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【報道関係各位】 

2017年 5月 30日 

株式会社イオレ 

 

子どもの希望を取り入れることで、「9 割以上」の子どもが習い事を継続！ 

 

メーリングリストサービス「らくらく連絡網」(会員数 650 万人)を提供する株式会社イオレ(本社：東京

都港区、代表取締役社長：吉田 直人、 http://www.eole.co.jp/ 、以下 イオレ)は、同サービス内における

「習い事をしている子どもを持つ親」を対象に、「子どもの習い事に関するアンケート」を実施いたしま

した。 

 

※調査手法：インターネットリサーチ。 

※調査期間： 2017 年 4 月 7 日(金)から 4 月 26 日(水)まで。 

※有効回答数：2,134 名(男性：608 名・28.5％、女性：1,526 名・71.5％) 

※本アンケートの「習い事をしている子ども」は、0～12 歳が対象なります。 

 

 

 

「何歳から習い事を始めましたか？」という質問に対しての回答トップ 3 は、「5 歳 (18.6%）」「4 歳 

(17.2%）」「3 歳 (15.9%)」となりました。幼稚園に入園する 3 歳から習い事を始める子どもが多く、小学

校に上がるまでに 67.3%の子どもが習い事を始めています。また、まだ習い事を始めていない 32.7%の

子どものうち、6 歳で始める子どもが 14.7%のため、小学校に入学することをきっかけに、習い事を始め

る子どもも多いことが分かりました。 

     

小学校に上がるまでに、6 割以上の子どもが習い事を始めている 

http://www.eole.co.jp/


 

 

 

 

 

(本件に関するお問い合わせ先) 株式会社イオレ メディア企画 G 伊東 TEL 03-4455-7092 press@eole.co.jp  

News Release 

 

 

「現在いくつ習い事をしていますか？」の質問に対しては、1 つと答える方が最も多く、1 つ～3 つまで

との回答数で 9 割を占める結果となりました。 

 

「何歳から習い事を始めましたか？」と「現在いくつ習い事をしていますか？」をクロス集計したとこ

ろ、幼稚園に入園する前の「0～2歳」ではトップが「2つ (30.3%)」、続いて「3つ (25.8%)」「1つ (22.5%)」、

幼稚園生の「3～5 歳」でも同様にトップ 3 は「2 つ (35.6%)」「3 つ (26.3%)」「1 つ (25.6%)」の順序な

のに対し、小学生の「6～12 歳」は、トップが「1 つ (52.7%)」、続いて「2 つ (31.5%)」「3 つ (12.1%)」

となっています。以上のことから小学生から習い事を始めた子どもは、宿題等があるので、習い事の数を

制限しているのかもしれません。 

 

    

習い事の数は、年齢を問わず 1 つまたは 2 つと回答された方が 6 割以上 
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「習い事で 1 番続いている、もしくは続いていたのは何ですか？」の質問に対しての回答トップ 3 は、

「サッカー (20.8%)」「水泳 (19.4%)」「ピアノ (10.6%)」となりました。 

  

 

 

次に、「習い事で 1 番続いている、もしくは続いていたのは何ですか？」の質問の回答に対して、「今も続

けていますか？」の質問をしたところ、「はい (91.7%)」と 9 割以上の親が回答し、「習い事が続いている

理由を教えてください (複数回答あり)」の質問には、「好きなこと・得意なことにつながっているから 

(52.5%)」「体力づくりや運動能力の向上になるから (45.5%)」と答えた方が多かったことから、好きなこ

とだから長続きし、体力づくりなどのためから、サッカーや水泳など体を動かす習い事をしている子ど

もが多い事が分かりました。 

     

習い事で 1 番長続きするのは、1 位「サッカー」2 位「水泳」3 位「ピアノ」 
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「今も続けていますか？」の質問に対し、「いいえ (8.3%)」の回答をした親にも辞めてしまった理由を複

数選択で聞いたところ、「子ども本人の意思 (33.3%)」が最も多い回答となり、習い事が続く理由でも 3

習い事を続けるのも、辞めるのも子どもの意思を尊重する親が多い 



 

 

 

 

 

(本件に関するお問い合わせ先) 株式会社イオレ メディア企画 G 伊東 TEL 03-4455-7092 press@eole.co.jp  

News Release 

番目に「子どもの希望で始めたから (42.3%)」と回答数が多かったことから、続けるのも、辞めるのも子

ども本人の意思を尊重している親が多い事が分かりました。 

   

 

 

「お子様の習い事で、これから始めようか検討している習い事があればお選びください」の質問に対し、

「考えていない (41.0%)」の回答が最も多く、4 割以上となりました。これは、前項でも述べたように習

い事については、子どもの意思が尊重されることが多いため、他の習い事を検討している親は少ないよ

うです。ただ、「学習塾 (20.1%)」の回答も次に多かったことから、子どもの成績や将来を考え、通わせ

たい親の気持ちが反映された結果ではないかと考えられます。 

         

 

また、「現在いくつの習い事をしていますか？」と「お子様の習い事で、これから始めようか検討してい

る習い事があればお選びください」のクロス集計をしたところ、現在の習い事の数に関係なく、「考えて

現在習っている習い事で、もう十分！4 割以上の親は、他の習い事は考えていない 
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いない」と答える方が多い結果となりました。 

子どもが、「やりたい！」と思った習い事は、いろいろ検討すべきことがあっても、まずはやらせてみた

いと思う親が多いのかもしれません。 

     

    

 

 

「月謝をいくら払っていますか？」の質問に対し、「10,001 円～15,000 円 (19.5%)」が、1 番多い回答と

なりました。「現在いくつ習い事をしていますか？」の質問では、「1 つ (34.0%)」「2 つ (33.4%)」が最も

多い回答だったため、習い事の数ではなく、習い事にかける上限額を決めて習い事を選ぶ家庭が多いの

ではとも思わせる結果となりました。 

 

習い事の月謝は 10,000 円～15,000 円が 1 位。月謝の金額を決めて習い事を決めている家庭も！？ 
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今回のアンケート結果で、子どもの意思で習い事を始め、辞めるときも子どもの意思で辞める事が多い

事から、子どもの意思を尊重している親が多い事が分かりました。 

子どもの意思を尊重した結果、9 割以上の子どもは習い事を継続し、「好きなこと・得意なこと」につな

がっているというのは、習い事をさせる甲斐があると言えるのではないでしょうか。 

ただ、親としては、「学習塾」や「英会話」など、子どもの成績や将来のことを考えた習い事も検討して

いるようです。子どもにとって、「学習塾」などが、楽しい場所や興味を持てる場所になったら「学習塾」

に通う子どもも増えるかもしれません。 

 

■らくらく連絡網 アプリ概要 

名称    ： らくらく連絡網アプリ 

販売料金  ： 無料(広告配信がない有料版もあり) 

対応機種  ： iPhone／Android 

公式サイト ： http://www.ra9.jp/ 

ダウンロード： https://ra9.jp/appinformation/store 

 

【株式会社イオレ 会社概要】 

社名  ： 株式会社イオレ 

本社  ： 〒108-0074 東京都港区高輪 3-5-23 KDX高輪台ビル 9F 

URL   ： http://www.eole.co.jp/ 

設立  ： 2001年 4月 25 日 

資本金 ： 3億 8,270万円 ※2017年 4月 1日現在 

代表者 ： 代表取締役社長 吉田 直人(よしだ・なおひと) 

従業員数： 71名 ※2017年 4月 1日現在 

事業内容： - PC・携帯電話・スマートフォン向けサービスの運営 

      - インターネット広告事業 

      - セールスプロモーション事業 

      - アドテクノロジー商品の開発・提供 

      - マーケティングに関するコンサルティング業務 

 

http://www.eole.co.jp/

