５年の娘がいますが、まだ塾には通わせていま

せん。塾に期待することは自分で自主的に勉強できる

力をつけさせてくれることです。受身の勉強は意味が

ないと思うからです。またもっと早い時間帯から塾があ

れば、と思います。夜遅くまでかかるのはどうか、と感

じています。 

大阪府 女性 50 

72 

小６の女の子がいます。中学受験はしませんし塾にも

通ってないです。もし通うとすれば、やはり無理をしたく

ないし子供のレベルに合っているのが一番だと思いま

す。できれば個別に近い指導があればいいです。 

北海道 女性 39 

73 

小６に娘がいますが今は上の子で手一杯で塾には行

かせていません。中学入試もしないので中２位からと

思っています。ポイントは家から近く。学習の経緯を親

に連絡してもらえる事。能力にあった所、高校受験のノ

ウハウを教えてくれる所等。 

兵庫県 女性 42 

74 

小 4 女子がいます。お受験をする予定も無いので、今

の所塾には通わせる気がありません。今の子供達は

遊び時間が少ないので、小学生の間くらいは思いっき

り遊ばせてあげたいです。 

大阪府 女性 43 

75 

中学受験を考えていない、通信添削で効果を得ている

ということから塾には通わせていません。 

科学教室には少し興味があります。 

塾に通わせるならば、なるべく家から近いところで、個

人のレベルに添って指導して欲しいので少人数のとこ

ろがいいと思います。 

神奈川県 女性 35 

76 

小３の子供がいます。塾には通わせていません。 

今のところ必要性は感じていませんが学校の授業に

ついていけなくなったら通わせようかなと思っていま

す。塾を選ぶ基準は雰囲気と教育理念が子供に合っ

ているかだと思います。 

宮城県 女性 42 



    

学びの場.com http://www.manabinoba.com/                                     12/15 

77 

公文式に通わせています。 

学校の授業より進んで能力を伸ばす事を考えて塾を

選んだつもりです。 

集中して勉強が出来るようになって欲しいです。 

気になっているのは塾への送り迎えで、夜遅くなったら

電話させて迎えに行く様にしてます。 

三重県 女性 42 

78 

受験対応の大手塾に通っています。 

中学受験者も多数占める地域で同じように通っている

子はたくさんいます。塾通いも低年齢化しているよう

で、一年生から受験塾へ行く子も増えました。学童代

わりに塾へ入れる家庭もありますね。塾へ行く前と学

校だけの勉強の時、その知識の差に愕然とします。本

来は学校の勉強だけでも進みたい道へ進める教育で

あるべき。勉強自体は本人が自分で。親のフォローは

送り迎えと体調管理くらい。 

神奈川県 女性 42 

79 

通信教育のみで塾へは行っていません。 

今年入学ですが、地域柄中学受験をするなら絶対に

地域外の塾へいかさないと到底レベルが追いつかな

いと言うくらい公立レベルでさえ低いらしいので、学校

の勉強さえついて行けなくなったら考えないと行けな

いかなと思っていますが、子供が行きたいと言うまで

は待つもりです。 

塾に行ったからといって安心するのではなく、そこで子

供が勉強しようという気持ちになれる塾がいいです 

兵庫県 女性 33 

80 

塾は通わせていません 

普段通わせるには 夜遅くなるのが心配なので、長期

休みの時の集中講座のような形で行かせたいと思っ

ています 

北海道 女性 42 

81 

小５男子。中学受験するつもりです。個人塾に通わせ

ています。ここは、テストでいい点をとるだけの手法を

教えてくれるわけではなくてひとつの問題もいろいろな

とき方をみんなで考えていきます。受験を目的としてる

と親としては不安はありますが下地ができるので応用

がきくようになってきます。塾までの送迎はもちろんし

てます。 

静岡県 女性 43 

82 

特に塾に通わせてはいません。今は家庭だけで充分

かなって思っています。子どもが行きたいといえば行

かせるつもりです。今はピアノだけいかせています。通

うポイントは塾の雰囲気ですね。 

大阪府 男性 56 

83 

小４です。科学教室や自然体験塾は興味があります。

中学受験は考えてないので学校の授業の理解がちゃ

んとできてさらに少し発展した所を教えてもらえる塾が

いいです。あきない、面白い授業で頭に入るような塾

がいいな～と思います。いやいや勉強しても頭に入ら

ないので。 

神奈川県 女性 32 
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今年入学したばかりで まだ塾には通わせていませ

ん。今は通信教育の学習をしています。今後高学年に

なり塾に通わせるなら まずは家から近い事が１番で

す。それから授業内容が学校にあっていること！うち

は受験は考えていないので 学校の授業がしっかり身

に付くような所がいいです。 

埼玉県 女性 30 

85 

今は塾には通わせてません。ピアノを習わせていま

す。学校の勉強に関しては本人が必要と思ったらいか

せたいと思ったいます。ポイントは子供にあっているか

どうかです。 

大阪府 女性 56 

86 

小３です。今は通わせていません。 

自然体験塾のようなところがあれば、通わせてみたい

です。 

塾の指導者の考え方や質・費用など、しっかり吟味し

て選ぶつもりです。 

勉強さえできればいいという考え方だけは、させたくな

いですね。 

東京都 女性 47 

87 

低学年の子がいますが、まだ学習塾には通わせてい

ません。 

今は家庭学習教材を利用していますが、自宅で自分

でやらなく 

なってきたら、学習塾に切り替えようと思っています。 

転勤族なので中学受験は考えていません。小学校の

間の学習の基礎が 

しっかり身につくところ、子供が飽きない、やる気を継

続させてくれる 

ような塾（講師）を望んでいます。最後は子供と塾（講

師）の相性ですかね。 

富山県 女性 34 

88 

小５の娘がいますが、塾にはいかせていません。文武

両道、心身ともにつよくなれる武道関係に通わせてみ

たいが、こればかりは本人が全く興味なし。小学生で

は学校の授業を補う補習塾レベルで良いと思っていま

すが、一番のネックはどこも授業料が高く近所に良い

塾がなく親の送り迎えが絶対必要ということです。 

北海道 女性 38 

89 

小１・３年の子どもは塾には通っていません。小５の子

は市主催の科学教室に通っています。中学校受験は

考えていないので、進学塾には通わせる気はありませ

んが、科学教室などには通わせてあげたいと思ってい

ます。選ぶポイントは子ども本人が通いたいと思って

いるかどうかが一番です。子どもが真剣に通いたいと

思っているものは、よく話し合ってから通わせてあげる

ようにしています。 

東京都 女性 39 



    

学びの場.com http://www.manabinoba.com/                                     14/15 

90 

私の子どもは昨年小２の時に通わせました。１年の時

に成績が悪いのと２年は掛け算があるから心配で。個

人塾のドリルコースでドリルを解いてましたが算数は

ほめられる位できるようになり学校の勉強にもついて

いけるようなので３年になってからはやめました。通わ

せていた塾のいい所は週３回で宿題もみてくれ勉強嫌

いを直してくれた所です。本人が望むならその時にあ

わせた勉強をさせてくれる塾に通わせたいです。 

茨城県 女性 39 

91 

現在は塾には通わせてません。中学受験の予定はな

いので進学塾には行かせるつもりはありません。 

行かせるなら、科学実験や作文教室などに行かせた

いと思っています。理由は私が教えてあげれないから

先生との波長が合うかもチェックしたいところです。 

福岡県 女性 39 

92 

小６です。通信教育はやっていますが教室は通ってい

ません。探している最中です。中学受験は考えていな

いので行くとしたら補習塾です。少人数のきちんと質

問に答えてくれる家庭教師的なところを考えています。

大人数だと判らないまま進んでしまうし同級生が多く

居る塾は嫌だと本人がいうもので。家庭でのフォロー

は難しくなってきました。 

栃木県 女性 39 

93 

現在、通わせていません。 

もし塾に通わせるとしたら、補習塾に通わせたいです。

中学受験も特に考えていませんし、学校で習う基礎を

しっかり塾でもフォローしてもらって、身につけさせたい

と思います。 

選ぶポイントは、どのような子が通っているのか、人数

や学習する内容になると思います。 

岡山県 女性 39 

94 

小２です。現在は通わせていませんが、高学年になっ

たら学習塾に通わせたいと思っています。中学受験は

現在考えていないので補習塾の予定です。ポイントは

自宅から近いこと、費用、講師の質です。また、口コミ

は大いに参考になるのでポイントになりますね。折込

チラシなども日ごろからチェックしています。 

茨城県 女性 39 

95 

小３の娘を持つ母親です。今はそろばんと習字を習っ

ているだけで、塾には通わせていません。今後塾に通

わせるのなら、補習塾がいいかなと思っています。ど

の教科でもそうですが基礎が出来ていないと理解する

のは難しいと思うので。選ぶポイントは、一人一人の

性格、理解力に合った教え方をしてくれる所がいいで

す。 

福井県 女性 39 
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小５の息子がいて 塾に通わせています。 

少人数制の個人塾で 学校の授業に沿って教えてくれ

る塾です。 

中学受験は考えていません。 

学校の授業についていける程度に 勉強が身につけ

ばいいと思っています。塾を選んだポイントは 子供の

レベルに合わせて教えてくれるかと言うところです。 

塾までは学校から近いので 学校帰りに行っています

が、帰りは物騒な世の中なので、私が必ず来るまで迎

えに行くようにしています。 

神奈川県 女性 39 

97 

今のところ塾には通っていません。まずは体力と思っ

て水泳教室に通わせていますが、いずれはどこか行

かざるをえないと思っています。受験は考えていない

ので、子供にあっていて、興味にそって基礎学力応用

力をつけてもらえるところ、自宅の近所がいいです。今

は家で市販のドリルをさせています。 

神奈川県 女性 39 

98 

１年生の子供がいます。 

今は通わせていませんが、家庭での学習だけでは 

難しいかな？と感じ始めたら通わせようと思っていま

す。 

通わせるなら、くもんのような地道にコツコツ学習して

いく 

スタイルの塾を選びたいと思っています。 

静岡県 女性 39 

99 

小６女児１人います。中学受験はしないので５年生の

夏休みから近所の補習塾に通わせています。 

塾の選ぶポイント①近所である②実績がある③先生

が好感持てて熱心である④行き帰りの入室/退室のメ

ールサービスがあって安心。 

気になったり気をつけていることは親としてはやがり

「結果」なので子供のやる気と成績に反映しているか

を地道に見守っています。 

神奈川県 女性 43 

100 

今は通わせていませんがいずれはと思っています。 

塾を選ぶポイントは子供を確実に見てくれる。差別しな

い。子供に合っているかどうかと言うことで選びたいと

思ってます。 

富山県 女性 32 

101 

今現在通わせているのは理科の実験教室です。 

中学受験を考えているのでいずれ進学塾に通わせる

ことになります。 

通う塾のポイントは通塾に要する時間、子供のレベル

に合っているかどうかということです。 

大阪府 女性 43 

 


