
２０１６年６月２０日発行 Freewillトータルエデュケーション

◆教室の様子◆ ◆お知らせ◆

１．定期試験について １．保護者会のご案内

２．６～７月の予定 ２．夏期講習のご案内

◆ご報告◆ ◆お楽しみコーナー♪◆

１．理科実験教室 １．子育て講座

２．理社マラソン ２．今月の頭の体操！

§１．定期試験について
５月末に三学期制の中学校・高等学校の中間試験がありました。たくさんのお子さんが講

師陣の呼びかけや、自主的な取り組みとして、自習に来てくれました。その試験勉強では、

みんな多くの問題を解き、わからない問題を質問してくれるなど、積極的に頑張ろうとする

姿を見ることができて、我々講師も大変励みになっております。それとともに、より一層生

徒にかける想いも強くなり、熱い気持ちを持って接しております。

６月の中旬から７月の上旬にかけては二学期制の中学校の中間試験、三学期制の中学校・

高等学校の期末試験が始まります。今からコツコツと提出物を終わらせるように心がけま

しょう。余裕をもって試験勉強をすることで問題演習量を増やすことができ、点数ＵＰにつ

ながります。

お子さんとのコミュニケーションとして、試験前のこの時期に目標について話し合ってい

ただければ幸いです。具体的な目標を決めることで、お子さんのやる気が上がり、自ら行動

するようになります。それを明確にできるのが定期試験です。年に４～５回しかチャンスは

ありませんので、この機会を見逃さずにご家庭でも目標についてぜひとも話してみてくださ

い。

どの学年もテストの経験が次回に向けてのバネとして、また自信として繋がっていくよう、

我々講師も精一杯サポートさせていただきますので、今後ともよろしくお願いします。

＜恵比寿校＞

＜世田谷校＞

良い緊張感の中授業を行っています！

どの学年も真剣に授業を受けてくれました！集中力が素晴らしかったです！ 本気で問題と向き合っています！

集中して自習してくれています☆ 生徒の自習は真剣そのものです！！

Freewillからのご報告
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　　通常授業終了
　　夏期講習開始

　　　世田谷中３入試ガイダンス

　　　第二回理科実験教室

６月

７月

備考

　　　恵比寿中３入試ガイダンス

　　　　保護者会

保護者面談

期間

各中学校

定期試験

実施

Freewill学習塾オフィシャルブログ、

随時更新しています☆
URL ： http://ameblo.jp/freewill-total-education/

各イベントのご報告はもちろん、

普段の,授業の様子や，今後のお知らせ等も掲載しています!!

夏期講習

いよいよ、定期試験が目前へと

迫って参りました。ご家庭でのお子

さんの様子はいかがでしょうか？

塾では、どの日も自習に来てくれ

る生徒の姿が見られ、活気が出てき

ております。期末試験ということで、

科目数が多かったりと、いつもより

早く試験対策を始める子も多く見ら

れます。

各授業においても、試験までの残

り日数や授業回数を常に意識し、そ

れぞれの目標に向けて頑張ってくれ

ています。

日々の部活に加え、体育祭や運動

会もあり忙しいこの時期でしたが、

学習での努力の成果を、しっかりと

発揮して欲しいと思います。

我々講師たちも全力でサポートし

ます！！

定期試験に

突入です!!
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§２．６～７月の予定

各高校

定期試験

実施

登録簡単！



随時更新しています☆
education/

授業の様子や，今後のお知らせ等も掲載しています!!

ております。期末試験ということで、

Freewillからのお知らせ

§§１．保護者会のご案内
いよいよ、本格的に受験対策を行う夏休みが目前へと迫って参りました。前期中間・１学期中間試験に

おいて、様々な結果があったかと思いますが、これからが本番です。この夏をどう過ごすかで、志望校合

格への道が決まるといっても過言ではありません。

思春期という多感なこの時期、周りの大人の一言で子どものやる気、そして姿勢は左右されます。親が

高校受験の仕組みをしっかり知り、サポートをしてあげることで、良い関係を築きながら受験を乗り越え

ることができます。その方法をお伝えいたしますので、保護者の方はぜひご参加をよろしくお願いいたし

ます。

〇高校入試の仕組み&攻略法！！

〇中３受験生の夏休みの過ごし方とは？

〇学力向上の実現！～Freewill式自立型学習の中身とは～

〇究極の夏合宿「受験必勝マインド」in尾瀬 合宿説明会

高校入試ガイダンス

６月２５日（土）に保護者会『高校入試ガイダンス』を開催いたします。 【具体的な入試情報】を保護者の皆

様に詳しくお伝えいたします。

原則として、中３の保護者様全員にご出席していただきますようお願い申し上げます。皆様のご出席をお待

ちしております。

§２．夏期講習のご案内
Freewill学習塾の夏期講習では、復習・予習の両方を合わせてカリキュラム作成をしてお

ります。復習では今までの苦手な分野や単元をなくし、予習にて夏休み以降に「学校の

授業がわかる！」「自信がついた！」となれるような先取りをしています。

また、受験生は１～２年生の復習ができる最後のチャンスです。志望校合格のために

も非常に大切な期間ですので、夏期講習を是非ご活用ください。

詳しくは保護者面談にてお配りしております「夏期講習のご案内」をご覧ください。

ご不明点等ございましたら、いつでも教室にお電話ください。

夏期講習日程

７月２２日（金）～８月３０（火）

締め切り ６月２４日(金）

お問合せ

開催場所

０３-３７６０-０２９１ ０３－５７１２－３０３３

〒150-0022
　渋谷区恵比寿南2-24-9
　恵比寿校２Ｆ

〒154-0001
　世田谷区池尻1-10-8
　瓢亭ハウスＢ１Ｆ

恵比寿校 世田谷校

６月２５日（土）
１０：００～１１：３０

６月２５日（土）
１３：００～１４：３０

日時



Freewillからのご報告

§１．理科実験教室のご報告
先日の６月１日に開催しました「うごくスライム」の様

子です。

みんなとても真剣に、そして楽しそうに実験をしてくれ

ました！参加してくれたお子様は、どのようにスライムが

動くのか興味津々でした！！

先生の説明も真剣に聞い

てくれています。

集中力がすごいです！

そして、今回のうごくス

ライムのは、「砂鉄」が

ポイントだったんです

ね！

○今回はアイスクリームを作り、実験をします

○しかも冷凍庫を使わない、魔法のアイスクリーム！

○もちろん、その場でおいしく食べられます☆

こんなものが、作
れるぞい。

「持って帰っていい？」「もっ

と作りたい」「家でもできる

の？」と好奇心をみなぎらせて

くれていました。

次回の実験はアイスクリーム作りで

す。冷凍庫を 使わずに簡単に作るア

イスクリームをマイナスの温 度の世

界を体感しながら作っていきたいと思

います。

好奇心旺盛な小学生の時期に色々な

ものに触れ、 興味を持ち、考える力

を養えればと思いますので、 是非ご

参加ください。

塾生以外のお子さんも参加可 能で

すので、ぜひお友達を連れてきて、み

んなで楽 しみましょう♪

第二回理科実験教室のご案内

砂鉄が入ったスライムを磁石で

動かすと、「うごく」仕組みに

なっているんです！！

みんなスライムに磁石をつけた

り話したりしていました。

「うごくスライム」を通じ

て、お子様の興味や関心の

成長が見受けられた理科実

験教室でした。

さて、次回は…



§２．理社マラソンのご報告
この度世田谷校舎では、定期試験対策の

新たな試みとして、理科・社会で確実に80

点分を頭と心と体に焼き付ける理・社マラ

ソンを開催しました！

理科・社会の出題頻度の高い問題を次か

ら次へと繰り返し解きまくり、定期テスト

で高得点を獲得するイベントです。

【理社マラソン5つのポイント】
・Freewillが提供する頻出問題が手に入る！

・同じ学校の仲間と一緒だから安心して勉強できる！

（友達誘ってＯＫ！！）

・参加費用が無料！

・Freewill学習塾に通ってなくても参加できる！

密度の高い時間割で、徹底して演

習を行います。

お昼後の時間帯でもこの集中力。

試験に向けて意気込みが感じられ

ますね！

もちろん、ただ解かせるだけでな

く、問題の解説も丁寧に行い、生

徒に合わせた補足プリントも＋α

で配布しております。

長丁場でしたが、時間が経つのが

はやいと言ってくれたのは、集中

して取り組んでくれた証拠です！

次は君が80点以上を目指す番だ！！

次回予告 世田谷校舎のみ

６月２５日（土）１０：００～１７：００

＊定員になり次第、締め切らせていただきます。

§



Ｆｒｅｅｗｉｌｌ流文武両道のすゝめ
Ｆｒｅｅｗｉｌｌ学習塾では、お子さんの習い事や部活動を応援する姿勢を取っています。

なぜなら、子どものうちに、自分の可能性や限界を狭めてしまうのはもったいないからです。

また、ハードな学習とともに、好きなこともハードにやることで両方が伸びる可能性も十分にあります。

自分でやると決めたことをやり抜く力を伸ばすことになるからです。

これに加えて、「やりきった感」や「本気で努力して頑張った経験」を持たせてあげることもできます。

授業がわかれば時間ができる
私たちは塾で「勉強以外の時間の増やし方」を身につけてほしいと考えています。

「学校の授業がわからない」と言う子ほど、授業中に寝ていたり、友達と話したりして、その時間を無駄

に使っているのです。授業を聞いていなければ、ついていけないのも当然です。だから、放課後塾に来るの

はとてももったいない時間の使い方です。

Ｆｒｅｅｗｉｌｌ学習塾は受験対策に加え、学校の授業がわかるようになることも大切にしています。そ

のため学校の授業の内容を先取りするカリキュラムを立てています。もちろん、１週間の中でたった週２回

の塾の授業だけでは成績は上がりません。ですが、学校の授業がわかれば子供は授業を聞くのです。「わか

る」という感覚がが持てれば、授業に参加し、授業中に集中するようになります。塾に「わからないから来

る」から、「わかりたいから来る」に変わるのです。

これはつまり、子どもの学習意欲を高めて、「自律」を促すことでもあるのです。

学校の課題にかかる時間が浮いて時間ができれば、勉強以外のいろいろな経験をすることもできます。時

間が「増え」、効率的に利用できるのです。内申が大事な高校受験においては、合格への近道キップを手に

入れることができ、勉強ができれば部活をやめさせられる心配もありません。つまり、授業がわかれば、内

申がよくなり、自律ができれば時間が増え、部活もできるようになるのです。

お楽しみコーナー♪

§１．子育て講座 ～エールを送れば両方伸びる～

§２．今月の頭の体操！
今月はこちらの二問を出題！！

？に入る数字と図形を答えてね！

ヒント：漢字に直して書いてみよう！ヒント：計算式に何かを付け足してみよう！


