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■理科実験教室のご報告

・冬期講習のご報告

■大学入試センター試験特訓のご報告

・保護者面談のお知らせ

■中学準備講座、高校準備講座のお知らせ

■定期テスト成績優秀者

■子育て講座・頭の体操

■新年のご挨拶

厳寒の候。いかがおすごしでしょうか。昨年は大

変お世話になり誠にありがとうございました。本

年もどうぞ宜しくお願いいたします。また、皆様

におかれましても、実りの多い充実した１年とな

りますよう心より願っております。

なによりもお子さまが、勉強はもちろんのこと、

部活や習い事でも、より上を目指し楽しんで過ご

せるように、我々もより一層力を尽くしてまいり

ます。そして、お子様が目指すべき目標が達成で

きるよう、しっかりサポートしてまいります。

また、受験生は入試がいよいよ間近になってきま

した。目標に向かって一生懸命努力してきたこと

が、自身の糧になり、自信になります。最後まで

諦めず、気を抜かずに全力で受験に向き合ってい

きましょう！

１月１１日（金）に受験生の皆の頑張りが良い結

果につながるよう、湯島天神へ合格祈願に行って

参りました！全校舎それぞれ絵馬に今年の受験生

へメッセージを書き、「志望校合格」を願いまし

た。残りわずかの受験生活、一緒に頑張りましょ

う！

■１～２月の予定

8 火 　　休校
9 水 　　通常授業開始
10 木
11 金
12 土 　　入試特訓（大学受験）
13 日 　　入試特訓（高校受験）
14 月 　　授業あり　　　
15 火
16 水
17 木
18 金
19 土
20 日
21 月
22 火
23 水
24 木
25 金
26 土 　　入試特訓（高校受験）
27 日
28 月
29 火
30 水
31 木
1 金
2 土
3 日 　　入試特訓（高校受験）
4 月
5 火
6 水
7 木
8 金
9 土
10 日 　　私立高校入試開始、入試特訓（高校受験）
11 月 　　授業あり　　　
12 火
13 水
14 木
15 金
16 土
17 日 　　入試特訓（高校受験）、理社マラソン（中目黒校）
18 月
19 火
20 水
21 木
22 金 　　都立一般入試

23 土
期末試験 原外中 2/23-27、
理社マラソン（恵比寿校・世田谷校）

24 日

25 月
期末試験 日野学園中 2/25-26, 中央中, 東山中, 第一中,
松濤中, 富士中, 駒留中 2/25-27

26 火
期末試験 広尾中, 御成門中 2/26-27, 鉢山中, 大鳥, 高陵
中 2/26-28

27 水 期末試験 三宿中 2/27-3/1、理科実験教室（世田谷校）
28 木

2
月

1
月

中学３年生

生徒面談

（1/7～1/11）

生徒面談

（1/14～１/25）

保護者面談

（1/28～２/15）

中学３年生

保護者面談

（1/21～1/25）

合格祈願に行ってきました！



■第３回読書感想文のご報告
１１・１２月に行った第３回小学生向け読書感想文のイ

ベントでは、宮沢賢治と星新一の短編集に挑戦してもら

いました。いつもの日常から離れた新しい世界を楽しむ

ことができたでしょうか？多くの生徒さんが感想文を提

出し、模造紙を完成させてくれました。また、各校舎で

発表を実施いたしました。

読書感想文は面倒だから嫌だと初めは言っていた生徒さ

んも、先生から今回の本のあらすじを聞いたり、感想

文・模造紙の書き方のサポートを受けて、期日までに一

生懸命作成に励んでくれました。発表会でも、自分の発

表をわかりやすく丁寧に話すだけでなく、他の人の発表

を一生懸命に聴き、良かった点をお互い伝え合うことが

できました。

また、発表会の最後に感想を書いてもらい、その中には

「読解力が今までよりも上がったと思う。」

「もう少し早くから本を読み始めれば、もっと内容

を深く読めたと思う。」
などのようなコメントがありました。

模造紙の作成まで行うのは本当に大変だと思いますが、

この一つ一つの頑張りが、将来社会で活躍するための思

考力や表現力を育てていくのだと考えております。

■第４回読書感想文のお知らせ

読書を通じて、今まで自分が

知らなった世界へ足を踏み入

れていきましょう！

☆ 3～６年生向け

・ライオンと魔女―ナルニア国ものがたり〈1〉(岩波少年文庫) C.S.ルイス著

・竜の巣 (ポプラポケット文庫) 富安 陽子著

☆５・６年生向け

・海底二万マイル (ポプラポケット文庫)ベルヌ著

・バンビ――森の、ある一生の物語 (岩波少年文庫) フェーリクス・ザルテン著

第4回の読書感想文の本は、動物が登場する作品を選びまし

た。実際に生きている動物だけでなく、龍や怪物などが登場

する作品も含まれています。テーマパークでアトラクション

になっていたり映画化されている物語もありますので、興味

を持って読んでもらえるのではないかなと考えております。

保護者の方には、本の購入や図書館で本借りるお手伝いをお

願いいたします。詳しくは、お配りする読書感想文のお手紙

をご参照ください。

模造紙は、みんな力作ばかりです。

物語の世界に引き込まれそうなほど

迫力のある絵やカラフルで素敵な絵

を書いてくれました！

発表会の様子です。みんな、堂々

と自信を持って話すことができま

した！

発表会の集合写真です。発表会を通

じて、他の生徒さんが発表した本に

興味を持ったり、考え方の違いを学

ぶことができました。



■理科実験教室のご報告
第４回理科実験教室を12月5日に世田谷校で、12月

12日に恵比寿校・中目黒校で開催しました。多くのお

子さんにご参加いただき、とても賑やかな実験教室とな

りました。

今回はクリスマスバージョンということで、溶けない雪

をまとったクリスマスツリーをみんなで作りました。雪

の結晶が徐々に出来てくる様子だけでなく、雪を作る過

程で起きた化学反応にも、たくさんのお子さんが驚いて

いました。

自分一人で作ったオリジナルクリスマスツリーに、みん

な大変喜んでいました♪ご参加いただきありがとうござ

いました！

■冬期講習のご報告

みんなよく頑張りました！

12月22日～1月7日の期間にて冬期講習を行いました。

受験生はもちろん、その他の学年の生徒も寒さに負けず元

気に笑顔で通ってくれました。年末年始5日間のお休みで

は「お正月宿題」にも取り組んでもらい、自学自習の習慣

をつけてもらいました。冬休み中にも関わらず、とてもよ

く頑張ってくれたと思います。

受験生たちは、入試レベルの問題を扱い、各教科を着々

と仕上げていきました。他学年も、これまで学習してきた

重要単元の総復習をし、知識の整理を行いました。

貴重な休みの時間を割いて確保した学習時間は、確実にみ

なさんの学力につながっています。自信をもって、今年

度のこりわずかな期間を駆け抜けましょう！

～集合写真～

恵比寿校 中目黒校世田谷校

中目黒校の様子です。冬期講習用

のFreewillオリジナルテキストを使

い、これまでの知識を細部まで確

認しました。

恵比寿校舎２階の高校部の様子で

す。冬の寒さを吹き飛ばすほどの

熱気にあふれていました！

液体が段々

冷たくなっ

てる！これ

が雪になる

のかな～？

わあ！液体を

つけただけな

のに、結晶が

できてる！

実験成功！

白い雪の結晶

がたくさんで

きたよ♪



■大学入試センター試験特訓のご報告

大学受験個別指導部では、１月１９日（土）・２０日

（日）に行われるセンター試験に向けた講座を開講して

おります。センター試験を目前に控え、１月１２日

（土）に最終回を開催いたしました。

夏休みにインプットして得たものを本番での点数につな

げるためには、多くのアウトプットが必要になります。

この講座ではセンター試験の予想問題で演習を行い、ア

ウトプットの量を確保しています。センター試験本番と

同じ時間配分で問題を解くため、みんな緊張感を持って

取り組んでいました。生徒さんからも

「家でやるより集中して問題に取り組める！」

「センター試験の傾向がわかってきた！」

「解けば解くほど点数が伸びてきた！」

といった声が上がりました。

今年のセンター試験の受験者数は５７６，８２９人と発

表されており、多くの受験生がセンター試験に向けて最

後の追い込みをかけております。

我々講師陣もこの最後の追い込みを一生懸命サポートさ

せていただきますので、引き続きよろしくお願いいたし

ます！

センター試験の過去問・予想問題を

解いて実践力を身につけています。

写真にもセンター試験の赤本がちら

ちらと見えます。

１月２８日（月）より保護者面談を行います。また、こ

の日程より前に保護者面談の必要がある中学３年生のご

家庭は、１月２１日（月）の週から保護者面談を行わせ

ていただきます。

保護者面談では、冬期講習のご報告や塾での様子、そし

て今後の試験や来年度に向けての学習計画などについて

お話させていただきます。また、塾に対するご要望等も

お話しできればと思います。受験生の保護者面談では、

志望校の最終確認や志望校へ向けた学習状況のご報告も

いたします。

保護者面談のお申込みや詳細につきましてはお手紙を配

布いたしますので、そちらのご確認をよろしくお願いい

たします。

■保護者面談のお知らせ

申込締切：1月23日(水)

高校部の平日の自習の様子です。一

日中教室にいて、受験勉強に打ち込

む受験生の姿をたくさん見てきまし

た。

お子様のことでお困りのことなどあ

りましたら、どんなことでも我々

Freewill講師にご相談ください！

～保護者面談期間～

中３受験生

1月21日(月)～2月15日(金)

中３受験生以外

1月28日(月)～2月15日(金)



■中学準備講座のお知らせ

■高校準備講座のお知らせ

高校入試終了後の３月より、高校準備講座を開催いたしま

す。受験勉強でつけた学力を維持したまま高校に入学して

いただきたく、毎年行っております。

受験が終わり、高校入学まで何もしないでいると、勉強習

慣が崩れてしまい、せっかく身につけた学力が落ちてしま

う可能性が高くなります。そうならないためにも、勉強習

慣を維持することが大切です。高校入学後に良いスタート

ダッシュが切ることができるように、この時期の学習を大

切にしていただきたいと思います。

詳細は別紙にてお伝えいたします。ご不明な点がございま

したら、お気軽に各教室までお問い合わせください。

Freewill学習塾では毎年恒例の「中学準備講座」を開講

しております。この講座は、まだFreewillの授業を受け

ていない小学校４年生から６年生の生徒さんに向けたも

のであり、「中学３年間の成績を大きく左右する中学最

初の試験で９０点以上を取る」ことを目的としておりま

す。

この講座では、初めての生徒さんが受けやすいようにカ

リキュラムを組んでおります。もちろん、すでに

Freewillに通っていただいている生徒さんに関しては、

通常の授業で万全の準備をさせていただきます。ですの

で、ご兄弟やお知り合いで、中学に向けて勉強習慣をつ

け、中学の勉強にもしっかりついていくための準備をし

たいという方がいらっしゃいましたら、ぜひともお声か

けの方をお願いいたします。

中学では新しい教科も始まりますが、それぞれの教科の

ポイントを押さえて学習していくことで、得意科目にし

ていくことができます。この講座では、特に重要科目で

ある数学・英語についてポイントをしっかりとお伝えし

ながら授業を行いますので、ぜひご活用ください！

小学６年生のみ対象で、

２・３月に中学準備の無料特別講座を開催予定！

詳細は、後日お知らせいたします。

中学に入学してから最初の試験で英

語で９５点を取った生徒が書いてく

れました！

今年度の初めに行った高校部のガ

イダンスの様子です。高校３年間

を大きくするこの時期、しっかり

と準備をしましょう！

こちらは、最初の試験で５教科合

計４００点以上を取った生徒が書

いてくれました！



■子育て講座

「将来○○になりたい。」「こんな事がある。」といった大きな目標やゴールは持っ

ているけれど、勉強はやる気が起きない。または、やる気が続かないと感じているお

子様、保護者様はいませんか？今月はそのようなお悩みの解決のヒントとして、塾長

柴山の著書「子にかける、子にかけない」から一部抜粋してお話します。

～ハードルの見える化～

■頭の体操

先月の解答

小さな「ハードル」をクリアすると子どもは「できる」と自信がつきます。この自信

こそが、やる気を出させます。まずは、得意科目で、目標設定、計画づくり、反復練

習といった勉強法を身につけましょう。

このステップこそが我々が目指している「自律」学習です。お子様の「自律」の為、

お子様一人一人に合わせた、適切な目標設定ができるように、これからも全力でサ

ポートしていきたいと思います。

問：目盛りのない５リットル入りの

容器１つと３リットル入りの容器１

つを使って、４リットルの水を量っ

てください。

水を何回汲めばいいでしょうか？

答え：3回

(1)まず、３L容器一杯の水を５L容器

に移します。

(2)次に、再び一杯にした３L容器か

ら５L容器が一杯になるように水を移

すと、３L容器には１L残ります。

(3)そして、５L容器を空にして、

残った１Lの水を５L容器に移し、３

L容器一杯の水を加えれば、４Lの水

が得られます。

大きな「ゴール」が見えたら、飛び越えられる小さな「ハードル」を作ります。こ

のとき、高すぎず、低すぎない、具体的な数値目標を出すことが肝心です。

例えば定期テストでは、教科の優先順位を決め、今回の目標点数を決めます。たく

さんの教科、教材に手は出さず反復します。

頑張った結果が点数が上がり、「ハードル」を飛び越えることができると、子ども

に「できる」自信がついてくるのです。

問：もうすぐ手術を受けることになっている

患者のひろしさん。

手術に不安はなかったのですが、手術前日に

看護師の「簡単な手術だから大丈夫よ、そん

なに心配しないで」という一言で急に不安に

なってきました。さて一体なぜ？

今月は算数の苦手な生徒でも楽しめるように、

と思って出題しました。頭を柔らかくして考

えてみてください。

今月の問題


