2020 年 11 月 5 日
株式会社ベネッセホールディングス
代表取締役社長 安達 保

全国 15 万人超が利用する「ベネッセ 教育情報フォーラム」

中 1・中 2 向け 47 都道府県別「高校入試セミナー」を
各地域に根差した全国 27 の塾・教室と共同開催
～地域に根差した入試情報・学習対策をオンラインセミナーで提供～
株式会社ベネッセコーポレーション（本社：岡山市、代表取締役社長：小林仁、以下：ベネッセ）」は、新型コロナウイルス
感染症による影響で、例年とは異なる状況で勉強と向き合う受験生の困り・悩みを解消する目的で、無償サービス「ベネッセ 教
育情報フォーラム」を 9/2(水)より開始しています。この度、取り組みに賛同いただいたベネッセ提携パートナー塾と共同で、中 1・
中 2 生と保護者の方向け 47 都道府県別「高校入試セミナー」を「ベネッセ 教育情報フォーラム」の中で 11/7 より実施するこ
とをお知らせします。

入試セミナーを共同開催するベネッセ提携パートナー塾

9 月に実施したオンラインセミナーに参加いただいた方からは中学生向けセミナーで 96%、高校生向けセミナーで 92％と、高い
満足度をいただくことができており、「こういった保護者向け説明会がないので視聴できてよかった」「オンラインなのに私がした質問に
答えてくれて嬉しかった」など、多くの嬉しいお声をいただいています。
さらに、今回のセミナーと合わせて、中 1・2 の方向けに、都道府県別
の高校入試傾向と対策法や受験勉強のコツがわかる情報誌を無料で
ご提供します。以下 URL からお申し込みいただけます。
https://benesse.jp/kyouiku/kyouikukaikaku/shiryou/
今回のベネッセ提携塾との連携を機に、地域に根付いた塾・教室か
ら、地域ならではの入試情報や学習対策法などをセミナーの中で提供し
てまいります。みなさまの受験勉強や志望校選びに、お役立てていただ
けますと幸いです。
※一部エリアはベネッセ単独開催となります。ご了承ください。
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中 1・2 向け 高校受験情報誌 (無償提供)

◆株式会社ベネッセコーポレーション 塾連携事業責任者 大島一秀 からのコメント
9 月に開催いたしましたオンラインセミナーでは、各地域の皆様から強い不安感や悩みをご質問やフリーアンサーでいただきまし
た。その中では、地域ならではの課題も多く、この問題を解決するためには、各地域において豊富な指導ノウハウがあるベネッセの
提携パートナー塾のご協力をいただくことが最善だと思いました。どの塾も「ぜひいっしょに子どもたちの支援をしたい」と快諾いただ
き、今回の企画となりました。
今の中学１、２年生は次年度より新教育課程に移行する学年です。全体傾向をベネッセより、各地域の高校入試に向けた
対策と学習のポイントを提携パートナー塾よりお話しさせていただきます。高校入試に向けて、何をやらなければいけないかを整理
する機会になれば幸いです。

◆教育セミナーを共同開催するベネッセ提携パートナー塾一覧
都道府県

塾名

教室数

URL

北海道

札幌進学プラザ

60

https://www.sapporo-plaza.jp/

青森

進学プラザグループ

2

https://shin-pla.co.jp/aomori_top/

岩手

M進

25

https://www.mcs2u.com/

秋田

EISU グループ

12

http://www.akita-eisu.com/

宮城

進学プラザグループ

55

https://shin-pla.co.jp/

山形

進学プラザグループ

7

https://shin-pla.co.jp/yamagata_top/

福島

進学プラザグループ

7

https://shin-pla.co.jp/fukushima_top/

茨城

思学舎

52

https://shigakusha.com/

栃木

開倫塾

73

https://kairinjyuku.jp/

群馬

うすい学園

14

https://www.usuigakuen.co.jp/

埼玉

スクール２１

55

https://www.school21.jp/

千葉

東葛進学プラザ

11

https://www.tksplaza.jp/

長野

信学会

26

http://shingakukai.or.jp/

新潟

NSG 教育研究会

33

https://www.nsg-edu.com/

富山

富山育英センター

23

https://www.toyama-ikuei.com/

石川

東大セミナー

19

https://www.tohsemi.com/

福井

福井育英センター

2

https://www.fukui-ikuei.com/

愛知

野田塾

64

https://www.nodajuku.co.jp/

岐阜

SHIMON GROUP

93

http://www.shimonjuku.com/

滋賀

おうみ進学プラザ

18

https://omi-plaza.com/

京都

京進

64

https://www.kyoshin.co.jp/

大阪

開成教育グループ

289

https://www.kaisei-group.co.jp/

兵庫

開進館

28

https://www.kaishinkan.net/hyogo/

奈良

アップ教育企画 個別館

45

https://www.kobetsukan.jp/

和歌山

GES

10

https://ges1976.com/

岡山

岡山の教育を考える会

90

http://kangaeru-kai.main.jp/juku_info.html

香川

寺小屋グループ

3

https://www.terakoyagroup.com/

愛媛

寺小屋グループ

41

https://www.terakoyagroup.com/

徳島

寺小屋グループ

4

https://www.terakoyagroup.com/

福岡

学思館

11

https://www.gakushikan.online/

熊本

熊本ゼミナール

32

https://www.kumazemi.jp/

鹿児島

進学塾 MUGEN

8

https://s-mugen.net/
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―以下、9/2(水) 「ベネッセ 教育情報フォーラム」リリースより再掲―
株式会社ベネッセコーポレーション（本社：岡山市、代表取締役社長：小林仁、以下：ベネッセ）」は、新型コロナウイルス
感染症による影響で、例年とは異なる状況で勉強と向き合う受験生の困り・悩みを解消する目的で、無償サービス「ベネッセ 教
育情報フォーラム」を 9/2(水)より開始いたします。第一弾のコンテンツとして、高校・大学受験に関する最新情報や受験対策法
を解説する「入試セミナー」を開催。中学３年生向けには、47 都道府県別に、各地域に合わせた受験戦略を解説します。
また、「ベネッセ 教育情報フォーラム」の専用アプリでは、セミナー視聴や最新入試情報を受け取ることができ、中 3・高 3 の学
習を支援する「受験対策教材」の無償提供も行ってまいります。

▲「ベネッセ 教育情報フォーラム」(アプリ)

▲受験対策教材 (中 3 生・高 3 生向け)

おん
「ベネッセ 教育情報フォーラム」の新規サービス開始の背景には、中
3 生 515 世帯・高 3 生 515 世帯の計 1030 世帯を
対象に 8 月に実施した「コロナ禍における受験生影響調査」があり、そこで明らかになった受験生が抱える困り・悩みに対し、解
決の糸口になるようなサービス・アプリの設計を行いました。

「コロナ禍における受験生影響調査」サマリ
・受験生の約 7 割がコロナが受験勉強や志望校選びに影響

最新入試情報・受験セミナーの提供 (アプリ)
・中 3 生向け 47 都道府県別高校入試セミナー

・「志望校を決定するための情報が足りない」と感じる
受験生が昨年に比べ約 9％増 ※中 3 生・高 3 生本人が回答

・高 3 生向け 全国 8 エリア別大学入試セミナー
・チャットでの進路個別相談(10 月頃開始予定)
受験対策教材の無償提供

・受験生の校外学習費が昨年比で月あたり 8 千円減

・中 3 生向け 入試直前 FINAL (理科・社会)

※中 3 生・高 3 生保護者が回答

・高 3 生向け 共通テストトライアル
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＜ベネッセ 教育情報フォーラム サービス概要＞
① 最新入試情報・受験セミナーの無償提供 (アプリ)
47 都道府県別高校入試セミナー
・都道府県ごとに出題傾向が異なる高校入試情報を都道府県別に提供
・セミナー中に受講者から頂いた質問に講師が回答します

全国 8 エリア別大学入試セミナー
・大学入試情報を全国 8 エリア別にオンラインライブセミナー形式で提供
・セミナー中に受講者から頂いた質問に講師が回答します

最新の受験情報ニュースの提供
・コロナ影響で今後も変更の可能性がある「受験情報」「入試情報」について、
最新情報を迷わず一括で閲覧していただけるよう、アプリで最新ニュースを配信

② 受験対策教材の一部無償提供
中 3 向け・入試直前 FINAL(理科・社会)の提供
今年は休校影響により、短期間で全教科の受験勉強を進めていく必要があります。
その中でも、特に後回しになりがちな理科・社会の受験対策教材をお届けします。
・約 50 年の中 3 生指導歴を元に、入試に出やすい問題を分析・厳選
・紙でのお届けになります(郵送)
・9/2 本日より、以下 URL よりお申し込みいただけます
https://kou.benesse.co.jp/lp/ouen_cp/
※申し込み多数の場合は、途中で受付を停止させていただく場合もございます

高 3 向け・共通テストリハーサル模試の提供
大学入試センターが実施した試行試験や出題方針を進研ゼミ高校講座が分析して
作成した予想問題から、共通テストの特徴的な問題を抜粋して提供します。
・英数国教科対応 (リスニング含む)
・紙でのお届け(郵送) or PDF でのダウンロードからお選びいただけます
・9/2 本日より、以下 URL よりお申し込みいただけます
https://benesse.jp/kyouiku/kyouikukaikaku
※申し込み多数の場合は、途中で受付を停止させていただく場合もございます

「ベネッセ 教育情報フォーラム」アプリは以下 URL よりダウンロード可能です (9/2 より)
https://benesse.jp/kyouiku/kyouikukaikaku/
・対応 OS iOS OS 11～13、Android OS 6～10
※一部端末においてはメーカーの特殊処理によって正常に動作しない場合あります。
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＜「コロナ禍における受験生影響調査」 結果詳細＞
対象者:全国の中学 3 年生・高校 3 年生、昨年度現役合格した高校 1 年生・大学 1 年生(本人・保護者)
有効サンプル数:計 2060 サンプル (中 3・高 1・高 3・大 1 それぞれ 515 サンプルずつ)
調査実施時期:2020 年 8 月
調査方法:インターネット調査

受験生の校外学習費が昨年比で月あたり 8 千円減
中 3 生・高 3 生とも、8 月の 1 か月あたりの校外学習費用が約 8,000 円程度減少。コロナ影響により塾が休校したことや、
世帯年収減の傾向などが影響していると考えられる(数値は回答者の平均値)。

2 人に 1 人が「志望校決定のための情報が不足」と感じる
8 月度の比較として、昨年に対して「志望校を決定するための情報が
足りない」と感じる方が、中 3 生で＋8.7pt、高 3 生で+8.9pt の増加
がみられた。コロナ影響によるオープンキャンパスの中止や、高校・大学見
学の機会が減ったことが影響していると考えられる。

「コロナ影響で受験勉強や志望校選びに支障」約 7 割
今年度の中 3 生の 69.7%、高 3 生の 73.0%が新型コロナウイルスの影響で受験勉強や志望校選びに支障が出ていると
回答している。フリーアンサーでも回答が多い「授業時間の減少」「模試の減少」「オープンキャンパスへ行けない」ことが支障につな
がっていると考えられる。

フリーアンサー回答者の約 4 割が
「休校による学習の遅れ」に言及
「コロナ禍での困りごと」についてフリーアンサー形式でいただいた
回答を分析すると、42%が「休校による学習の遅れ」に言及して
おり、26%の方が「オープンキャンパス・学校見学ができない」こと
に言及していた。フリーアンサーからも、今年の受験生はコロナ影
響を受け、学習面・受験情報面での不安が大きいと見られる。
※フリーアンサー詳細は添付資料にて記載
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回答
休校による学習の遅れ
オープンキャンパス・学校見学ができない
受験日などの日程変更
模試が受けられずに自分の学力がわからない
コロナ感染の不安
やる気が出ない
漠然とした不安感
その他
合計

人数
161
98
29
16
14
11
11
36
376

割合
43%
26%
8%
4%
4%
3%
3%
10%
100%

◆ベネッセ 教育情報フォーラム セミナー責任者 相武貴志からのコメント
新型コロナウィルスの影響により、複数の都道府県で公立高校入試の出題範囲の削減が決まり、大学入試の日程、出題等
への配慮・変更に関する発表が続くなど、例年とは異なる状況に受験生が置かれています。8 月に弊社で行った調査結果におい
ても、「休校による学習の遅れ」や「進路決定するための情報が不足している」という声が多く見られ、受験生が入試に対して不安
を感じていることがわかります。そこで、受験生の不安や悩みを少しでも解決し、高校・大学など未来への一歩を進む後押しができ
ればと思い、今回「ベネッセ 教育情報フォーラム」の開催を急遽決定いたしました。中学生向けには長年の高校入試問題分析
に基づき厳選された「入試直前 FINAL」を、高校生向けには 2021 年から始まる大学入学共通テストの対策ができる「共通テ
ストリハーサル模試」を、無償で提供します。また、受験勉強や志望校選びにお役立ていただけるよう、オンラインによる入試セミナ
ーも開催いたします。中学生は 47 都道府県別に、高校生は 8 エリア別に開催させていただきます。みなさまの受験勉強や志望
校選びに、ぜひ役立てていただけますと幸いです。
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