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News letter 

 

 

2021 年「漫画の日」に関する恋愛調査 

7 月 17 日は漫画の日！恋愛漫画みたいな恋がしたい。 

20~30 代女性の「憧れの恋愛を描いた漫画」トップ 2 は「君に届け」「逃げ恥」 

 憧れの恋愛漫画シチュエーションは「バックハグ」で 3 人に 1 人が支持！ 

実際にあった恋愛漫画シチュエーションは「頭ポンポン」！ 

結婚相手紹介サービスを提供する株式会社オーネット（東京都中央区 代表取締役社長：森谷学）

https://onet.co.jp/は、20~34 歳の独身女性 863 名を対象に、 7 月 17 日の「漫画の日」にちなんだ調査を実

施いたしました。 

本調査では、「憧れの恋愛を描いた漫画」「恋愛漫画みたいな理想のシチュエーション」「実際にあった恋愛漫画み

たいなシチュエーション」などを質問し、結果を分析いたしました。 

株式会社オーネットは、株式会社オーネットではコロナ禍の 2020 年、5,372 名の幸せな成婚カップル(*)が誕生

いたしました。引き続き、会員の皆さまのご成婚率 100％の実現にむけて、「新しい生活様式」への対応ととも

に、さらなるサービスの向上を実現し、当社サービスを利用されるすべてのお客さまに、幸せな結婚につながる

「いいめぐり逢い」を提供してまいります。 

(＊)成婚・・・会員同士で成婚することとなったとの退会届を当社に提出された状態のこと 
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＜トピックス＞ 

【１】20~30 代女性の「憧れの恋愛を描いた漫画」 

20~30 代女性の「憧れの恋愛を描いた漫画」のトップ２は『君に届け』『逃げるは恥だが役に立つ』だった。 

トップ 5 のうち、2 作品は学生が主人公の「学園もの」でピュアな恋に憧れる女性が多い模様。 

20 代女性は「恋つづ」、30 代女性は「逃げ恥」が最も人気の結果となった。 

 

【２】恋愛漫画みたいな理想の告白シチュエーション 

「恋愛漫画みたいな理想の告白」のトップ 2 は『「好き」とドストレートに告白』『「俺じゃダメ？」と控え

めに聞かれる』だった。 

 

【３】憧れの恋愛漫画シチュエーション 

「憧れの恋愛漫画シチュエーション」のトップ 2 は「バックハグ」「頭ポンポン」だった。 

 

【４】実際にあった恋愛漫画シチュエーション 

「実際にあった恋愛漫画シチュエーション」のトップ 2 は「頭ポンポン」「突然の手つなぎ」だった。理想

のシチュエーションで最も票が集まった「バックハグ」は、現実ではややハードルが高いものと考えられる。 

 

 

【１】20~30 代女性の「憧れの恋愛を描いた漫画」 

Q 憧れの恋愛を描いた漫画は？ 

◆総合ランキング 

全年代の総合ランキング首位は、王道の『君に届け』！ 

次いで『逃げるは恥だが役に立つ（※以下、逃げ恥）』『ヲタク

に恋は難しい』『恋はつづくよどこまでも（※以下、恋つづ）』

『アオハライド』が支持される結果となった。 

2 位以降は、近年映像化され話題になった作品に票が集まって

いる。 

「逃げ恥」はドラマ主演の新垣結衣さんと星野源さんの結婚で

一層の注目を集めている。 

『ヲタクに恋は難しい』は 2020 年に高畑充希さん・山﨑賢人

さん主演で映画化、「恋つづ」は 2020 年に上白石萌音さん・佐

藤健さん主演でドラマ化された。 

トップ 5 のうち『君に届け』と『アオハライド』は主人公が高

校生の「学園もの」だった。20~30 代を対象にした調査だが、

学生のような真っすぐな恋愛に憧れる女性が多いことがうかが

える。 
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◆年代別ランキング 

 

年代別の回答を見ると、『君に届け』は全年代に共通して人気であることがわかった（20 代は 1 位、30 代は 2

位）。 

20 代の支持が高い「恋つづ」は 30 代ではトップ 10 以下だった。職場恋愛を扱った「恋つづ」に憧れる 20 代

女性が多い一方、経験を積んだ 30 代女性の中には冷静な目で見てしまう人も多いと考えられる。 

また 20 代後半以降に人気の『NANA』は 20 代前半のランキングトップ 10 以下だった。連載がスタートした

2000 年当時、20 代前半は 0~3 歳であり、馴染みが薄い人が多いものと考えられる。 
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【２】恋愛漫画みたいな理想の告白シチュエーション 

Q 恋愛漫画みたいな理想の告白は？ 

「恋愛漫画みたいな理想の告白」について質問したところ、『「好き」とドストレートに告白』が 34.9%で最も

多い結果となった。 

次いで『「俺じゃダメ？」と控えめに聞かれる』が 17.4%、『「好きなんだよ、気づけよ」と切実な声で言われる』

が 16.9%、『落ち込んでいるとき、「俺にしとけよ」と言われる』が 16.3%、『「俺のこと好きになればいいのに」

と絞り出すように言われる」』が 14.8%、『「俺のこと好きでしょ？」と S っぽく聞かれる』が 8.0%、『「好き

だ！」と叫ぶ』が 6.0%の結果となった。 

以上から、「好き」とシンプルな告白を好む女性が最も多いことがわかった。少女漫画の定番「ド S」は現実にお

いては支持率が低く、「やや低姿勢な告白」や「切実な告白」を好む人が一定数いることがわかる結果となった。 

 

また「理想の告白」は年代による回答の差がほとんど見られなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
＜その他の回答＞ 
・漫画と実際では理想が違います（女性 21 歳） 
・喜べ貴様が選ばれた（女性 24 歳） 
・真面目にお付き合いを申し込む（女性 28 歳） 
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【３】 憧れの恋愛漫画シチュエーション 

Q 恋愛漫画みたいな理想のシチュエーションは？ 

 
「恋愛漫画みたいな理想
のシチュエーション」を
質問したところ、「バック
ハグ」が 33.6%で最も多
く、約 3 人に 1 人に支持
される結果となった。 
 
次いで「頭ポンポン」が
29.9%、「突然の手つな
ぎ」が 21.0%、「お姫様
だっこ」が 7.8%、「相合
傘」が 7.0%だった。 
（6 位以下はグラフ参照） 
 
 
 
 
 

＜その他の回答＞ 
・食パンを食べながら走っていたら、曲がり角でイケメンとぶつかる(女性 21 歳) 
 

【４】 実際にあった恋愛漫画シチュエーション 

Q 実際にあった恋愛漫画のようなシチュエーションは？ 
 
「実際にあった恋愛漫
画のようなシチュエー
ション」は「頭ポンポン」
が 25.0%で最も多く、
約 4 人に 1 人が「頭ポ
ンポン」経験者である
ことがわかった。 
 
次いで「突然の手つな
ぎ」が 16.9%、「バック
ハグ」が 15.2%、「相合
傘」が 11.1%、「お姫様
だっこ」が 9.0%の結果
となった。（6 位以下は
グラフ参照） 
 
 
 

理想のシチュエーションでは「バックハグ」を希望する女性が最も多いが、男性にとっては「頭ポンポン」や「手
つなぎ」の方が実行ハードルが低いものと考えられる。 
 
＜その他の回答＞ 
・腕をグイっとされて行くなよ(女性 30 歳) 
・急にハグ(女性 23 歳) 
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 － 調 査 概 要 － 
■調査名：   漫画の日に関する調査 
■調査地域：  全国 
■調査対象：  20 歳～34 歳の未婚女性 
■調査方法：  インターネットを利用したクローズ調査 
■調査日：    2021 年 6 月 14 日（月）～7 月 1 日（木） 
■調査主体：  株式会社オーネット 
■サンプル数：女性 863 人  
※ 表記の無い場合の単位は％です。 調査結果の数値は小数点第 2 位以下を四捨五入しているため、合計で
100％にならないことがあります。 
※ 出版物・印刷物等、本資料をご使用になる場合には、“結婚相手紹介サービス「オーネット」調査”と明記くだ
さい。その際にはオーネット広報グループ宛に連絡いただきますと幸いです。 
※ことぶき科学情報 
第 1 回発行は、VOL.1 1996 年 01 月「新成人の恋愛･結婚観／団塊ジュニアの意識調査」です。 
ことぶき科学情報では、新成人の恋愛・結婚に関する意識調査をはじめ、各年代の未婚・既婚男女の 
恋愛・結婚に関する意識調査を様々な角度から行い、その結果をリリースしています。 
ニュースリリースページ  https://onet.co.jp/company/release/ 
 
■■株式会社オーネット 会社概要■■ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

結婚相手紹介サービス 株式会社オーネット 
◎「データマッチング」、「WEB による検索」、「写真による検索」、「パーティー・イベント」、「お引き合わせ」など、

豊富な出会いの機会をご提供します。 

◎専任の結婚アドバイザーによる手厚いサポートを通して、結婚にむけたさまざまなニーズにお応えいたします。 

また、男女 45 歳以上を対象にした中高年専門の＜オーネット スーペリア＞を運営し、結婚のみにこだわらない、

さまざまなかたちのパートナー探しを実現するための大人の出会いの機会をご提供しています。 

 

・代表者：代表取締役社長 森谷 学 

・設立：1980 年 4 月 株式会社オーネットの前身となる株式会社オーエムエムジー創立 

        ※2020 年 4 月、オーネットは創立 40 周年を迎えました 

・沿革：2007 年 12 月 楽天グループに事業承継、株式会社オーネット設立 

2018 年 12 月 親会社が楽天株式会社よりポラリス・キャピタル・グループ株式会社関連会社に変更 

・本社所在地：〒104-6222 

東京都中央区晴海一丁目 8 番 12 号 晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーZ 22 階  

 

＜公式ホームページ＞ 

オーネット          https://onet.co.jp/ 

オーネット スーペリア      https://onet.co.jp/superior/ 

オウンドメディア「おうね。」 https://oune.info 

https://onet.co.jp/company/release/
https://onet.co.jp/
https://onet.co.jp/superior/
https://oune.info/

