
2017年のトレンド予測

社会人学習領域



『ケイコとマナブ』のご紹介

PC

スキルアップ、転身・転職するための講座や
趣味のレッスン情報が満載。

自分に合ったスクールを発見→予約ができるサイトです。

スマートフォン

『ケイコとマナブ.net』 スマートフォン用
サイト

アプリ

姉妹サイト＆ムックシリーズ

『大学＆大学院.net』

社会人＆学生のための
大学・大学院選び

社会人が学びやすく、社会人にこそ
価値がある大学院や通信制大学・大
学院だけを集めた専門サイト・情報
誌です。

http://www.keikotomanabu.net/
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社会人学習領域における2017年予測

キーワード

子けいこパパ

「育児の時間」が「自分が楽しめる時間」に！
子育て参加をきっかけに、父親たちが学び始めた。

勤務時間の長さ、仕事での疲労、費用…
これまで、子育て世代の男性を
学習・自己啓発から遠ざけてきた高い障壁が、
子どもたちの学ぶ姿に触発されたパパたちによって、
今、崩され始めた！！
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学び事
習い事

【障壁の数々】

時間がない／
仕事の疲労／
費用が高い／
特にやりたい
ことがない

etc.…

パパ世代の男性が
学習を実施するまでには、

さまざまな障壁が存在

「子けいこパパ」とは？

「育児参加」が素敵なハシゴとなり、パパたちが学習への障壁を乗り越え始めた！

【障壁の数々】

時間がない／
仕事の疲労／
費用が高い／
特にやりたい
ことがない

etc.…

育児参加を通じて
学びへの障壁を

クリア！
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最近増えてきた子どもをきっかけとした学び

パパの約3割が子どもをきっかけにした学びを実施。
学ぶ手段のトップはスクール通い。

子どもがきっかけで
学んだ 27.5％

子どもがきっかけでは
学んでいない

72.5％

パパの学び実施率 学んだ手段

ケイコとマナブ 父親の学びに関する調査（2016年） n=9,256

１ スクール・教室・講習に通学 22%

２ 独学（書籍など） 20%

３ インターネットコンテンツ 9%

４ スマホやタブレットのアプリ 6%

５ スマホ・ＰＣでの動画視聴 6%

６ カルチャーセンター 5%

※上位抜粋（単一回答）

※母数＝学び実施者300人が回答した「学んだ手段」延べ591件
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男性の学び実施率は30代後半から下がる。
女性や若者世代と比べ低い。

5%

20%

35%

性年代別の１年以内の学び実施率

女性

男性

パパ世代の学び実施率

23％

22％
21％

20％

17％

15％
13％

14％ 14％
16％

24％
22％ 20％ 20％ 20％

22％

26％

30％

ケイコとマナブ 学び実態調査（2014年） n＝60,000（男性30,000 女性30,000）
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パパ世代は学びたいと思っている

実施には至っていないものの、
学びを検討したことのあるパパは４割もいる。

ケイコとマナブ 父親の学びの障壁に関する調査（2016年） n=300

Q 何か学び事や習い事を始めてみたいと思ったことはありますか？（単一回答）

ある
40%

ない
60%
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実施に至らない理由

ケイコとマナブ 父親の学びの障壁に関する調査（2016年） n=300

学習費用がかかる
53％

やる気が起きない
44％

時間がない
35％

本当にやりたいことに
出会っていない…。

うち、学びたいと思ったことがある人 n=120 （複数回答）
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昨年の男性の育児休業取得率は過去最高の2.65％に。
子育てに積極的な父親は8割に上る。

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

3.00%
2015年度
2.65%

2005年度
0.50%

男性の育休取得率 父親の育児参加意識

Q 父親も子育てに積極的に参加することが
当たり前だと思う。

厚生労働省 平成27年度雇用均等基本調査 博報堂 現代パパの子育て事情（2015年）

パパを取り巻く状況の変化

非常に当て

はまる, 
29.90%

やや当ては

まる, 
51.60%

どちらとも言

えない, 
15.80%

あまり当て

はまらない, 
2.40%

全く当ては

まらない, 
0.30%
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父親が日頃どのような子育てをしているか？（複数回答/6-8歳の父親の回答を抜粋）

末子年齢6歳から8歳の子どもを持つパパのうち、
約半数のパパが子どもの勉強を見たり教えたりしている。
習い事の送迎を実施しているパパは23％。

パパが子どもの学ぶ姿に触れる機会は多い

58%

49%
30%

28%

23%
9%

7%

7%

子どもを風呂に入れる

子どもの勉強を見る・教える

子どもの学校・幼稚園・保育園の送迎

子どもを寝かしつける

子どもの習い事の送迎

子どもにご飯を食べさせる

子どもを着替えさせる

子どものトイレの世話
連合 パタニティ・ハラスメント（パタハラ）に関する調査（2014年）
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◆習い事を始めたのは？

2005年（当時40歳）～

当時の子どもの年齢：小学２年生

◆学習経験： 小学生時代

◆学習形態： レッスン

◆学習ペース： 発表会前に集中

◆受講費用： 約7,000円＠月

息子の発表会で他の子の母子連弾を見
て「来年は自分も」と冗談を言ったの
がきっかけ。発表会前は子どもと一緒
に２ヶ月間集中レッスン。

ピアノ
兼田さん

51歳

会社員

実施した習い事 子けいこパパになったきっかけ

子育てに役立っているか？

連弾の時は「息子との一体感」が楽し
かった。
「この曲やったら？」など会話も増え
オヤジの楽しむ姿は好影響と思う。

子育て以外には役立つか？

現在はオヤジバンドでキーボードを担
当。退職しても暇はないくらい楽しめ
そう。夢は孫・子・私の三連弾。

発表会で親子連弾を見てやりたくなった

子けいこパパはこんなパパ 実例①
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◆習い事を始めたのは？

2015年（当時44歳）～

当時の子どもの年齢：６歳

◆学習経験： 初めて

◆学習形態： 空手道場

◆学習ペース： 週一回（土曜日）

◆受講費用： 約500円＠１回

子どもには強い心を持った人間になっ
てほしいという願いから武道を考え
た。自分もやってみたいということも
あり、親子で学べるところを探した。

空手
伊藤さん

45歳

会社員

実施した習い事 子けいこパパになったきっかけ

子育てに役立っているか？

教育というよりもはや「共通の趣
味」。同じペースで稽古できているの
で、昇級試験が近くなると一緒に自宅
で特訓したりしている。

子育て以外には役立つか？

仕事以外で新しい人とのつながりがで
きて（夜も）楽しい。また、人生の新
たな目標（目指せ黒帯！）もできた。

親子で一緒に学べるところが見つかった

子けいこパパはこんなパパ 実例②
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◆習い事をはじめたのは？

2010年（当時45歳）～

当時の子どもの年齢：10歳

◆学習経験： 初めて

◆学習形態： 自宅で練習

◆学習ペース： 自宅で週末

◆受講費用： 楽器や教本で約10万円

子どもが通い始めた個人レッスンで聞
いた先生のトランペットの音色や印象
的な言葉に魅了され、毎回自分も立ち
会っていた。娘の音色が変わってくる
のを聞いて自分でもやりたくなり、楽
器と教本を購入。練習を始めた。

トランペット
四本さん

51歳

会社員

実施した習い事 子けいこパパになったきっかけ

子育てに役立っているか？

練習しなさいと言われても反発する娘
が、私が吹くと「こう吹くんだよ」と
自分から練習を始める。今は専門の高
校に進学。

子育て以外には役立つか？

自分の興味の幅が広がった。

レッスン立ち合いで音色に魅了された

子けいこパパはこんなパパ 実例③
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【ピアノ】子どもと一緒だと費用が
お得だった。（51歳・会社員）

【和太鼓】子どもが通所していた学
童保育で演奏しており、親子でする
ようになった。（50歳・自営）

子どもをきっかけに三大障壁をクリア！

【合気道】送り迎えの待ち時間を有
効利用するため（52歳・会社員）

【Webデザイナー】子どもたちに
触発されて自分の夢をかなえるの
もいいかなと思った。（37歳・自
営）

【ADHD(注意欠陥・多動性障害)
の勉強】子どもの行動トラブルが
あり、どうしてそのような行動を
とるのか知りたかったから。（46
歳・会社員）

【バレーボールの公式審判資格】
子どもが大会に出場するため（46
歳・会社員）

【英語】子どもに外国人の友達が
できた。（47歳・会社員）

お金の障壁をクリア！

時間の障壁をクリア！

やる気の障壁をクリア！ケイコとマナブ 父親の学びの障壁に関する調査（2016年） n=300
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ケイコとマナブ 父親の学びに関する調査（2016年） n=9,256

子けいこパパはリア充？？

仕事の満足度と夫婦仲についてアンケートをとったと
ころ、子けいこパパは学んでいないパパよりも満足度
が高く、夫婦仲も良いという結果に。

31.4 

17.3 

38.8 

44.2 

19.3 

23.3 

10.5 

15.1 

１年以内に学んだ

学んだことがない

満足している

どちらかといえば満足している

どちらかといえば満足していない

満足していない

Qあなたは今のお仕事の状況について、満足されていますか？最も近いものを一つお選びください。

（％）

子どもがきっかけで
1年以内に学んだ

子どもがきっかけで
学んだことはない

55.7 

38.2 

33.3 

42.8 

7.8 

10.4 

3.2 

8.6 

１年以内に学んだ

学んだことがない

夫婦仲は良い

どちらかといえば良い

どちらかといえば良くはない

夫婦仲は良いほうではない

Q現在のパートナー(妻)とのご関係について、最も近いものを一つお選びください。
（％）

子どもがきっかけで
1年以内に学んだ

子どもがきっかけで
学んだことはない
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子けいこパパが学んでよかったこと

子育て

私生活仕事

自分の能力開発につながった

【野外活動】仲間との協働、チームビル
ディング（の向上）（50歳・会社員）
【将棋】多角的にものが見られるように
なった（49歳・会社員）
【応用行動分析】部下の育成を心理面か
らも促せた（51歳・会社員）

癒される/ストレス解消

【ピアノ】精神的な安静をもたらせてくれ
ている（44歳・会社員）

人脈が広がった

【サッカーの審判】地域の子どもや父兄と
仲良くなった（44歳・会社員）

子育て／子どもの教育に役立った

【古典文学】子どもと一緒に学
び、競い合うことで子どもの成
績が上がった（54歳・会社員）

子どもとの絆が深まった

【英語の習得】子どもの
質問に答えられるように
なった（57歳・会社員）

【カウンセリング】子どもの気持ち
を共有できるようになった（38歳・
会社員）

【和太鼓】親子のコミュニ
ケーションが円滑になった
（50歳・自営）
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社会人学習領域における2017年予測

キーワード

子けいこパパ

「育児の時間」が「自分が楽しめる時間」に！
子育て参加をきっかけに、父親たちが学び始めた。

勤務時間の長さ、仕事での疲労、費用…
これまで、子育て世代の男性を
学習・自己啓発から遠ざけてきた高い障壁が、
子どもたちの学ぶ姿に触発されたパパたちによって、
今、崩され始めた！！
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