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１１－３．何で

も相談コーナー

でご相談した内

容を簡単にお書

き下さい。

１１－４．何で

も相談コナーの

相談で満足され

ましたか？

１１－５．更に

相談したい方、

また改めて相談

したい方は、具

体的にお書き下

さい。

１２．何でも相

談コーナーをご

利用されなかっ

た方は理由をお

書き下さい。

１２－１．１２
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た方は、理由を

お書き下さい。

１３．感染

予防は万全

でしたか？

１３－２．感染予防でお気付

きの点、ご意見をお書き下さ

い。

１４．今回の相談会に関して

のご意見をお書き下さい。

１５．10月17

日にオンライ

ンｾﾐﾅｰを開催

致します。ご

参加されます

か？

１５－２．オンラインセミ

ナーについてのご意見とご質

問

１６．東京私塾協同組合をご存知でしたか？１６－２．東京私塾協同組合の塾について

１７．東京私塾協同組合、東

京私塾協同組合に加盟してい

る塾に対してのご意見がござ

いましたらお書き下さい。

江戸川区小松川 生徒本人 小５ ネットを見ていて 2人 1回目10:30～11:50 満足 時間がぴったりだった 2校 4校利用していない 有るのを知らなかった（知っていたら利用したかった） 万全だった 未定 知らなかった詳しく知りたい

荒川区 保護者 中３ 学校のチラシ 1人 1回目10:30～11:50 満足 志望校をほぼ網羅できたため 3校 7校利用していない 有るのを知らなかった（知っていたら利用したかった） 万全だった 参加する予定 知らなかった知りたくない

新宿区 保護者 中３ 学校のチラシ 2人 1回目10:30～11:50 やや満足
学校が捜し辛かった。ブース

にも学校の番号を書いて欲し 2校 2校利用していない 相談することがなかった 万全だった 参加する予定 知らなかった知りたくない

江東区 保護者 中２ 学校のチラシ 1人 1回目10:30～11:50 やや満足 雰囲気がわかった 1校 11校以上利用した
学校選びについ

ての悩み

まだ不十分なの

でもっと相談し
不十分だった 未定 知らなかった詳しく知りたい

板橋区 保護者 中３ 学校のチラシ 2人 1回目10:30～11:50 やや満足
都立高校の話も聞けた。

それほど混雑なくスムーズに

希望校のブースに行けた
3校 4校利用していない 時間がなかった 万全だった 参加する予定 知らなかった詳しく知りたい

小金井市 保護者 中２ 塾からのチラシ 2人 1回目10:30～11:50 満足
各校の先生から直接学校の様

子を伺うことができたので。 5校 6校利用していない 時間がなかった 万全だった

各校、熱心にご説明いただ

き、大変参考になりました。

コロナ禍でなかなか学校の情

報を得るのが難しいなかで、

大変よい機会でした。

参加する予定 知っていた詳しく知りたい

中野区 生徒本人 中３ 学校のチラシ 2人 1回目10:30～11:50 満足
親身になって相談に乗ってく

れたから。 1校 1校利用した
学校選びについ

ての悩み

学校選びについ

て
満足した

学校選びについ

て
万全だった

良かったのでこれからも続け

て欲しい。
参加する予定 知らなかった知りたくない

江東区 保護者 中２ 学校のチラシ 1人 2回目12:00～13:20 満足
午前の部が満席だったため、

次に早い回を選択しました。 3校 6校利用していない 時間がなかった 万全だった 参加しない 知らなかった知りたくない

対面型の合同相談会はとても

ありがたいです。コロナ禍の

中、開催いただきありがとう

ございました。

足立区 保護者 中３ 学校のチラシ 2人 1回目10:30～11:50 やや満足 午後から塾の為 3校 4校利用していない 時間がなかった 万全だった 未定 知らなかった知りたくない

練馬区 生徒本人 中３ 学校のチラシ 2人 3回目13:30～14:50 やや満足
行きやすい時間帯だったの

で。 2校 2校利用していない 有るのを知らなかった（知っていたら利用したかった） 万全だった 未定 知らなかった詳しく知りたい

府中市 保護者 中３ ネットを見ていて 1人 2回目12:00～13:20 満足
志望校について、詳細に話を

伺うことができました。 1校 1校利用していない 時間がなかった 万全だった 必ず参加する

理科、社会の出題傾向につい

て、また、昨年の出題範囲の

緩和が今年度の検査にどう影

響するか教えていただきたい

知らなかった知りたくない

江東区 生徒本人 中３ 学校のチラシ 2人 1回目10:30～11:50 やや満足
聞きたい高校の説明を聞くこ

とができた。 3校 3校利用していない 時間がなかった 万全だった 未定 知らなかった知りたくない

takakosu1021@gmail.com 保護者 小３ 組合のホームページ 2人 1回目10:30～11:50 満足
学校の先生からいろいろ伺う

事ができました 3校 6校利用していない 時間がなかった 万全だった 中で並ぶのが少し心配でした 未定 知らなかった知りたくない

江東区 保護者 中３ 学校のチラシ, 塾からのチラシ 1人 2回目12:00～13:20 やや満足 キャンセル待ち 4校 7校利用していない 万全だった 参加する予定 知らなかった知りたくない

東京都品川区 保護者 中２ ネットを見ていて 2人 1回目10:30～11:50 やや満足
直接学校の方に聞けて良かっ

たです 2校 2校利用していない 相談することがなかった 何を相談するか分からなかった 万全だった
最初の並ぶ所が密になりやす

かった
ありがとうございました 未定 知らなかった知りたくない

江東区 生徒本人 中２ 学校のチラシ 2人 2回目12:00～13:20 満足
コロナ禍でも学校の情報が得

られたから。 3校 3校利用していない 相談することがなかった 万全だった 特になし

個別相談できたのがとても良

かった。ただ、待っている人

の列が分かりづらく知らない

内に横入りになってしまった

ケースもあったので、列を整

理する人はその場から離れず

参加する予定
都立の自校作問題（日比谷や

戸山）について教えて欲しい 知らなかった知りたくない 特になし

板橋区 保護者 中３ 学校のチラシ, 塾からのチラシ 2人 3回目13:30～14:50 やや満足 思ったより密だったので。 1校 2校利用していない どうやって利用するのかわからなかった 不十分だった

仕方ないのかとは思います

が、地下ホールに会場入りす

る人たちの密の並びがとても

気になりました。

優先的に入れたので密並びに

ずーっと並ばなくて良かった

のが本当に助かりました。あ

りがとうございました。

参加する予定 知っていた詳しく知りたい

江戸川区 保護者 中２ 学校のチラシ 2人 3回目13:30～14:50 満足 都合の良い時間のため 2校 1校利用していない 万全だった 参加する予定 知らなかった詳しく知りたい

東京都 保護者 中２ 学校のチラシ 1人 3回目13:30～14:50 満足
聞きたい学校の説明をすべて

聞くことができた。人数制限

も適切でした。
4校 5校利用していない 時間がなかった 万全だった 必ず参加する 知らなかった詳しく知りたい

江東区 保護者 中３ 学校のチラシ 1人 1回目10:30～11:50 やや満足

会場内の学校の配置図を事前

にチャックできれば、入口付

近の立ち止り等を防げ、効率

的に動けたのかも知れないで

3校 3校利用していない 時間がなかった 万全だった 参加する予定 知らなかった知りたくない

府中市 保護者 中１ 学校のチラシ 2人 3回目13:30～14:50 やや満足

目当ての学校についてはよく

話を聞けましたが、なんとな

く探すというのは難しいよう

に感じました。

3校 4校利用していない 相談することがなかった 万全だった

各学校のブースが、もう少し

学校の特色を表すような工夫

がされているとよかったで

す。（ポスターが貼ってある

参加しない 知らなかった知りたくない

東京都台東区 保護者 中３ 学校のチラシ 1人 3回目13:30～14:50 満足
相談したい高校全ての話を聞

けたから。 4校 4校利用していない 時間がなかった 万全だった 参加しない 知らなかった知りたくない

府中市 生徒本人 中３ 学校のチラシ 2人 1回目10:30～11:50 満足
気にしていた学校のお話が聞

けたから 2校 3校利用していない 相談することがなかった 万全だった 未定 知らなかった知りたくない

埼玉県戸田市 保護者 中２ ネットを見ていて 1人 2回目12:00～13:20 やや満足

資料等、ありがとうございま

した。

参考にさせていただきます。

はじめ、会場がわかりづらく

て、位置関係を把握するのに

手間取ってしまった。

ブースに入れたところは話は

しやすかったです。

なん組並んでいるのか把握し

にくいところもあった。最後

に回りたいと思ってたところ

が、思っていたよりたくさん

の方がいたようで、ブースに

3校 4校利用していない どうやって利用するのかわからなかった 万全だった 未定 知らなかった知りたくない

このような機会をありがとう

ございました。

うちは埼玉なので、東京都の

塾に通うのは現実的ではない

のですが、小さな塾でも発信

力はものすごい大切だと思い

ました。

埼玉では聞かないので。

板橋区 生徒本人 中３ 学校のチラシ 2人 3回目13:30～14:50 満足
志望校の先生に相談できたた

め 2校 4校利用していない 相談することがなかった 万全だった 参加しない 知らなかった知りたくない

荒川区 保護者 中３ 学校のチラシ 1人 3回目13:30～14:50 満足
コロナで見学できなかった学

校に相談できた 5校 3校利用していない 相談することがなかった 万全だった 必ず参加する 知らなかった知りたくない

北区 保護者 中２ 学校のチラシ 2人 2回目12:00～13:20 満足
1回目の回の予約が取れず2回

目の回の予約が取れた為 3校 3校利用していない 時間がなかった 万全だった

質問に丁寧に答えて頂き良

かったです。

子供も、参加して良かった、

と言っていました。

参加する予定 知らなかった詳しく知りたい

江戸川区 保護者 中２ 学校のチラシ 2人 1回目10:30～11:50 少し不満
1回目に参加しましたが、パン

フレットがなくなってしまっ

た学校があったのは残念でし
1校 11校以上利用していない 時間がなかった 万全だった 参加する予定 知っていた知りたくない
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小金井市 保護者 中３ 学校のチラシ 1人 2回目12:00～13:20 満足

会場も早く長い時間待つこと

なく各学校説明をうけれた。

スタッフの対応で予備席で説

明を受けることができた。

3校 4校利用していない

熊切優太　中3 男

東京都小金井市

連絡先

mami.kumagiri@

gmail.com

相談内容　国立

高等専門学校

（地方）を第一

希望です。合格

発表が3／3。都

立高校一般入試

との併願は可能

ですか？

また可能な場

合、都立合格発

表が3／1です

が、国立高専の

合格発表日3／3

時間がなかった 万全だった 参加する予定 知っていた詳しく知りたい

東京都小平市 保護者 中２ 学校のチラシ 2人 3回目13:30～14:50 やや満足 時間制限があったから 4校 6校利用していない 相談することがなかった 万全だった 参加しない 知らなかった知りたくない

葛飾区 生徒本人 中３ 学校のチラシ 2人 3回目13:30～14:50 満足
沢山教えて頂いたので満足し

ました。 3校 3校利用していない どうやって利用するのかわからなかった 万全だった 参加しない 知らなかった詳しく知りたい

北区 保護者 中２ 学校のチラシ 2人 1回目10:30～11:50 やや満足
人がすごく多くて、入場に並

んだので。 2校 4校利用していない 相談することがなかった 万全だった

入場に並んでいる間、前後の

間隔が狭かったのと、並んで

いる間みんなおしゃべりをし

ていたのが気になりました。

特に会場脇の通路が狭かった

人が多くてびっくりしました

が、生の情報が聞けてとても

よかったです。

参加する予定 知らなかった詳しく知りたい

杉並区 保護者 中３ 学校のチラシ 2人 2回目12:00～13:20 満足
話を聞きたい学校からすぐに

聞くことが出来たため。 1校 1校利用していない 相談することがなかった 万全だった
できる対策はされていました

が、入場時の混雑が気になり
参加する予定 知らなかった知りたくない

東京 保護者 中２ 学校のチラシ 2人 2回目12:00～13:20 やや満足
昼ごはんを終わってから取り

たかったので 1校 8校利用していない 万全だった 参加しない 知らなかった知りたくない

世田谷区 生徒本人 中２ 学校のチラシ 2人 4回目15:00～16:20 満足
感染対策がしっかりとされて

いたから。 5校 5校利用していない どうやって利用するのかわからなかった 万全だった 未定 知らなかった知りたくない

練馬区 保護者 中３ 学校のチラシ 2人 4回目15:00～16:20 満足 午前中に用事があったため 4校 6校利用していない 相談することがなかった 万全だった 未定 知っていた知りたくない

渋谷区 保護者 中３ 学校のチラシ 2人 2回目12:00～13:20 やや満足 時間が限られているから 4校 5校利用していない 時間がなかった 万全だった 参加する予定 知らなかった詳しく知りたい

三鷹市 保護者 中３ 学校のチラシ 2人 3回目13:30～14:50 やや満足 少し慌ただしかった 4校 8校利用していない 時間がなかった 万全だった
相談者が変わるたびに除菌す

る学校と、しない学校があっ 未定 知らなかった詳しく知りたい

大田区 保護者 中２ 学校のチラシ 2人 2回目12:00～13:20 やや満足
待ち時間があり、目的校が回

りきれなかった。 3校 4校利用していない 時間がなかった 並んでいる時間が長かったため。 万全だった 参加する予定 知らなかった詳しく知りたい

杉並区堀ノ内 生徒本人 中３ 学校のチラシ 2人 3回目13:30～14:50 満足
第1志望校の先生としっかりと

お話ができた 5校 8校利用していない 相談することがなかった 万全だった
広い会場でしたが少し密な感

じがありました 未定 知らなかった詳しく知りたい

練馬区 保護者 中２ 塾からのチラシ 2人 1回目10:30～11:50 満足
希望の学校の先生に聞きたい

ことが聞けたから 2校 2校利用していない 有るのを知らなかった（知っていたら利用したかった） 万全だった
どこに並んで良いか分かりに

くかった。
参加する予定 知っていた知りたくない

中央区 保護者 中３ 学校のチラシ 2人 2回目12:00～13:20 満足
質問したい学校に全て質問で

きたので 4校 4校利用していない 相談することがなかった 万全だった 参加する予定 知らなかった知りたくない

品川区 保護者 中２ 学校のチラシ 2人 2回目12:00～13:20 満足
直接学校の教職員の方からお

話を伺えた。 4校 10校利用していない 時間がなかった 万全だった
たくさんの高校のお話を一度

に伺えたので子どもが満足し

ています。

参加する予定 知らなかった知りたくない
よい機会をありがとうござい

ました。

渋谷区 生徒本人 中３ 学校のチラシ 2人 1回目10:30～11:50 満足
たくさんのパンフレットが

あったから。 1校 11校以上利用していない 時間がなかった 不十分だった
一部の場所で密になっていた

から。 未定 知っていた知りたくない

足立区 保護者 中２ 学校のチラシ 2人 2回目12:00～13:20 満足 なんでも相談が親切だった 2校 3校利用した その他
英語と数学の勉

強方法について
満足した 万全だった

出入り口がひとつしかなく、

廊下で相談会をしてるところ

には、待機列からはずれて

行ってもいいのか分からな

参加する予定 知らなかった詳しく知りたい

東京都 保護者 中３ 学校のチラシ 2人 4回目15:00～16:20 やや満足
午前中からお昼過ぎにかけて

習い事があり、４回目しか都

合が合わなかった為
3校 5校利用していない 有るのを知らなかった（知っていたら利用したかった） 不十分だった

ブースの間隔が狭すぎたよう

に感じました
参加する予定 知らなかった知りたくない

足立区 保護者 中３ 学校のチラシ 2人 3回目13:30～14:50 満足
希望高校のお話を、聞けたか

ら。 5校 9校利用していない 有るのを知らなかった（知っていたら利用したかった） 万全だった 参加しない 知らなかった知りたくない

東京都 保護者 中２ 学校のチラシ 2人 3回目13:30～14:50 やや満足
対面でゆっくり話せて良かっ

たが、混んでいて、あまりま

われなかった。
4校 4校利用していない 時間がなかった 万全だった

じっくり話を聞けた反面、待

ち時間がかなり長かった点が

残念。

参加する予定

今のうちから毎日取り組んだ

方がいいことがあったら、聞

きたい。
知らなかった知りたくない

江戸川区 保護者 中２ 学校のチラシ 2人 3回目13:30～14:50 満足

第一志望の学校にて、知りた

いことが質問ができ、満足の

いく回答と言葉をいただけま

した。

4校 5校利用していない 時間がなかった 万全だった

面談が終わる度に 除菌シート

で机や椅子を拭いてくれて、

安心してお話がきけました。

ただ 参加の保護者の中には、

マスクをわざわざ外して咳払

いや 大きな声で我が子を呼ぶ

方もいて、そこは気持ちよく

なかったです。

本人の志望高校が参加してお

り、お話も聞けて満足してお

ります。

質問の多いであろう学校が 一

番端にあることも、ブースの

後ろで並ぶことなく、壁に

沿って待つことができ、あり

がたかったです。

ただ 学校の特色ばかりを一方

的に説明し、本人が知りたい

参加する予定

現在中２です。参考のために

勉強法についてお話をききた

いです。

来年の受験に向けてがメイン

だと思いますが、再来年の受

験に対するモチベーションが

維持できるようなお話もあれ

ば うれしく思います。

知らなかった詳しく知りたい

東京都 保護者 中３ 学校のチラシ, ネットを見ていて 2人 2回目12:00～13:20 少し不満
腕にシールを貼るのが剥がれ

て嫌だった 4校 4校利用していない どうやって利用するのかわからなかった 時間が足りない 不十分だった 詰めて並べと言われたこと
シールがすぐ剥がれて並んで

いたのに後回しにされ不愉快
参加する予定 知らなかった詳しく知りたい

練馬区 保護者 中２ 学校のチラシ 2人 4回目15:00～16:20 満足

おそらく7の回答理由と判断し

て。

コロナ禍、中2が参加できる相

談会が少なく、予約も取りに

くいことから、参加できて満

4校 6校利用していない 時間がなかった 万全だった 未定 知っていた詳しく知りたい

文京区 保護者 中２ 学校のチラシ 2人 1回目10:30～11:50 満足 一番早かったので 2校 2校利用していない 時間がなかった 万全だった 参加する予定 知らなかった詳しく知りたい

世田谷区 保護者 中３ 学校のチラシ 2人 4回目15:00～16:20 やや満足 やはり時間が短かったです 4校 4校利用していない 時間がなかった 各校の説明を聞いていて時間が終わった 万全だった

娘がアニメーションやデジタ

ルアートに関心があります

が、そういう創作活動を後押

しするような美大系以外の私

立高校はないのでしょう。そ

れを相談ブースで聞きたかっ

たのですが時間がありません

未定 知らなかった詳しく知りたい

練馬区 保護者 中３ 学校のチラシ 2人 4回目15:00～16:20 やや満足
80分で3校しか相談できなかっ

たため。（最後の1校は、時間

なく5分程度）
3校 3校利用していない 時間がなかった 不十分だった

相談者ごとにテーブルを除菌

している学校もあれば、そう

でない学校もあった。

コロナ禍で説明会が中止にな

るなど、予約が取りにくい

中、こういった相談会に参加

できたことはとてもよかっ

た。子どもの意識も変わった

参加しない 知らなかった知りたくない
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予防は万全

でしたか？

１３－２．感染予防でお気付

きの点、ご意見をお書き下さ

い。

１４．今回の相談会に関して

のご意見をお書き下さい。

１５．10月17

日にオンライ

ンｾﾐﾅｰを開催

致します。ご

参加されます

か？

１５－２．オンラインセミ

ナーについてのご意見とご質

問

１６．東京私塾協同組合をご存知でしたか？１６－２．東京私塾協同組合の塾について

１７．東京私塾協同組合、東

京私塾協同組合に加盟してい

る塾に対してのご意見がござ

いましたらお書き下さい。

荒川区 保護者 中２ 学校のチラシ 2人 2回目12:00～13:20 やや満足
娘の気持ちがまだ受験に向い

ておらず、早く帰りたがり、

一校しか相談できなかった。
1校 3校利用していない 時間がなかった 万全だった

コロナ禍で、中3生以外は学校

説明会に参加できないため、

今回の相談会はとても良かっ

たです。また、このような会

があったら参加したいです。

参加する予定 知らなかった詳しく知りたい

中野区 保護者 中３ 学校のチラシ 2人 4回目15:00～16:20 やや満足 複数校の相談ができたため 4校 4校利用していない どうやって利用するのかわからなかった 万全だった 参加する予定 知らなかった詳しく知りたい

荒川区 保護者 中３ 学校のチラシ 2人 3回目13:30～14:50 満足
お話を伺いたいと思っていた

学校全て聞けたので。 5校 7校利用していない 時間がなかった 塾の時間が迫っていたので。 万全だった
各校にもアルコールが置いて

あったらより安心でした。

以前参加した相談会より、時

間が長かったので満足のいく

校数をまわれて良かったで

参加しない 知らなかった知りたくない

東京都練馬区 保護者 中３ 学校のチラシ 2人 2回目12:00～13:20 やや満足
最後並んだ学校はお話聞けず

でした。 4校 5校利用していない 有るのを知らなかった（知っていたら利用したかった） 万全だった 未定 知らなかった詳しく知りたい

武蔵野市 保護者 中２ 学校のチラシ 2人 4回目15:00～16:20 満足
色々な学校の特徴を知ること

ができた。 8校 10校利用していない 時間がなかった 万全だった 参加しない 知らなかった知りたくない

世田谷区 保護者 中３ 塾からのチラシ 1人 2回目12:00～13:20 やや満足
聞きたい学校が混んでいたか

ら。 4校 4校利用していない 万全だった 必ず参加する 知らなかった知りたくない

杉並区 保護者 中２ 学校のチラシ 1人 3回目13:30～14:50 やや満足
聞きたい高校はまわれたが、

時間が少なかった 3校 7校利用していない 時間がなかった 万全だった
仕方ないことだったが、時間

が足りなかった。 未定 知らなかった詳しく知りたい

北区 生徒本人 中３ 学校のチラシ 2人 2回目12:00～13:20 やや満足 母が決めたから。 4校 6校利用していない 万全だった 未定 知らなかった詳しく知りたい

東京都北区 保護者 中３ 学校のチラシ 2人 2回目12:00～13:20 やや満足
お話を聞きたかったが、時間

がなかったので少し残念でし 3校 6校利用していない 時間がなかった 万全だった
ちょっと時間が足りなかった

気がします… 未定 知っていた詳しく知りたい

文京区 保護者 中２ 知人から聞いて 1人 2回目12:00～13:20 満足
とりやすい時間帯かと予想し

て 1校 2校利用した その他
評定の事につい

て
満足した 万全だった

消毒、検温、十分に対策され

てたと思います、時間帯と人

数制限もあったので。

都立高校の相談会は初めてで

した、学校説明会、文化祭と

イベントには何も参加できて

いなかったので今回こちらの

参加できて質問できた高校も

細やかに説明していただけて

参加する予定 塾選び、内申点のとり方 知らなかった詳しく知りたい
なんでも相談会でお世話にな

りました。

練馬区 保護者 中２ 学校のチラシ 2人 4回目15:00～16:20 満足
いろんな学校があって、それ

ぞれ詳しく話を聞くことがで

きた。比較もしやすい。
3校 3校利用していない 時間がなかった 万全だった

今回初めての参加でした。例

年の半分の人数とのことでし

たが人気のある学校は待たな

きゃいけなかったし、これよ

り人数多いと話もそんなに聞

けないなっと思った。今回く

らいの人数でまたやってほし

未定 知らなかった知りたくない

足立区 保護者 中３ 学校のチラシ 2人 2回目12:00～13:20 やや満足
希望の高校の参加がなかった

のと思ったよりも相談ができ

ませんでした。
3校 5校利用した

受験についての

悩み, 学校選びに

ついての悩み

志望校が決まら

ない事。受験勉

強の目安。

満足した 万全だった

会場が狭いと思いました。各

校に並ばれる方の並び方等も

考えられた方が良かったので

はないかと思いました。(券を

配って順番にするとか)意外と

この時期に開催して頂き助か

りました。もう少し参加校が

多いとよかったと思います。
未定 知らなかった詳しく知りたい

江東区 保護者 中２ 学校のチラシ 2人 1回目10:30～11:50 満足
時間に余裕を持って相談する

事が出来たから 3校 3校利用していない 時間がなかった 万全だった 参加する予定 知らなかった詳しく知りたい

北区 保護者 中２ 塾からのチラシ 2人 2回目12:00～13:20 やや満足

前の人が長く相談していて時

間が足りなくなったので、ス

トップウォッチなどで時間に

なったら強制終了するような

仕組みがあると良い。もしく

は、もう少し相談時間を増や

3校 11校以上利用した
学校選びについ

ての悩み

中学受験のメリ

デメについて
満足した 万全だった 参加する予定 知らなかった詳しく知りたい

江東区 保護者 中２ 学校のチラシ 2人 4回目15:00～16:20 やや満足
参加校は多いが、志望校の参

加が少なかったから。 1校 2校利用していない その他 どの程度の相談が出来るかわからなかった。 万全だった

以前他の団体主催の合同説明

会に参加して不満が多かった

ので、今回は期待をしてな

かったが、当日の段取りやス

タッフの声かけや事前のメー

ルでの連絡など、とても良

必ず参加する
中2なので来年度は関係ない

が、体験の為に参加します。 知っていた詳しく知りたい

江戸川区 保護者 中２ 学校のチラシ 2人 2回目12:00～13:20 満足 余裕を持って見れた 3校 7校利用していない 万全だった 参加する予定 知らなかった詳しく知りたい

練馬区 保護者 中３ 学校のチラシ 2人 4回目15:00～16:20 少し不満

学校に番号があるのに、説明

会の高校の上に番号かなく、

ブースをとても見つけにく

かった。ウロウロ探している

うちに時間をとられてかなり

待つ羽目になりました。

待つ順番も立って待たなくて

はならず、隣のブースの待機

と間違えられたり。整理番号

を渡してもらえれば待機場所

で待っていれば

最後の回なのに、スタッフの

手際が悪く、段取り不足で、

入場の際ああでもないこうで

4校 4校利用していない 時間がなかった 万全だった

もう少し分かりやすい配置に

してもらいたかったです。都

立で纏める、私立でまとめる

など。

必ず参加する 特になし 知らなかった知りたくない

練馬区 保護者 中１ ネットを見ていて 2人 1回目10:30～11:50 満足
都立も私立も同時に色々な学

校の情報が得られるため。 3校 6校利用していない 相談することがなかった 万全だった 未定 知らなかった詳しく知りたい

板橋区 保護者 中２ 知人から聞いて 2人 1回目10:30～11:50 満足
早い時間帯に相談させて頂い

て、その後すぐ娘と受験の話

しをしたかったから。
3校 5校利用していない 時間がなかった 不十分だった

もう少しだけブース毎及び、

通路のスペースを確保できて

いたらより良かったのではな

いかと思います

初めての参加かつ、娘は今年

受験生ではない中学２年生な

のにも関わらず立ち寄らせて

頂いた学校の方はどなたも学

校の事だけでなく、志望校の

選び方、入試のシステムなど

とても丁寧に説明して下さい

ました。

参加して、本当によかったと

思います。

未定 知らなかった詳しく知りたい

東京都中野区 保護者 中３ 知人から聞いて 2人 3回目13:30～14:50 やや満足
興味を持っている学校が参加

されていなかったので。 6校 6校利用していない 時間がなかった 万全だった 参加する予定 知らなかった知りたくない

中野区 生徒本人 中３ 学校のチラシ 2人 3回目13:30～14:50 満足 知りたいことが知れたから。 6校 6校利用していない 相談することがなかった 万全だった 未定 知らなかった知りたくない

小平市 保護者 中２ 学校のチラシ 2人 4回目15:00～16:20 やや満足 時間が足りなかった為。 3校 3校利用していない 時間がなかった 万全だった
ビルの入口はすぐにわかった

が、地下の会場に入るまでが

わかりにくかった。
未定 知らなかった知りたくない

足立区 保護者 小３ 塾の先生から聞いて 2人 3回目13:30～14:50 その他

先生方といろいろお話でき、

とても参考になったが、今回

初めて参加したため、ウロウ

ロしてしまった。壁際で待機

して、席が空いたらすかさず

移動した方が良かったと反省

5校 6校利用していない 有るのを知らなかった（知っていたら利用したかった） 万全だった

家から近い学校をピックアッ

プして望んだが、その学校の

先生方とすべてお話を聞くこ

とができ、良かった。

参加しない 知っていた詳しく知りたい

板橋区 保護者 小５ 塾からのチラシ 2人 1回目10:30～11:50 やや満足
行きたいと思っていた学校に

行けなかったので。↓ 5校 5校利用していない 時間がなかった 万全だった
今回参加していなかった学校

にも話しを聞きたいと思いま
参加する予定 知っていた詳しく知りたい
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１３－２．感染予防でお気付

きの点、ご意見をお書き下さ

い。

１４．今回の相談会に関して

のご意見をお書き下さい。

１５．10月17

日にオンライ

ンｾﾐﾅｰを開催

致します。ご

参加されます

か？

１５－２．オンラインセミ

ナーについてのご意見とご質

問

１６．東京私塾協同組合をご存知でしたか？１６－２．東京私塾協同組合の塾について

１７．東京私塾協同組合、東

京私塾協同組合に加盟してい

る塾に対してのご意見がござ

いましたらお書き下さい。

三鷹市 保護者 中３ 塾からのチラシ 2人 2回目12:00～13:20 やや満足
気になっている学校と相談で

きたから 4校 4校利用していない 時間がなかった 万全だった
各ブースの表示が低く、人で

隠れてしまい見つけにくい

かったように思いました。

参加する予定 知らなかった詳しく知りたい

練馬区 保護者 中３ 知人から聞いて 2人 2回目12:00～13:20 満足
一回目は、申し込み時になか

なか予約が取れないときいた 5校 5校利用していない どうやって利用するのかわからなかった 不十分だった
会場内でも、アルコール消毒

が設置してあると良いと思い
参加する予定 知らなかった知りたくない

練馬区 保護者 中３ 学校のチラシ 2人 2回目12:00～13:20 満足
希望する学校への相談が全て

聞けた。 4校 4校利用していない 時間がなかった 万全だった

１つの学校への相談を10分以

内でと言われていたが、うち

よりも前に相談していた方が

たくさんの人が並んで待って

いたにもかかわらず、20分近

くも相談されていたので、で

きれば係の方から一言、時間

がオーバーしていることを声

参加する予定 知っていた知りたくない

東京都北区 保護者 中３ 学校のチラシ 2人 3回目13:30～14:50 やや満足 時間が足りなかった 3校 4校利用していない 時間がなかった 万全だった 必ず参加する 知らなかった詳しく知りたい

東京都板橋区 保護者 中３ 学校のチラシ 2人 4回目15:00～16:20 満足
他の時間帯は予約がいっぱい

でしたが、大変満足していま 3校 3校利用していない 時間がなかった 万全だった 参加する予定 知らなかった詳しく知りたい

江東区 保護者 中３ 学校のチラシ 2人 1回目10:30～11:50 やや満足 場所が駅から遠い 2校 2校利用していない 相談することがなかった 万全だった

感染対策がしっかり取られて

の実施だったのは良かった。

人数制限のおかげで、待たず

に相談できた。

参加する予定 知らなかった知りたくない

狛江市 保護者 中２ 学校のチラシ 2人 4回目15:00～16:20 満足

初めての受験相談会で戸惑い

がありましたが、スタッフや

ブースの先生方が丁寧に対応

してくれたから

2校 5校利用していない 時間がなかった 万全だった 未定 知らなかった詳しく知りたい

練馬区 保護者 中２ 学校のチラシ 2人 3回目13:30～14:50 満足
検討している学校に、直接お

花木を伺うことができたから 2校 11校以上利用していない 相談することがなかった 不十分だった

出口に消毒がなかった気がす

るので、あればよかった。待

機列が長く、間隔があまり取

れなかった。

検討している学校の様子が伺

えて、絞り込みに役立った。
参加する予定

学習方法と、どの程度の習熟

度があれば良いか。

また過去問などの活用法や変

わってきている点の紹介

知っていた知りたくない

世田谷区 保護者 中３ その他 2人 1回目10:30～11:50 満足
各学校の予約がなかなか取れ

ないため 2校 3校利用していない 相談することがなかった 万全だった 必ず参加する
都立推薦の対策について（小

論文等） 知っていた詳しく知りたい

東京都大田区 保護者 中３ 学校のチラシ 2人 2回目12:00～13:20 やや満足
6:1回目が満員だった

7:当日参加された学校をもっと

分かりやすくしてほしかった
3校 5校利用していない 相談することがなかった 万全だった 未定 知らなかった知りたくない

東京都足立区 保護者 中２ 学校のチラシ 2人 4回目15:00～16:20 やや満足

１回目が良かったけれど、無

理だったので。

違うアカウントでもとり、双

子なので４人で行きました。

4校 6校利用していない

我妻大翔　我妻

蒼太　中学２年

男子双子
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hiro2-

sou19.hauoli501

6@docomo.ne.jp

学校選びに悩ん

でいます。

時間がなかった 万全だった

刺激の為に参加しましたが、

高校の関係者から直接質問が

でき、良かったです。

１人５分から10分の話が長い

所もあり、列が長くなってい

るところは、考えていただき

たかったです。

未定 知らなかった詳しく知りたい

八王子市 保護者 中３ 学校のチラシ 1人 3回目13:30～14:50 やや満足
子供が模試で同行できなかっ

たため。 1校 2校利用していない 時間がなかった 万全だった 参加する予定 知らなかった詳しく知りたい

台東区 保護者 中３ 塾からのチラシ 1人 3回目13:30～14:50 やや満足
完全入替で密にならずよかっ

たが都立の参加校が少なく残 1校 5校利用していない 時間がなかった 万全だった 参加する予定 知らなかった詳しく知りたい

中野区 保護者 中２ 塾からのチラシ 2人 2回目12:00～13:20 やや満足 都合のいい時間の為 3校 5校利用していない 時間がなかった 万全だった 参加する予定 知らなかった詳しく知りたい

東京都 保護者 中２ 学校のチラシ 2人 2回目12:00～13:20 満足
希望していた学校の先生と直

接お話ができたので。 2校 2校利用していない 相談することがなかった 万全だった

それぞれの学校に伺わずとも

お話が聞けたのは大変ありが

たかったです。一つ気になっ

たことは、他の方が先にお話

を聞いている場合、そばで

待っていて良いのか、お話を

聞かないように離れた所で

待っていた方が良いのか、そ

の判断に困りました。何か

ルールのようなものがあれば

参加する予定 知らなかった詳しく知りたい

東京都江東区 保護者 中２ 学校のチラシ 2人 2回目12:00～13:20 やや満足
その時間帯にしか予約出来な

かった 3校 3校利用していない 時間がなかった 万全だった 未定 知らなかった詳しく知りたい

葛飾区 保護者 中３ 学校のチラシ 1人 1回目10:30～11:50 満足
相談したい学校に、待たずに

沢山お話できたから 2校 3校利用していない どうやって利用するのかわからなかった 万全だった
人数制限もうけて入れ替え制

で行ったことがよかったで
参加する予定 知っていた詳しく知りたい

練馬区 保護者 中３ 学校のチラシ 2人 4回目15:00～16:20 やや満足 時間が短かった 3校 5校利用していない 時間がなかった 万全だった
学校によってだいぶ待ち時間

があり、相談できなかった学

校もあった
未定 知らなかった詳しく知りたい

小金井市 保護者 中３ 学校のチラシ 1人 2回目12:00～13:20 満足 ちょうど良い時間だったから 4校 3校利用していない 時間がなかった 万全だった 未定 知っていた知りたくない

東京都荒川区 保護者 中１ 塾の先生から聞いて 2人 1回目10:30～11:50 満足
中間テスト直前により、午前

中が希望だった 5校 6校利用していない 有るのを知らなかった（知っていたら利用したかった） 万全だった

受験学年ではないため、学校

説明会参加の対象ではない学

校もあり、直接お話を聞ける

良い機会でした。

参加する予定 知っていた詳しく知りたい

子供の塾内での取り組み内容

や、受験に付随ふる有益な情

報を流してくださるので、助

かります。

大田区北嶺町 保護者 中２ 学校のチラシ 2人 2回目12:00～13:20 やや満足
もう少し時間があると良かっ

た 4校 4校利用した
受験についての

悩み, 学校選びに

ついての悩み

単願、併願の仕

組み、勉強のや

り方

満足した 万全だった

高校受験の情報等、よくわ

かっていなかったことを知る

ことができたり、高校情報も

知ることができ、少し前進す

ることができました。初めて

で自分の要領が良くなかった

のが反省なので、またぜひ開

参加する予定 知らなかった詳しく知りたい

東京都大田区 保護者 中３ 学校のチラシ 2人 1回目10:30～11:50 満足
志望校の先生とお話ができた

事。 3校 4校利用していない 相談することがなかった 万全だった
人数を制限してくださりス

ムーズにまわれた。
必ず参加する 知らなかった知りたくない

葛飾区 保護者 中２ 学校のチラシ 2人 1回目10:30～11:50 満足 相談することができたから 1校 1校利用した
学校選びについ

ての悩み

現在の成績で選

べる学校の相談
満足した 万全だった

コロナの中で、このような場

を設けてくださったことに感

謝しております

参加する予定 知らなかった詳しく知りたい

武蔵野市 保護者 中３ 学校のチラシ 2人 1回目10:30～11:50 満足
志望校の先生と直接お話しで

きて有意義だった 3校 2校利用していない 有るのを知らなかった（知っていたら利用したかった） 万全だった
各校の見学会が中止になった

り人数制限が厳しい中、貴重

な機会を頂けて感謝しており

必ず参加する 知らなかった詳しく知りたい

東京都世田谷区用賀 保護者 小６ 塾の先生から聞いて , 組合のホームページ 2人 1回目10:30～11:50 満足
ノーチェックの学校に出会え

た 5校 4校利用していない 有るのを知らなかった（知っていたら利用したかった） 万全だった 参加する予定 知っていた詳しく知りたい
大手進学塾との違い、優れて

いる点をもっとアピールして



１．お住まい

はどちらです

か？

２．

アン

ケー

トの

回答

者は

どな

３．お

子様の

学年を

お教え

下さい

４．こ

の相談

会を何

でお知

りにな

りまし

たか？

５．本

日は何

人で来

られま

した

か？

６．何回

目の回に

ご参加で

したか？

7．本日は

満足されま

したか？

8．６の回答に関する理由

9．何

校ご相

談され

ました

か？

10．何

校のパ

ンフ

レット

をお持

ちにな

りまし

１１．

何でも

相談

コー

ナーは

ご利用

になり

１１－２．何で

も相談コーナー

をご利用した方

は何をご相談さ

れましたか？

１１－３．何で

も相談コーナー

でご相談した内

容を簡単にお書

き下さい。

１１－４．何で

も相談コナーの

相談で満足され

ましたか？

１１－５．更に

相談したい方、

また改めて相談

したい方は、具

体的にお書き下

さい。

１２．何でも相

談コーナーをご

利用されなかっ

た方は理由をお

書き下さい。

１２－１．１２

でその他と答え

た方は、理由を

お書き下さい。

１３．感染

予防は万全

でしたか？

１３－２．感染予防でお気付

きの点、ご意見をお書き下さ

い。

１４．今回の相談会に関して

のご意見をお書き下さい。

１５．10月17

日にオンライ

ンｾﾐﾅｰを開催

致します。ご

参加されます

か？

１５－２．オンラインセミ

ナーについてのご意見とご質

問

１６．東京私塾協同組合をご存知でしたか？１６－２．東京私塾協同組合の塾について

１７．東京私塾協同組合、東

京私塾協同組合に加盟してい

る塾に対してのご意見がござ

いましたらお書き下さい。

東京都 保護者 中２ 学校のチラシ 2人 1回目10:30～11:50 満足

沢山の資料を頂けた事、学校

の先生とお話しでき、不安に

思っていた事が解決しまし

た。

これから役に立つ資料を頂け

た事がとても有難かったで

す。感謝致します。

1校 11校以上利用した
受験についての

悩み, 塾選びにつ

いての悩み

成績を上げる為

の塾の選び方。
満足した 万全だった

入場前の混雑で感染対策が不

安でしたが、入場してからは

会場も広く、空いている所を

回ったので、大丈夫でした。

係の方もとても親切で、初め

て相談会に参加しましたが、2

年生で早かったのではと思い

ましたが、どんどん参加して

行こうと思えました。知らな

かった学校もあり、大変有意

義な時間でした。有難う御座

必ず参加する

受験について全く無知で申し

訳ないのですが、過去問など

は本屋で購入するのでしょう

か？学校に出向いて買うので

しょうか？

先に勉強出来そうな、単語や

漢字のよく出る物が知りたい

です。

知らなかった詳しく知りたい

今回相談をさせて頂き、とて

も親切にして頂けたので、個

人塾はとても良いなと感じま

した。近くに良い塾があれば

良いのですが、子供に合う所

を探したいと思いました。

三鷹市 生徒本人 中２ 学校のチラシ, 学校の先生から聞いて 2人 1回目10:30～11:50 満足
7の理由

私立の高校についていろいろ

なことを知れたから。
6校 8校利用していない 相談することがなかった 万全だった 未定 知らなかった詳しく知りたい

足立区 保護者 中３ 組合のホームページ, ネットを見ていて 2人 4回目15:00～16:20 大変不満

【７の回答】では無いです

か？

不満な所

【学校パンフレットは各学校

デスクに有るのでご自由に】

との記載だったが、全ての学

校において気軽に持ち帰れる

状態では無かった。

とりあえず資料だけと思って

も、わざわざ担当者に一声掛

けなければ気まずい状態。資

料がデスクに無い学校すら

有った。

他の進学フェアでは良く有る

が、今回レベルの広大な会場

ならば資料コーナーを設ける

2校 8校利用していない 有るのを知らなかった（知っていたら利用したかった） 万全だった

８.で述べた通り。

お茶やチョコ等の心遣いが大

変嬉しかったです。

またこの状況下でも予定通り

無事に開催していただいた事

には大変感謝しております。

主催者様、関係者様にはご尽

力いただき厚く御礼申しあげ

ます。

参加しない 知っていた知りたくない

足立区 保護者 中３ 学校のチラシ 1人 1回目10:30～11:50 やや満足
塾の優先入場を知らなかった

為 3校 1校利用していない 相談することがなかった 特に聞きたいことがない 万全だった 学校と学校の間の通路が狭い 参加しない 知っていた知りたくない

練馬区 保護者 中３ 学校のチラシ 2人 2回目12:00～13:20 満足
受験相談の機会をいただけて

大変ありがたかったです。 3校 3校利用していない 相談することがなかった 万全だった 参加しない 知らなかった知りたくない

練馬区 保護者 中２ 学校のチラシ 2人 3回目13:30～14:50 やや満足
学校のパンフレットをいただ

けたため 2校 10校利用していない 万全だった 必ず参加する 知らなかった詳しく知りたい

東京都北区 保護者 中２ 学校のチラシ 2人 3回目13:30～14:50 満足

まだ中2なので雰囲気を味わせ

たかったです。去年は受験生

のみや、中止ばかりで兄が全

く行けなかったので、（現高

I）それを考えたら受験生以外

も参加させていただけてとて

もありがたかったです。娘も

パンフレットをいただき、や

2校 10校利用していない 時間がなかった 万全だった 未定 知っていた詳しく知りたい

東京都北区王子 保護者 中１ 学校のチラシ, ネットを見ていて 2人 4回目15:00～16:20 満足
気になっていた複数校の先生

方と話ができたので 3校 3校利用していない 時間がなかった 万全だった
今回のような会には初めてで

したが、効率よく話が聞けて

大変助かります。
未定 知らなかった知りたくない 特にありません

板橋区 保護者 中３ 学校のチラシ 2人 2回目12:00～13:20 やや満足
学校別ブースの　待ち時間が

長かった 2校 2校利用していない 時間がなかった 待ち時間が長かった、 万全だった 換気が気になった 参加する予定 知らなかった詳しく知りたい

足立区 保護者 中２ 学校のチラシ 2人 2回目12:00～13:20 満足
学校の先生と直接話すことが

できて雰囲気がよくわかった

から
3校 5校利用していない どうやって利用するのかわからなかった 何を聞けばいいかわからなかったから 万全だった

入場時間5分前くらいに会場前

につきました。並びはじめて

いるところ、散ってください

と大きな声で言うスタッフを

見て驚きました。時間前につ

いては行けないと言うのは無

理だと思います。子どもでも

５分前、10分前行動です。結

局ホール入り口扉の中で列を

作り、密だと思いました。し

かも地下でもまた並ぶ。みん

な話しながら並んでいるし、

人気のある高校は近くに人が

多くいて、並んでいるのかど

うかよくわからず並べず話し

も聞けずパンフレットももら

えませんでした。列を作るの

が嫌なのはわかりますが、き

ちんと順番に並ばせてほし

かった。

参加する予定
難関校の対策のしかたについ

て 知らなかった詳しく知りたい

東京都世田谷区 保護者 中２ 学校のチラシ 2人 3回目13:30～14:50 満足

東京の高校受験についての知

識があまり無かったので、今

回都立と私立の高校のお話を

聞いて色々知ることができ、

親子共にとても参考になりま

2校 2校利用していない 相談することがなかった 万全だった 参加する予定 知らなかった知りたくない

品川区 保護者 中２ 学校のチラシ 2人 4回目15:00～16:20 満足
希望校全てでお話を聞くこと

ができたので。 3校 3校利用していない 時間がなかった 万全だった 未定 知らなかった詳しく知りたい

北区 保護者 中３ 学校のチラシ 2人 3回目13:30～14:50 やや満足

混んでる学校がどこに並べば

良いのかわからなかった。学

校によって先生の対応が悪く

目も合わせてくれなかった先

生もいた。絶対にその学校は

受験させないと思った。

5校 10校利用していない どうやって利用するのかわからなかった 万全だった

人数制限がされていて空間に

余裕があり、移動しやすくて

良かった。

参加する予定 知らなかった詳しく知りたい

港区 保護者 小５ 知人から聞いて 1人 4回目15:00～16:20 やや満足 午前中に模試があったため 2校 3校利用していない 相談することがなかった 万全だった

フェイスシールド＋マスクを

している事とお隣の話し声が

合わさって会話が聞き取りに

くかったです。

コロナで大変な時期ですが、

開催していただきありがとう

ございました。

参加しない 知らなかった知りたくない

世田谷区 保護者 中３ 学校のチラシ 2人 4回目15:00～16:20 満足
おおよそ聞きたかった学校の

ブースで話を聞けたから。 5校 9校利用していない 有るのを知らなかった（知っていたら利用したかった） 万全だった

感染対策をしての開催は大変

だと思いますが、（下に中一

の子がいるため）来年、再来

年も開催してほしいです。

必ず参加する 知らなかった詳しく知りたい

下に中一の妹がいます。国際

高校志望なのですが、英語中

心に（英語だけでも可）教え

てくれる、最適な塾を教えて

いただければ嬉しいです。

北区 保護者 中３ 学校のチラシ 2人 4回目15:00～16:20 満足 並ぶ時間が少なくて良かった 2校 2校利用していない どうやって利用するのかわからなかった 万全だった 説明を伺えて良かった 未定 知らなかった詳しく知りたい

板橋区 保護者 中２ 学校のチラシ 2人 2回目12:00～13:20 少し不満

学校によってばらつきがあっ

たが、特に都立校がすごく並

んでいて、話を聞きたかった

学校での相談ができなかっ

た。途中で１人学校のご担当

社が増えたので１校は聞けた

が、増えなかったところは全

然進まなかったのでとても残

1校 6校利用していない どうやって利用するのかわからなかった 万全だった

並んだ人は皆さん話を聞きた

いと思うので、行列のできて

いるところは１組何分で終了

など、時間制限を儲けてもい

いのでは。

参加する予定 知らなかった詳しく知りたい

中野区　上鷺宮 保護者 中３ 塾からのチラシ 2人 1回目10:30～11:50 満足
６？　朝一番の方が混んでな

いと思ったので。 1校 3校利用していない 相談することがなかった 万全だった 参加する予定 知らなかった詳しく知りたい
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容を簡単にお書

き下さい。

１１－４．何で

も相談コナーの

相談で満足され

ましたか？

１１－５．更に

相談したい方、

また改めて相談

したい方は、具

体的にお書き下

さい。

１２．何でも相

談コーナーをご

利用されなかっ

た方は理由をお

書き下さい。

１２－１．１２

でその他と答え

た方は、理由を

お書き下さい。

１３．感染

予防は万全

でしたか？

１３－２．感染予防でお気付

きの点、ご意見をお書き下さ

い。

１４．今回の相談会に関して

のご意見をお書き下さい。

１５．10月17

日にオンライ

ンｾﾐﾅｰを開催

致します。ご

参加されます

か？

１５－２．オンラインセミ

ナーについてのご意見とご質

問

１６．東京私塾協同組合をご存知でしたか？１６－２．東京私塾協同組合の塾について

１７．東京私塾協同組合、東

京私塾協同組合に加盟してい

る塾に対してのご意見がござ

いましたらお書き下さい。

渋谷区 保護者 小６ ネットを見ていて 1人 4回目15:00～16:20 やや満足
資料ももらえ、個別に相談も

できたから 3校 8校利用していない 有るのを知らなかった（知っていたら利用したかった） 不十分だった 未定 知っていた詳しく知りたい

東京都足立区 保護者 中３ ネットを見ていて 2人 3回目13:30～14:50 やや満足
時間が少し足りませんでし

た。 3校 5校利用していない 時間がなかった 万全だった 未定 知らなかった知りたくない

渋谷区 保護者 中３ 学校のチラシ 2人 4回目15:00～16:20 少し不満
会場が狭く、相談したいブー

スに並びにくかった 3校 3校利用していない 相談することがなかった 万全だった

相談の先生がマスクとフェイ

スガードをしていると声が聞

き取りづらかった。

隣の席も近く声が聞こえてく

るので、説明してくださる声

が聞き取れないときもあって

参加しない 知らなかった知りたくない

港区 保護者 中２ 学校のチラシ 2人 2回目12:00～13:20 満足
たくさんの学校を一度に知る

ことができ、相談を受けるこ

とができた。
4校 7校利用していない どうやって利用するのかわからなかった 万全だった

初めての参加でしたが、混み

すぎる事もなく話をきいてみ

たい学校に相談に行くことが

できとても有意義でした。

参加する予定 知らなかった詳しく知りたい

東京都小金井市 保護者 中２ 学校のチラシ 1人 2回目12:00～13:20 満足
あまり待たずに相談出来た

為。 3校 5校利用していない どうやって利用するのかわからなかった 万全だった 参加する予定 知っていた詳しく知りたい

八王子市 生徒本人 中２ 学校のチラシ 2人 1回目10:30～11:50 やや満足
今回参加していなかった高校

にも話を聞きたかった。 4校 4校利用していない 相談することがなかった 万全だった 参加する予定 知らなかった知りたくない

練馬区 保護者 中３ 学校のチラシ 1人 2回目12:00～13:20 やや満足

たくさんの高校が参加してい

た

パンフレットは各高校のブー

ス以外でも受け取れたら良

4校 5校利用していない 相談することがなかった 万全だった 参加しない 知らなかった知りたくない

中央区 保護者 中３ 学校のチラシ 2人 2回目12:00～13:20 満足
目当ての学校があったので。

また、思ったより待ち時間が

なかった。
1校 1校利用していない 相談することがなかった 万全だった

並び方の誘導（受付時、相談

ブースにて）にもうすこし気

配りと工夫があって良かった

と思います。最後尾を分かり

やすくする（受付時）、壁づ

たいに並ぶ・一列並びか各列

並びか（相談ブース）、きち

んとした誘導があればちょっ

としたイライラがなかったの

未定 知らなかった知りたくない

小金井市 保護者 中２ 学校のチラシ 2人 2回目12:00～13:20 やや満足 参加しやすい時間でした 1校 11校以上利用していない 相談することがなかった 万全だった 未定 知っていた知りたくない

世田谷区 保護者 中２ 学校のチラシ 2人 4回目15:00～16:20 満足

都立の説明会は中3限定がほと

んどで、学校を知る機会がな

い中、相談会は大変有難かっ

たです。細やかなご配慮あ

り、安心して臨めました。

2校 4校利用していない 有るのを知らなかった（知っていたら利用したかった） 万全だった 参加する予定 知らなかった詳しく知りたい

杉並区 保護者 中３ 学校のチラシ 2人 1回目10:30～11:50 やや満足
聞いてみたい学校の説明が聞

けたから 5校 5校利用していない どうやって利用するのかわからなかった 万全だった 未定 知らなかった知りたくない

台東区 保護者 小４ 塾の先生から聞いて 2人 4回目15:00～16:20 やや満足 仕事の都合 2校 4校利用していない どうやって利用するのかわからなかった 万全だった

興味のある学校に、気軽に質

問出来て良かったです。ま

た、知らなかった学校も話を

聞いてみると、とても面白そ

うで、子どもは興味を持ちま

した。今回参加していない学

校で、話を聞いてみたい学校

があったので、次回も参加し

未定 知らなかった詳しく知りたい

中野区 保護者 中２ 塾の先生から聞いて 2人 1回目10:30～11:50 やや満足

時間が限られていたので、希

望する学校を全て回れなかっ

たが、パンフレットをいただ

けたので概ね満足です。

3校 7校利用していない 時間がなかった 万全だった

人数が限られていたので思っ

たよりスムーズだったが、一

組に対する時間が長くて待っ

ていても順番が回ってこな

かった学校もあった。

未定 知らなかった詳しく知りたい

葛飾区 保護者 中３ 学校のチラシ 2人 1回目10:30～11:50 満足 人数が適切だったと思うから 3校 7校利用していない 時間がなかった 万全だった 参加する予定 知っていた知りたくない

豊島区 保護者 中２ 学校のチラシ 2人 4回目15:00～16:20 満足
当日の都合上、４回目しか参

加できなかったため。 3校 4校利用していない どうやって利用するのかわからなかった 万全だった

コロナ禍にも関わらず、貴重

な機会をつくっていただき、

ありがとうございました。

次回は、何でも相談コーナー

も利用させていただこうと思

未定 知らなかった詳しく知りたい

港区 保護者 中２ 学校のチラシ 2人 2回目12:00～13:20 満足 知りたい情報を聞けた 1校 2校利用していない 万全だった 未定 知らなかった詳しく知りたい

国分寺市 保護者 中３ 学校のチラシ 2人 3回目13:30～14:50 やや満足
希望の高校のブースに行くこ

とができたから。 2校 1校利用した その他
英語や留学に強

い高校について

まだ不十分なの

でもっと相談し

たい

他で受ける質問

とは少々異な

り、回答が難し

かったと存じま

す。その中でご

意見を頂戴で

き、感謝してお

ります。参考に

不十分だった

特に安全とも不完全とも思わ

なかった。スタッフが多い気

がしました。

13:30の時間通りに入れなかっ

た。入り口で待たされまし

た。

参加する予定 知らなかった知りたくない

神奈川県川崎市 保護者 小５ その他 2人 4回目15:00～16:20 やや満足

問7の理由としては、各校の場

所が何で分かれているのかわ

かりづらかったのと、もう少

しいろいろなレベルの学校が

あってもよかったかなと思い

3校 6校利用していない 時間がなかった 万全だった 未定 知らなかった知りたくない

江戸川区 保護者 小６ ネットを見ていて 1人 3回目13:30～14:50 少し不満 待つ場所がわかりづらい 3校 4校利用していない 有るのを知らなかった（知っていたら利用したかった） 不十分だった

フェイスガードを上にあげて

いる先生がいらして意味がな

いと感じた

人数を制限しているとは言

え、かなりの人数でした。事

前に相談したい学校等の予約

ができる等あれば良いと思い

参加しない 知らなかった知りたくない

練馬区 保護者 中２ 学校のチラシ 1人 4回目15:00～16:20 やや満足
相談者がいる時点での待機場

所が不明だった。 3校 4校利用していない 有るのを知らなかった（知っていたら利用したかった） 万全だった 未定 知らなかった詳しく知りたい

三鷹市 保護者 中２ 塾からのチラシ 2人 1回目10:30～11:50 やや満足 早い方が良いので 2校 4校利用していない どうやって利用するのかわからなかった 万全だった 参加しない 知らなかった詳しく知りたい

東京都練馬区 保護者 中３ 学校のチラシ 2人 4回目15:00～16:20 やや満足 時間が足りない 4校 5校利用していない 有るのを知らなかった（知っていたら利用したかった） 万全だった
相談者が時間を守らず、席の

近くに行列ができ、密になっ

てしまった。

事前に学校を予約できると良

い。
参加する予定 知らなかった知りたくない

国分寺市 保護者 中３ 塾からのチラシ 2人 2回目12:00～13:20 やや満足
1回目を希望したが、定員のた

めに2回目を希望 4校 4校利用していない 相談することがなかった 万全だった 未定 知っていた知りたくない

中野区 保護者 中３ 学校のチラシ 2人 1回目10:30～11:50 やや満足
午後から塾があった為、午前

中の回に参加。 3校 5校利用していない 時間がなかった 万全だった
説明を順番待ちする際の並び

方が曖昧なため、わかりづら 未定 知らなかった知りたくない

東京都江戸川区 保護者 小６ 学校のチラシ 2人 2回目12:00～13:20 満足
並ばずにゆっくり相談ができ

た 3校 5校利用していない どうやって利用するのかわからなかった 万全だった 参加する予定 知らなかった詳しく知りたい

北区 保護者 中３ 学校のチラシ 2人 1回目10:30～11:50 満足
早い方が時間が確実だと思っ

た 3校 3校利用していない どうやって利用するのかわからなかった 万全だった 未定 知らなかった詳しく知りたい

多摩市 保護者 中１ 塾からのチラシ 2人 4回目15:00～16:20 やや満足
残念ながら第1志望の学校が不

参加だったので。 1校 11校以上利用していない 相談することがなかった 万全だった 参加する予定 知らなかった知りたくない

東京都小平市 保護者 中３ 学校のチラシ 2人 2回目12:00～13:20 満足
7かな？空いていて目当ての学

校の話をゆっくり聞けました 2校 3校利用していない 有るのを知らなかった（知っていたら利用したかった） 万全だった 予約に神経を使いました 参加する予定

昨年のように私立への人気が

高くなりそうか反動で都立の

倍率が上がりそうか
知らなかった知りたくない
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も相談コーナー

でご相談した内

容を簡単にお書

き下さい。

１１－４．何で

も相談コナーの

相談で満足され

ましたか？

１１－５．更に

相談したい方、

また改めて相談

したい方は、具

体的にお書き下

さい。

１２．何でも相

談コーナーをご

利用されなかっ

た方は理由をお

書き下さい。

１２－１．１２

でその他と答え

た方は、理由を

お書き下さい。

１３．感染

予防は万全

でしたか？

１３－２．感染予防でお気付

きの点、ご意見をお書き下さ

い。

１４．今回の相談会に関して

のご意見をお書き下さい。

１５．10月17

日にオンライ

ンｾﾐﾅｰを開催

致します。ご

参加されます

か？

１５－２．オンラインセミ

ナーについてのご意見とご質

問

１６．東京私塾協同組合をご存知でしたか？１６－２．東京私塾協同組合の塾について

１７．東京私塾協同組合、東

京私塾協同組合に加盟してい

る塾に対してのご意見がござ

いましたらお書き下さい。

文京区 保護者 中３ 学校のチラシ , 組合のホームページ , ネットを見ていて 2人 4回目15:00～16:20 満足
7の回答: 目的の学校のブース

を回ることができました。 3校 3校利用した
受験についての

悩み, 学校選びに

ついての悩み

志望校選びにつ

いて
満足した 万全だった 特にありません

都立高校の説明会がなかなか

取れなかった中、先生と直接

お話できて、勉強に対する意

欲が高まりました。

参加する予定

新型コロナやインフルエンザ

に万が一罹患、濃厚接触者と

なった場合の対応策。
知っていた知りたくない

いろいろ、ありがとうござい

ました。

江戸川区 保護者 中２ ネットを見ていて 2人 1回目10:30～11:50 少し不満 会場の誘導 4校 4校利用していない 有るのを知らなかった（知っていたら利用したかった） 万全だった 未定 知らなかった知りたくない

杉並区 保護者 中３ 学校のチラシ 2人 4回目15:00～16:20 満足 希望の学校の話が聞けたので 3校 4校利用していない 万全だった 参加する予定 知らなかった詳しく知りたい

東京都杉並区 保護者 中３ 学校のチラシ 2人 4回目15:00～16:20 やや満足

すでに相談者や待っている人

がいるブースは、待機する場

所に少し困ったので。

それと、お互いマスクをして

いるのもあり、周りの音に声

が消されて聞こえづらかった

3校 5校利用していない 時間がなかった 万全だった 未定 知らなかった知りたくない

練馬区 保護者 中３ 塾からのチラシ 2人 1回目10:30～11:50 満足
午前中人が少ないうちに移動

するため 2校 6校利用していない 有るのを知らなかった（知っていたら利用したかった） 万全だった 未定 知らなかった詳しく知りたい

江東区 保護者 中２ 学校のチラシ 2人 3回目13:30～14:50 満足 気になる学校の話が聞けた。 2校 4校利用していない 相談することがなかった 万全だった 参加する予定 知らなかった詳しく知りたい

品川区 保護者 中２ 学校のチラシ 2人 2回目12:00～13:20 やや満足
初めての参加で何を一番質問

すべきなのかまだよく分から

なかった。
4校 10校利用した

受験についての

悩み, 学校選びに

ついての悩み

今後目標にした

い学校をいくつ

か紹介してもら

満足した 万全だった 参加する予定 知らなかった詳しく知りたい

中央区 保護者 中３ ネットを見ていて 2人 2回目12:00～13:20 満足 目当ての学校の話を聞けた 4校 4校利用していない 時間がなかった 万全だった
持ち時間がもう少し欲しかっ

た。
参加する予定 知らなかった詳しく知りたい

東京都 保護者 中３ 学校のチラシ, その他SNS 1人 3回目13:30～14:50 やや満足
希望する学校にほぼ行けたか

ら 4校 5校利用していない 時間がなかった 万全だった 参加する予定 知っていた詳しく知りたい

三鷹市 保護者 中２ 学校のチラシ 2人 1回目10:30～11:50 満足
おおよその志望校を見つけら

れた 4校 7校利用していない どうやって利用するのかわからなかった 万全だった
各校ブースで使用したペンや

机、椅子は使用のたびに消毒

してもらいたかった

参加する予定 知らなかった知りたくない

板橋区 保護者 中２ 学校のチラシ 2人 4回目15:00～16:20 満足
まだ、学校を、絞りきれてい

ない状況で私立都立関係なく

色々な高校に話を聞くことが
4校 4校利用していない どうやって利用するのかわからなかった 初めての参加の為、自分たちの要領が悪かった 万全だった 参加する予定 知らなかった詳しく知りたい

中野区 保護者 中２ 学校のチラシ 2人 2回目12:00～13:20 やや満足
あと2校くらい話を伺いたかっ

た 4校 8校利用していない 時間がなかった 不十分だった
地下なのでやや不安だった

窓が空いている方が安心する

複数の学校の話が聞けて、比

較もできよかった。コロナで

学校公開や見学も限られてい

るので貴重な時間だった

未定 知っていた詳しく知りたい

東京都江東区 保護者 中２ 学校のチラシ, 学校の先生から聞いて 1人 1回目10:30～11:50 満足 早い時間の設定が良かった 6校 6校利用していない どうやって利用するのかわからなかった 万全だった

都立高校はなかなか見学にい

けず、また、パンフレットも

入手しづらいため今回多くの

参加があり、よかった。

参加しない 知っていた詳しく知りたい

足立区 生徒本人 中２ 学校のチラシ 2人 3回目13:30～14:50 やや満足
聞きたいところの話がきけた

から。 3校 7校利用していない 時間がなかった 不十分だった 密になっていた
並んでいる列が長くて聞けな

いところがあった。
参加する予定 知っていた詳しく知りたい

足立区立東和 保護者 中２ 学校のチラシ 2人 4回目15:00～16:20 やや満足
1番話を聞きたい高校が来てい

ない。 3校 4校利用していない その他 3校回った後で、子供が疲れて集中力無かった為、話を聞いても無駄だと思った。 万全だった
人数制限は良いです。密でな

いので、安心して居られまし
参加する予定 知らなかった詳しく知りたい

中央区 保護者 中２ 学校のチラシ 2人 3回目13:30～14:50 満足

一度に多くの学校の先生に生

の声を聞けたので良かったで

す。もう少し時間があると

もっと良かったのですが、コ

ロナ禍で時間制限を設けての

開催で、感染予防の観点から

4校 4校利用していない 時間がなかった 万全だった 未定 知らなかった詳しく知りたい

東京都北区 保護者 中２ 学校のチラシ 1人 4回目15:00～16:20 やや満足
お話しを聞きたい学校が時間

制限によりお話しできなかっ

たため
4校 11校以上利用していない どうやって利用するのかわからなかった ブースがあるのは分かっていたのですが、どのように申し込むのかが分かりませんでした。そもそも時間も足りなかったので、次回参加しさする際には、相談したいと思います。 万全だった

学校ごとの間隔もありドアも

空いていて対策はされていた

と思います。

パンフレットがなくなった学

校は後日発送してくださると

いう対応はとてもありがた

かったです。もし学校紹介映

像ブースなどでいろんな学校

を流してもらえたら、知らな

かった学校を知るきっかけに

なったかなとも思いました。

また、最寄り駅なども学校の

名前の辺りに書いてあるとい

いなと思いました。

未定 知らなかった詳しく知りたい

私立も都立もいろんな学校を

知ることができ、とても勉強

になる素晴らしい会でした。

感染対策も取られていて、ス

タッフの方も目印のシャツを

着てくださっていたので戸惑

うこともなくスムーズでし

た。

卒業生の方もいて、興味のあ

る学校での卒業生の方とのコ

ミュニケーションの場がある

と高校のその先をイメージし

やすいかなとも思いました。

入場誘導からとてもスムーズ

だったので、このような会な

らまた参加したいと思いま

す。

ただ、我が家は双子なのでア

ドレスが二ついるため、申し

込みをするときに同時に二台

で操作していました。

結果、一人分は申し込めたの

ですが、もう一人分は満席に

なり申し込みできませんでし

た。

その辺りの改善がされたらと

ても助かります。

江東区 保護者 中２ 学校のチラシ 2人 3回目13:30～14:50 満足
志望候補校の先生と直接お話

できて、各校の文化に触れる

ことが出来た。
3校 4校利用していない どうやって利用するのかわからなかった 不十分だった

スペースに制限がありやむを

得ないと思いますが、入場の

ために並ぶ列はとても密でし

た。

コロナ禍で直接学校を訪れる

機会が限られる中、学校側と

直接関われる機会は貴重で、

大変ありがたいです。

参加する予定 知らなかった詳しく知りたい

杉並区 保護者 中３ 学校のチラシ 2人 2回目12:00～13:20 やや満足

会場に入る時に、並ぶのか並

ばないのかはっきりしなかっ

た。一度並んで下さいと言わ

れたのに、その後並ばないで

散って下さいと言われた。

1校 1校利用していない 相談することがなかった 万全だった 未定 知っていた知りたくない

東京都小金井市 保護者 中２ 学校のチラシ 2人 3回目13:30～14:50 満足
子ども本人が直接学校関係者

と対話でき、励ましになっ 3校 6校利用していない 時間がなかった 万全だった 必ず参加する 知らなかった詳しく知りたい

東京都練馬区 保護者 中２ 学校のチラシ 2人 1回目10:30～11:50 少し不満
興味のあった学校が不参加に

なったから 1校 4校利用していない 相談することがなかった 万全だった 未定 知らなかった知りたくない

台東区 保護者 中２ 学校のチラシ 2人 4回目15:00～16:20 やや満足

予習が足りなかったが、志望

校がおおよそ決まっている人

用の相談会だった（我が家は

検討中、新しく見つけるとい

う感じではなかった）

2校 2校利用していない 相談することがなかった あるのも知らなかった 不十分だった

優先入場で伺ったが、受付入

場口の動線が一般と交錯して

いて密だった

予習してからまた伺います 未定 知っていた知りたくない お世話になっています

江東区 保護者 中３ 学校のチラシ , 学校の先生から聞いて , 塾からのチラシ , 塾の先生から聞いて 1人 2回目12:00～13:20 少し不満

待ち時間が長かった

1人10分とあるが20分以上、前

の方が相談していたのはいか

がかと思う

4校 6校利用していない その他 混雑して待ち時間が生じたため 万全だった 参加する予定 知らなかった知りたくない



１．お住まい

はどちらです

か？

２．

アン

ケー

トの

回答

者は

どな

３．お

子様の

学年を

お教え

下さい

４．こ

の相談

会を何

でお知

りにな

りまし

たか？

５．本

日は何

人で来

られま

した

か？

６．何回

目の回に

ご参加で

したか？

7．本日は

満足されま

したか？

8．６の回答に関する理由

9．何

校ご相

談され

ました

か？

10．何

校のパ

ンフ

レット

をお持

ちにな

りまし

１１．

何でも

相談

コー

ナーは

ご利用

になり

１１－２．何で

も相談コーナー

をご利用した方

は何をご相談さ

れましたか？

１１－３．何で

も相談コーナー

でご相談した内

容を簡単にお書

き下さい。

１１－４．何で

も相談コナーの

相談で満足され

ましたか？

１１－５．更に

相談したい方、

また改めて相談

したい方は、具

体的にお書き下

さい。

１２．何でも相

談コーナーをご

利用されなかっ

た方は理由をお

書き下さい。

１２－１．１２

でその他と答え

た方は、理由を

お書き下さい。

１３．感染

予防は万全

でしたか？

１３－２．感染予防でお気付

きの点、ご意見をお書き下さ

い。

１４．今回の相談会に関して

のご意見をお書き下さい。

１５．10月17

日にオンライ

ンｾﾐﾅｰを開催

致します。ご

参加されます

か？

１５－２．オンラインセミ

ナーについてのご意見とご質

問

１６．東京私塾協同組合をご存知でしたか？１６－２．東京私塾協同組合の塾について

１７．東京私塾協同組合、東

京私塾協同組合に加盟してい

る塾に対してのご意見がござ

いましたらお書き下さい。

大田区 保護者 中３ 学校のチラシ 2人 3回目13:30～14:50 やや満足 時間が足りなかった 2校 3校利用していない どうやって利用するのかわからなかった 万全だった 未定 知らなかった詳しく知りたい

調布市 保護者 中２ 学校のチラシ 2人 1回目10:30～11:50 少し不満 時間が短かったこと 3校 3校利用していない 時間がなかった 万全だった 参加する予定 知らなかった詳しく知りたい

大田区 保護者 中２ 塾からのチラシ 2人 4回目15:00～16:20 満足 相談できたから 3校 5校利用していない 有るのを知らなかった（知っていたら利用したかった） 万全だった 未定 知らなかった詳しく知りたい

西東京市 保護者 中３ 学校のチラシ 1人 3回目13:30～14:50 満足
7の理由ということでしょう

か。知りたい情報が得られた

ため
5校 10校利用していない 時間がなかった 万全だった

初めての参加でしたが、短時

間でたくさんの情報を得るこ

とができてとても感謝してい

ます。学校の先生と直接話す

ことができたことは学校を知

る意味でも有意義でした。ま

た受験情報冊子なども頂き感

未定 知らなかった知りたくない

小平市 保護者 中３ 学校のチラシ 2人 1回目10:30～11:50 満足
聞きたい学校へ質問をするこ

とが出来た 3校 3校利用していない 時間がなかった 万全だった 参加する予定 知っていた詳しく知りたい

杉並区 保護者 小４ ネットを見ていて 1人 1回目10:30～11:50 やや満足
混んでいて説明を聞けない学

校もあった。 5校 6校利用していない 時間がなかった 万全だった
人数制限のおかげでじっくり

相談できた。 未定 知らなかった詳しく知りたい

東京都世田谷区 保護者 中３ 学校のチラシ 1人 2回目12:00～13:20 やや満足
一回目がすぐに埋まってし

まった為 2校 3校利用していない 相談することがなかった 不十分だった
入場待機する場所が特に密に

なっていた
参加しない 知らなかった知りたくない

調布市 生徒本人 中３ 学校のチラシ 2人 4回目15:00～16:20 満足
説明会の予約が取れなかった

学校の話を聞くことが出来た 5校 5校利用していない 時間がなかった 万全だった 参加する予定 知らなかった詳しく知りたい

武蔵村山市 保護者 中２ 学校のチラシ 2人 1回目10:30～11:50 満足
少ない人数での開催だったの

で、ゆっくり話を聞くことが

できた。
2校 5校利用していない 有るのを知らなかった（知っていたら利用したかった） 万全だった 良かったと思う。

今回初めての参加でした。

短い時間ではあったけれが、

入場入替制のお陰で密になら

ず良かったと思う。ブースも

比較的空いていて、話を聞き

やすかった。

スタッフの数も多く、困った

らすぐに質問できるところに

参加する予定 知らなかった詳しく知りたい

中野区 保護者 中２ 学校のチラシ 2人 4回目15:00～16:20 満足 時間に余裕があったので。 4校 5校利用していない 時間がなかった 万全だった
とても参考になりました。来

年度は本格的な受験生になる

ので、また参加したいと思い

参加する予定 知らなかった詳しく知りたい

小平市 保護者 中３ 学校のチラシ 2人 1回目10:30～11:50 やや満足
最後の学校は時間がなくな

り、少ししか話が聞けなかっ 3校 3校利用していない 時間がなかった 万全だった
学校によってまちまちな予防

対策だと思った

並ばなければいけないとき、

居場所に困ってしまった 未定 知らなかった知りたくない

千葉県千葉市 保護者 小５ ネットを見ていて 2人 2回目12:00～13:20 やや満足
もっと回りたかったが、一番

聞きたい学校の話が聞けたの

で良かったから。
2校 2校利用していない 時間がなかった 万全だった 未定 知らなかった詳しく知りたい

江東区 保護者 中３ 学校のチラシ 2人 4回目15:00～16:20 やや満足
本人が引っ込み思案であまり

回れなかった 1校 3校利用した
受験についての

悩み, 学校選びに

ついての悩み

体調の相談 満足した 万全だった 参加する予定 知らなかった知りたくない

小金井市 保護者 中３ 学校のチラシ 1人 1回目10:30～11:50 やや満足 1番最初の時間だったから 4校 4校利用していない どうやって利用するのかわからなかった 万全だった 参加する予定 知らなかった詳しく知りたい

東京都 保護者 中３ 塾からのチラシ 2人 3回目13:30～14:50 やや満足
午前中に用事があり午後から

と思った 5校 6校利用した
受験についての

悩み, 学校選びに

ついての悩み, そ

実質の高校選び

の基準等
満足した 万全だった

直接学校担当者と話ができる

のは分かりやすい
参加する予定 知らなかった詳しく知りたい

東京都清瀬市 保護者 中２ 塾からのチラシ 2人 2回目12:00～13:20 やや満足
知りたい高校の情報が得られ

たので 3校 5校利用していない 有るのを知らなかった（知っていたら利用したかった） 万全だった 誘導がスムーズでなかった 未定 知らなかった詳しく知りたい

東京都港区 保護者 中２ 塾からのチラシ 2人 2回目12:00～13:20 やや満足 1回目が満員だった 3校 4校利用していない 不十分だった
入場同線が密。

無駄にスタッフ数が多い。

1相談あたりの時間制限や事前

に質問事項を共有する仕組み
参加する予定 知らなかった詳しく知りたい

練馬区 保護者 中３ 学校のチラシ 2人 1回目10:30～11:50 やや満足
希望していた高校で相談でき

た 3校 4校利用していない 時間がなかった 万全だった 通路の幅が狭く密になる なし 参加する予定 知っていた知りたくない なし

国分寺市 保護者 中２ 学校のチラシ 2人 3回目13:30～14:50 満足
子どもが受験や高校につい

て、少しでも知識を得ること 4校 8校利用していない 時間がなかった 万全だった
無知だったので、学校ごとの

特色を知ることができた。
参加する予定 知らなかった詳しく知りたい

荒川区 保護者 中２ 学校のチラシ 2人 1回目10:30～11:50 やや満足
色々な学校があるのが分かっ

て参考になりました。 4校 7校利用していない 時間がなかった 万全だった
初めての参加でしたが、色々

な学校があるのが分かって参

考になりました。

参加する予定 知らなかった詳しく知りたい

北区 保護者 中２ 学校のチラシ 2人 4回目15:00～16:20 満足 混雑度 3校 6校利用していない 時間がなかった 万全だった 参加する予定 知らなかった詳しく知りたい

葛飾区 保護者 中２ 学校のチラシ 2人 4回目15:00～16:20 少し不満
ある学校の説明をされた担当

者の方の声がほぼ聞き取れな

かった（声が小さすぎた）
2校 4校利用していない 時間がなかった 万全だった 未定 知らなかった詳しく知りたい

小金井市 保護者 中２ 学校のチラシ 2人 2回目12:00～13:20 やや満足
時間があっという間で足りな

かった。 4校 5校利用していない 万全だった
何校もの先生から実際にお話

を聞けたのがよかった。
参加する予定 知らなかった知りたくない

荒川区 保護者 中３ 学校のチラシ 2人 1回目10:30～11:50 やや満足
早い時間が空いていると思っ

たので。 5校 5校利用していない 時間がなかった 万全だった
一度に何校も話を聞くことが

できよかったです。
参加する予定

学校説明会と時間が重なって

しまっています。ずらして視

聴することは可能でしょう
知らなかった詳しく知りたい

江戸川区 保護者 中２ 学校のチラシ 1人 3回目13:30～14:50 満足
興味ある学校の話をすべて聞

くことができ、感染対策もき

ちんとしていた。
4校 5校利用していない 時間がなかった 万全だった 参加する予定 知らなかった詳しく知りたい

調布市 保護者 中２ ネットを見ていて 2人 2回目12:00～13:20 やや満足
1回目の会が満員になってし

まったため 5校 7校利用していない どうやって利用するのかわからなかった 不十分だった
並んでるときに足跡があった

が、その後が密であった。 未定 知っていた知りたくない

練馬区 保護者 中２ 塾の先生から聞いて 2人 1回目10:30～11:50 やや満足
聞きたい高校が取り止めに

なってしまった点を除けばお 3校 5校利用していない 時間がなかった 万全だった 参加する予定 知っていた詳しく知りたい

新宿区 保護者 中３ 学校のチラシ 2人 1回目10:30～11:50 満足
早い時間が一番待ち時間が少

なさそうとの予想から 3校 3校利用していない 相談することがなかった 万全だった 参加する予定 知っていた知りたくない

小金井市 保護者 中２ 学校のチラシ 2人 4回目15:00～16:20 満足

学校の先生方と直接お話がで

き、子ども自身が複数の学校

を比較できた事に満足してい

ます。入場時間が短くて不安

でしたが、人数が制限されて

いた事で会場内も動きやす

く、待ち時間も少なく周れた

ので効率が良かったです。

4校 11校以上利用していない どうやって利用するのかわからなかった 万全だった

マスクに加え、フェイスシー

ルドもつけた対応で、学校の

先生方と対面しての相談も安

心できました。

会場内のスタッフの方々に親

切に対応していただき助かり

ました。他の相談者がいて近

寄り難い学校の資料を代わり

に持ってきてくださったり、

相談待ち時間の確認をしてく

ださったり、水色のシャツが

とても判別しやすく、困った

時にすぐ見つけられ声を掛け

参加する予定 知らなかった知りたくない

練馬区 保護者 中３ 学校のチラシ 2人 4回目15:00～16:20 やや満足 ほぼ満足だが、慌ただしかった 3校 4校利用していない どうやって利用するのかわからなかった 万全だった
優先枠とはいつ募集されたの

か？
参加する予定

中３で９月を全て四時間授業にさ
れたので、今年はコロナ渦配慮
試験範囲が無いと聞いていた
が、中学校によるのだろうが、あ

んまりだと思う。

知らなかった詳しく知りたい


