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＜調査概要＞

＜質問項目＞

第90回マチコミリサーチ

『新しい自分を発見！自分らしくなれる仕事について』

ドリームエリア株式会社は、無料の緊急連絡網ツール『マチコミメール』を利用している保護者の

方々を対象に、 『新しい自分を発見！自分らしくなれる仕事について』のアンケートを実施いたし

ました。

調査期間 2022年1月13日（木）～1月18日（火）

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 全国の幼稚園・保育園・小学校・学童・中学校・高校のマチコミメール会員

調査対象数 2,093,241名

有効回答数 20,277件

1 今年こそは新しいことにチャレンジしたいと思っていますか？

2 「仕事」も「プライベート」も昨年より充実させたいと思いますか？

3 今の仕事で不満な点を挙げるならどの項目になりますか？

4 仕事を変えて時間に余裕が生まれたら、どんな時間を増やしたいですか？

5 現在、お子さまの学習状況を把握できる時間は持てていますか？

6 できることならお子さまの学習にもっと関わりたいですか？

7 「子育て」「家庭」「プライベート」が充実できるなら転職も検討しますか？



質問1：今年こそは新しいことにチャレンジしたいと思っていますか？

質問2：「仕事」も「プライベート」も昨年より充実させたいと思いますか？
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コロナ禍による自粛・規制の影響もあり、今年は仕事もプライベートも充実させたいと考えて
いる方が多くいらっしゃいました。この二つの両立は簡単ではありませんが、仕事に不満があ
る場合はまずその不満を解決していくことが一年間を充実させる第一歩となるかもしれません。

9割近くの方が「思っている」「少し思う」と回答されました。新年を迎えると気持ちも新たに
色々とチャレンジしてみたいと考える方が多くいらっしゃるようです。初めてのことでもまず
はやってみることで新しい発見があるかもしれないですね。

思っている, 
48.84%

少し思う, 38.69%

思わない, 12.46%


グラフ1

		思う

		少しだけ充実させたい

		現状維持でよい

		思わない



「仕事」も「プライベート」も昨年より充実させたいと思いますか？

0.6554717167

0.2310499581

0.1033190314

0.0101592938



小中

		

				Q1		今年こそは新しいことにチャレンジしたいと思っていますか？

				思っている				48.84%

				少し思う				38.69%

				思わない				12.46%

				Q2		「仕事」も「プライベート」も昨年より充実させたいと思いますか？

				思う				65.55%

				少しだけ充実させたい				23.10%

				現状維持でよい				10.33%

				思わない				1.02%

				Q3		今の仕事で不満な点を挙げるならどの項目になりますか？

				子育て・家庭との両立が困難				14.52%

				給与が低い				33.58%

				やりがいがない				7.85%

				プライベートな時間がない				12.26%

				その他				31.79%

				Q4		仕事を変えて時間に余裕が生まれたら、どんな時間を増やしたいですか？

				お子さまに勉強を教える				5.33%

				お子さまと一緒に遊ぶ				15.15%

				自分の趣味の時間をもつ				33.42%

				ゆっくりと休む時間をもつ				21.31%

				家族団らんの時間をもつ				18.83%

				その他				5.96%

				Q5		現在、お子さまの学習状況を把握できる時間は持てていますか？

				十分持てている				9.59%

				ある程度持てている				36.88%

				少ないが持てている				35.33%

				余裕がないので持てない				18.19%

				Q6		できることならお子さまの学習にもっと関わりたいですか？

				もっと関わりたい				24.35%

				できるだけ関わりたい				66.97%

				関わりたくない				8.68%

				Q7		「子育て」「家庭」「プライベート」が充実できるなら転職も検討しますか？

				検討する				30.33%

				興味はある				42.35%

				検討しない				27.32%

				Q6		お子さまが現在、学校以外で取り組まれている学習手段はありますか？（未就学児） ミシュウガクジ

				学習塾				9.1%

				通信教育（紙教材）				15.3%

				通信教育（タブレット教材）				7.2%

				家庭教師				0.3%

				市販の問題・ドリルなど				27.9%

				特にない				40.3%

				Q8		2023年度までに、義務教育において生徒1人1台ずつ情報端末（タブレットやパソコン）の導入をすすめる予定です。あなたはこのことをご存知でしたか？

						知っていた		1,916		41.60%

						知らなかった		2,690		58.40%

						合計 ゴウケイ		4,606

				Q6		お子さまが現在、園や学校以外で取り組まれている学習手段はありますか？

						学習塾		409		9.08%

						通信教育（紙教材）		688		15.27%

						通信教育（タブレット教材）		324		7.19%

						家庭教師		13		0.29%

						市販の問題・ドリルなど		1,258		27.92%

						特にない		1,814		40.26%

						合計 ゴウケイ		4,506





小中

		



できることならお子さまの学習にもっと関わりたいですか？

わからない・
どちらとも言えない
5.4%



		



「仕事」も「プライベート」も昨年より充実させたいと思いますか？



		



今の仕事で不満な点を挙げるならどの項目になりますか？

1.2%



		



現在、お子さまの学習状況を把握できる時間は持てていますか？

1.2%



		



今年こそは新しいことにチャレンジしたいと思っていますか？



		



「仕事」も「プライベート」も昨年より充実させたいと思いますか？



		



Q1

Q2

Q3

仕事を変えて時間に余裕が生まれたら、どんな時間を増やしたいですか？

Q4

Q5

できることならお子さまの学習にもっと関わりたいですか？

41.8%

Q6

Q7

「子育て」「家庭」「プライベート」が充実できるなら転職も検討しますか？

Q6

お子さまが現在、学校以外で取り組まれている学習手段はありますか？（未就学児）

41.8%





質問3：今の仕事で不満な点を挙げるならどの項目になりますか？
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質問4：仕事を変えて時間に余裕が生まれたら、どんな時間を増やしたいですか？

「給与が低い」「子育て・家庭との両立が困難」の順に多い結果になりました。人生の大半の時間を費や
す仕事。できることなら仕事の不満点を解消して充実した生活を送りたいところですね。

「自分の趣味の時間をもつ」と回答された方が最も多い結果となりました。日々の忙しい生活の中で自
分の時間を確保すること・・・なかなか難しいですよね。ゆとりある生活を実現するためにも今の働き
方を見直してみてはいかがでしょうか。


グラフ1

		子育て・家庭との両立が困難

		給与が低い

		やりがいがない

		プライベートな時間がない

		その他



今の仕事で不満な点を挙げるならどの項目になりますか？

1.2%

0.1451891305

0.3358484983

0.0784632835

0.1225526459

0.3179464418



小中

		

				Q1		今年こそは新しいことにチャレンジしたいと思っていますか？

				思っている				48.84%

				少し思う				38.69%

				思わない				12.46%

				Q2		「仕事」も「プライベート」も昨年より充実させたいと思いますか？

				思う				65.55%

				少しだけ充実させたい				23.10%

				現状維持でよい				10.33%

				思わない				1.02%

				Q3		今の仕事で不満な点を挙げるならどの項目になりますか？

				子育て・家庭との両立が困難				14.52%

				給与が低い				33.58%

				やりがいがない				7.85%

				プライベートな時間がない				12.26%

				その他				31.79%

				Q4		仕事を変えて時間に余裕が生まれたら、どんな時間を増やしたいですか？

				お子さまに勉強を教える				5.33%

				お子さまと一緒に遊ぶ				15.15%

				自分の趣味の時間をもつ				33.42%

				ゆっくりと休む時間をもつ				21.31%

				家族団らんの時間をもつ				18.83%

				その他				5.96%

				Q5		現在、お子さまの学習状況を把握できる時間は持てていますか？

				十分持てている				9.59%

				ある程度持てている				36.88%

				少ないが持てている				35.33%

				余裕がないので持てない				18.19%

				Q6		できることならお子さまの学習にもっと関わりたいですか？

				もっと関わりたい				24.35%

				できるだけ関わりたい				66.97%

				関わりたくない				8.68%

				Q7		「子育て」「家庭」「プライベート」が充実できるなら転職も検討しますか？

				検討する				30.33%

				興味はある				42.35%

				検討しない				27.32%

				Q6		お子さまが現在、学校以外で取り組まれている学習手段はありますか？（未就学児） ミシュウガクジ

				学習塾				9.1%

				通信教育（紙教材）				15.3%

				通信教育（タブレット教材）				7.2%

				家庭教師				0.3%

				市販の問題・ドリルなど				27.9%

				特にない				40.3%

				Q8		2023年度までに、義務教育において生徒1人1台ずつ情報端末（タブレットやパソコン）の導入をすすめる予定です。あなたはこのことをご存知でしたか？

						知っていた		1,916		41.60%

						知らなかった		2,690		58.40%

						合計 ゴウケイ		4,606

				Q6		お子さまが現在、園や学校以外で取り組まれている学習手段はありますか？

						学習塾		409		9.08%

						通信教育（紙教材）		688		15.27%

						通信教育（タブレット教材）		324		7.19%

						家庭教師		13		0.29%

						市販の問題・ドリルなど		1,258		27.92%

						特にない		1,814		40.26%

						合計 ゴウケイ		4,506





小中

		



できることならお子さまの学習にもっと関わりたいですか？

わからない・
どちらとも言えない
5.4%



		



「仕事」も「プライベート」も昨年より充実させたいと思いますか？



		



今の仕事で不満な点を挙げるならどの項目になりますか？

1.2%



		



現在、お子さまの学習状況を把握できる時間は持てていますか？

1.2%



		



今年こそは新しいことにチャレンジしたいと思っていますか？



		



「仕事」も「プライベート」も昨年より充実させたいと思いますか？



		



Q1

Q2

Q3

仕事を変えて時間に余裕が生まれたら、どんな時間を増やしたいですか？

Q4

Q5

できることならお子さまの学習にもっと関わりたいですか？

41.8%

Q6

Q7

「子育て」「家庭」「プライベート」が充実できるなら転職も検討しますか？

Q6

お子さまが現在、学校以外で取り組まれている学習手段はありますか？（未就学児）

41.8%




グラフ1

		お子さまに勉強を教える

		お子さまと一緒に遊ぶ

		自分の趣味の時間をもつ

		ゆっくりと休む時間をもつ

		家族団らんの時間をもつ

		その他



仕事を変えて時間に余裕が生まれたら、どんな時間を増やしたいですか？

0.0533116339

0.1515017014

0.3341717217

0.2131479016

0.1882921537

0.0595748878



小中

		

				Q1		今年こそは新しいことにチャレンジしたいと思っていますか？

				思っている				48.84%

				少し思う				38.69%

				思わない				12.46%

				Q2		「仕事」も「プライベート」も昨年より充実させたいと思いますか？

				思う				65.55%

				少しだけ充実させたい				23.10%

				現状維持でよい				10.33%

				思わない				1.02%

				Q3		今の仕事で不満な点を挙げるならどの項目になりますか？

				子育て・家庭との両立が困難				14.52%

				給与が低い				33.58%

				やりがいがない				7.85%

				プライベートな時間がない				12.26%

				その他				31.79%

				Q4		仕事を変えて時間に余裕が生まれたら、どんな時間を増やしたいですか？

				お子さまに勉強を教える				5.33%

				お子さまと一緒に遊ぶ				15.15%

				自分の趣味の時間をもつ				33.42%

				ゆっくりと休む時間をもつ				21.31%

				家族団らんの時間をもつ				18.83%

				その他				5.96%

				Q5		現在、お子さまの学習状況を把握できる時間は持てていますか？

				十分持てている				9.59%

				ある程度持てている				36.88%

				少ないが持てている				35.33%

				余裕がないので持てない				18.19%

				Q6		できることならお子さまの学習にもっと関わりたいですか？

				もっと関わりたい				24.35%

				できるだけ関わりたい				66.97%

				関わりたくない				8.68%

				Q7		「子育て」「家庭」「プライベート」が充実できるなら転職も検討しますか？

				検討する				30.33%

				興味はある				42.35%

				検討しない				27.32%

				Q6		お子さまが現在、学校以外で取り組まれている学習手段はありますか？（未就学児） ミシュウガクジ

				学習塾				9.1%

				通信教育（紙教材）				15.3%

				通信教育（タブレット教材）				7.2%

				家庭教師				0.3%

				市販の問題・ドリルなど				27.9%

				特にない				40.3%

				Q8		2023年度までに、義務教育において生徒1人1台ずつ情報端末（タブレットやパソコン）の導入をすすめる予定です。あなたはこのことをご存知でしたか？

						知っていた		1,916		41.60%

						知らなかった		2,690		58.40%

						合計 ゴウケイ		4,606

				Q6		お子さまが現在、園や学校以外で取り組まれている学習手段はありますか？

						学習塾		409		9.08%

						通信教育（紙教材）		688		15.27%

						通信教育（タブレット教材）		324		7.19%

						家庭教師		13		0.29%

						市販の問題・ドリルなど		1,258		27.92%

						特にない		1,814		40.26%

						合計 ゴウケイ		4,506





小中

		



できることならお子さまの学習にもっと関わりたいですか？

わからない・
どちらとも言えない
5.4%



		



「仕事」も「プライベート」も昨年より充実させたいと思いますか？



		



今の仕事で不満な点を挙げるならどの項目になりますか？

1.2%



		



現在、お子さまの学習状況を把握できる時間は持てていますか？

1.2%



		



今年こそは新しいことにチャレンジしたいと思っていますか？



		



「仕事」も「プライベート」も昨年より充実させたいと思いますか？



		



Q1

Q2

Q3

仕事を変えて時間に余裕が生まれたら、どんな時間を増やしたいですか？

Q4

Q5

できることならお子さまの学習にもっと関わりたいですか？

41.8%

Q6

Q7

「子育て」「家庭」「プライベート」が充実できるなら転職も検討しますか？

Q6

お子さまが現在、学校以外で取り組まれている学習手段はありますか？（未就学児）

41.8%
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質問5：現在、お子さまの学習状況を把握できる時間は持てていますか？

「十分持てている」「ある程度持てている」「少ないが持てている」を合わせると8割を超える結果と
なりました。多くの方が忙しい日々の中で工夫しながらお子さまの学習状況の把握に努められているよ
うです。

質問6：できることならお子さまの学習にもっと関わりたいですか？

9割を超える方がお子さまの学習に「もっと関わりたい」「できるだけ関わりたい」と回答されました。
得意・不得意な科目を把握したり、苦手な分野を一緒に克服したり、お子さまが勉強の楽しさを感じて
いけるようにしっかりサポートしていきたいですね。


グラフ1

		十分持てている

		ある程度持てている

		少ないが持てている

		余裕がないので持てない



現在、お子さまの学習状況を把握できる時間は持てていますか？

1.2%

0.0959214874

0.3688415446

0.3533067022

0.1819302658



小中

		

				Q1		今年こそは新しいことにチャレンジしたいと思っていますか？

				思っている				48.84%

				少し思う				38.69%

				思わない				12.46%

				Q2		「仕事」も「プライベート」も昨年より充実させたいと思いますか？

				思う				65.55%

				少しだけ充実させたい				23.10%

				現状維持でよい				10.33%

				思わない				1.02%

				Q3		今の仕事で不満な点を挙げるならどの項目になりますか？

				子育て・家庭との両立が困難				14.52%

				給与が低い				33.58%

				やりがいがない				7.85%

				プライベートな時間がない				12.26%

				その他				31.79%

				Q4		仕事を変えて時間に余裕が生まれたら、どんな時間を増やしたいですか？

				お子さまに勉強を教える				5.33%

				お子さまと一緒に遊ぶ				15.15%

				自分の趣味の時間をもつ				33.42%

				ゆっくりと休む時間をもつ				21.31%

				家族団らんの時間をもつ				18.83%

				その他				5.96%

				Q5		現在、お子さまの学習状況を把握できる時間は持てていますか？

				十分持てている				9.59%

				ある程度持てている				36.88%

				少ないが持てている				35.33%

				余裕がないので持てない				18.19%

				Q6		できることならお子さまの学習にもっと関わりたいですか？

				もっと関わりたい				24.35%

				できるだけ関わりたい				66.97%

				関わりたくない				8.68%

				Q7		「子育て」「家庭」「プライベート」が充実できるなら転職も検討しますか？

				検討する				30.33%

				興味はある				42.35%

				検討しない				27.32%

				Q6		お子さまが現在、学校以外で取り組まれている学習手段はありますか？（未就学児） ミシュウガクジ

				学習塾				9.1%

				通信教育（紙教材）				15.3%

				通信教育（タブレット教材）				7.2%

				家庭教師				0.3%

				市販の問題・ドリルなど				27.9%

				特にない				40.3%

				Q8		2023年度までに、義務教育において生徒1人1台ずつ情報端末（タブレットやパソコン）の導入をすすめる予定です。あなたはこのことをご存知でしたか？

						知っていた		1,916		41.60%

						知らなかった		2,690		58.40%

						合計 ゴウケイ		4,606

				Q6		お子さまが現在、園や学校以外で取り組まれている学習手段はありますか？

						学習塾		409		9.08%

						通信教育（紙教材）		688		15.27%

						通信教育（タブレット教材）		324		7.19%

						家庭教師		13		0.29%

						市販の問題・ドリルなど		1,258		27.92%

						特にない		1,814		40.26%

						合計 ゴウケイ		4,506





小中

		



できることならお子さまの学習にもっと関わりたいですか？
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質問7：「子育て」「家庭」「プライベート」が充実できるなら転職も検討しますか？

働き方にも様々な選択肢が増えた昨今、転職を「検討する」「興味はある」と回答された方が70%を超
える結果に。今の生活をさらに充実させるためにも新しい働き方にチャレンジしてみてはいかがでしょ
うか。
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まとめ

アンケートの結果から、「今年こそは充実した年にしたい」という前向きな考えをお持ちの方が多い傾向が
伺えました。

昨年はコロナ禍の影響で、帰省の自粛やイベントの活動制限が敷かれるなど、一昨年に続き我慢の年となり
ました。一方で在宅ワークをはじめとした新しい生活様式が定着した1年でもあり、自宅で過ごす時間が増
えたことによりお子さまの成長に向き合う時間や学習状況に関心を持たれた方も多いのではないでしょうか。

お子さまの成長は早いもの。「あっという間の大切な時間」も可能な限り有意義なものにしていきたいです
よね。働き方が多様化する現代社会において、お子さまと過ごす時間を確保するためにもご自身のワークス
タイルを変化させていく必要があるのかもしれません。

今の仕事に満足されている方もそうでない方も、仕事と家庭をより充実させるために新しい働き方にチャレ
ンジしてみてはいかがでしょうか。

今回のアンケートが、自分らしくなれる仕事について考えるきっかけとなりましたら幸いです。
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