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■受験までラストスパート！

恵比寿校の入試特訓の様子で

す。中目黒校の生徒も一緒に

授業を行っております。自分

の志望校の過去問を完璧にし

ていきます！

■２～３月の予定
1月からセンター試験・推薦入試・中学受験が始

まり、一般受験までの期間が残りわずかとなりま

した。これから試験当日までに気を付けることは、

勉強面では用語の確認や解き直しなど今までやっ

てきたことの定着です。「1点でも多く点をと

る！」という気持ちが最終的な結果に繋がります。

そして生活面では体調管理と生活習慣です。今ま

での努力の成果を出すために、万全の状態で試験

に臨めるよう体のケアに気を使いましょう。また、

早寝早起きはできているでしょうか？脳が活性化

するのは起きてから３時間後と言われています。

試験当日を意識して生活リズムを整えましょう。

日々の努力が実り、納得のいく結果につながるよ

う、Freewillの講師一同、心から祈っています！

公立中学校では2月に、私立中学校や高校では3

月に学年最後の定期試験が行われます。一年の

総まとめとなる重要な試験ですので、しっかり

とした準備をして挑みましょう。

今勉強していることは、今後の高校受験や大学

受験につながり、そしてその先の夢や目標のた

めに必要なことです。一回ごとの定期試験で自

分はどれくらい成長できるのかと考えながら、

試験勉強に取り組んでいきましょう！

世田谷校の入試特訓の様子

です。緊張感のある雰囲気

で取り組んでいます。

■学年末試験

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 新高２・新高３向け保護者会（恵比寿校開催）

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

1 金
2 土
3 日
4 月
5 火
6 水 理科実験教室（恵比寿校・中目黒校）
7 木
8 金
9 土 中学生向け保護者会・新高１向け保護者会（恵比寿校開催）

10 日 中学生向け保護者会・新高１向け保護者会（世田谷校開催）
11 月
12 火
13 水 読書感想文発表会
14 木
15 金
16 土
17 日
18 月
19 火 通常授業終了
20 水 休講
21 木 休校
22 金 休講
23 土
24 日
25 月
26 火
27 水
28 木
29 金
30 土
31 日

3
月

2
月

保護者面談
1/28(月)～２/15(金)

春期講習
3/25(月)～4/4(木)

※3/30(土)・3/31(日)は休校



保護者会日程

■保護者会のお知らせ

■春期講習のお知らせ
３月２５日（月）～４月４日（木）の期間に春期講習を行います。Freewill学習塾の春期講

習は「予習」をメインに行います。なぜなら、学年が変わりあっという間にくる最初のテス

トで「分かる！」という状態をつくり、「自信」をつけ、良いスタートをきってほしいから

です。

期間は９日間と短いですが、勉強の基礎・土台をつくるには重要かつ最適な期間です。でき

る限り日程を調整していただき、ご参加ください。

詳しくは別途に配布しております「春期講習のパンフレット」「提案書」をご覧ください。

春期講習のお申し込みは２月２２日（金）までとなっておりますので、よろしくお願いいた

します。

今年度も終わりに近づいてきました。新しい学年や入試などへの

不安もあるかと思います。新年度へ向けて、それらの不安を解消

し、新しい年度をしっかり迎えていただきたいという思いから、

世田谷校・恵比寿校で保護者会を開催いたします。

保護者会では、高校入試、大学入試の仕組みについてはもちろん、

Freewill学習塾の新年度の体制についてもお話しさせていただき

ます。各学年のカリキュラムにつきましてはどの塾よりも実績を

出せる内容を吟味し、お子様一人ひとりを手厚くサポートできる

体制を整えております。また、大学受験個別指導部の保護者会で

は、現高校１年生の受験時より適用される“大学入学共通テス

ト”についても詳しくお話しいたします。

詳細は後日お便りを配布いたしますので、そちらをご覧ください。

ご不明な点がございましたら、各教室までお問い合わせください。

昨年度も多くの保護者様にご

参加いただきました！

昨年の春期講習の様子です。恵比寿校、世田谷校とも各々が真剣に課題に取り組める環境で授業を受けています！

春期講習期間

３月２５日（月）～４月４日（木）

保護者会でお馴染みのコラボ

ラティブラーニングでは、保

護者様同士で熱い意見を交わ

してくださいました！

～保護者会日程～

〇新高２・新高３対象

・恵比寿校開催 ２月24日（土）午前

〇新高１対象

・恵比寿校開催 ３月９日（土） 午後

・世田谷校開催 ３月10日（日）午後

〇新中1・新中2・新中３対象

・恵比寿校開催 ３月９日（土） 午前

・世田谷校開催 ３月10日（日） 午前



■小学６年生へ ～中学生になる準備を～

■高校進学応援サポートのお知らせ

①3月通常授業(英語3回・数学３回)

16,800円→9,800円

②春期講習（英語４回・数学4回）

(4月以降継続の場合) 34,400円→０円

(3月末で退塾の場合) 34,400円→172,00円

＜高校進学応援サポートの内容＞

小学６年生は、2月までに小学校の復習を終えて、基本的に3

月から中学１年生で習う数学と英語の勉強を進めていきます。

5月、または6月に中学最初の定期試験があり、中学３年間の

成績を大きく左右するこの試験で９０点以上を取るというこ

とを目的として、指導させていただきます。

また、Freewill学習塾では「中学準備講座」を開講しておりま

す。Freewillの授業を体験していただく意味で、Freewillに通

塾されていない小学６年生を対象に、２月と３月限定で無料

で開催しております。ご兄弟やお知り合いで、中学に向けて

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。ご不明な点などございまし

たら、教室までお問い合わせください。

Freewillでは、中学生になっ

たら写真のｉワークという教

材を中心に進めていきます！

夏の勉強合宿のときの集合写真です。

この合宿を始めとし、この１年間、

自分自身と向き合いながら、一生懸

命勉強に励んでくれました。高校に

入ってもこの経験を活かせるように、

一緒に頑張りましょう！

高校に入ると、数学は数Ⅰと数Ａに

分かれたりと、科目数が増えます。

高校入学後の最初の試験でも、10教

科が課されることもあります。その

対策を今から始めましょう！

受験を終えた中学３年生に対して、高校入試終了後の３

月より、「高校進学応援サポート」をさせていただきま

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。

受験が終わった後は開放感に溢れ、勉強時間もほとんど

ゼロに近い状態になる子が少なくありません。それは、

高校入学後の学習に大きな影響を与え、後悔の声を聞く

ことが多々あります。我々としましても、受験期と同じ

量の勉強をする必要はありませんが、今まで身につけた

勉強習慣や学力を維持して高校生活のスタートをきって

ほしいという想いがあります。また、大学入試は現在、

改革が進んでおり、高校１年生からの準備がより一層大

切になってきています。

そんな皆様を全力でサポートすべく、Freewill学習塾で

は、３月に塾生限定で「高校進学応援サポート」を行い

ます。

今回のサポート内容は以下の通りです。詳細は、お手紙

にてお配りしております。ご不明点などございましたら、

教室までお問い合わせください。



■子育て講座

早いものでもうすぐ学年末試験が行われます。「毎回テスト直前になって課題に追わ

れて満足に準備できない」「試験範囲が1年分なので何から手を付けてよいのか分か

らない」このようなお悩みをお持ちのお子様、保護者の方も多いのではないでしょう

か。解決のヒントとして今月も塾長柴山の著書『子にかける、子にかけない』から一

部抜粋してお話します。

～自律のための勉強～

■頭の体操

先月の解答

定期試験は単なる成績を付けるテストではなく、試験勉強を通してお子様が、自分で

考えて、自分で行動できる力「自律」をするための機会でもあります。また、自律に

はステップがあり、成長の度合いも人によって違います。ご家庭、塾と役割分担をし

つつ、お子様の成長を見守っていきましょう。

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？

答え：ひろしさんにではなく、手

術の執刀医に向かっての一言だっ

たから。

我々は、目標を達成するための計画を立て、実行し、セルフチェックをする力を、

勉強を通して学んでほしいと考えています。だから、塾ではそのやり方を教えま

す。これが身に付くと、子どもは自律的に勉強できるようになります。

思春期の子どもは、親が「勉強しろ」と言うと反発します。だから、そこは塾に

任せてください。そのかわり、親がほめると実は子どもは100倍よろこびます。

無反応のように見えても内心、絶対によろこんでいるのです。この役目は親にし

かできません。だから、お子さんをほめてあげてください。

～自律学習のための勉強法～

①数字（目標を作る） ④チェック（小テスト）

②日付け（計画を作る） ⑤反復（セルフチェック）

③実行（授業・宿題）

問：リカちゃんの後継者としてあとを継いだの

は、誰もが「まさか！」と驚く日本昔話の主人

公でした。さて、それは誰？

ヒント：受験生にはキットカット…みんなダ

ジャレ好きですよね？

今月の問題



■受験合格者速報！

＜中学受験＞
・大手前高松中学校

・暁星国際中学校

・多摩大学目黒中学校

・東京大学附属中等教育学校

・法政大学第二中学校

合格された生徒のみなさん、合格おめでとうございます！！

今回は、中学受験、高校受験、大学受験に合格した生徒さんのうち、 既に進学先を決

めた方を一足先にご紹介いたします！

今まで多くの悩みや苦労、喜びや達成感などを共有しながら、日々進歩していくお子様

達の成長に携わることができたことに、Freewillの講師一同、感謝しております。

そして、合格されたみなさん、節目ごとに伝えていることですが、受験合格はゴールで

はありません。大人へと近づくごとに自由も多くなりますが、それと同時に責任も大き

くなります。これまでの自分自身の努力や、周りの協力により得たものを振り返り、そ

れらを大切にして新しいスタートをきってください。みなさんが自由な意志を持って、

新しい舞台で活躍してくれることを願っています！

＜高校受験＞
～都立推薦入試～

・上野高校

・園芸高校

・駒場高校

・杉並工業高校

・忍岡高校

・第一商業高校

・田園調布高校

・白鷗高校

・広尾高校

・雪谷高校

＜大学受験＞
～指定校推薦入試～

・青山学院大学 法学部

＜高校受験＞
～私立推薦入試～

・郁文館高校

・関東国際高校（４人）

・国士舘高校

・駒場学園高校（2人）

・大成高校

・玉川聖学院高等部

・多摩大学目黒高校

・東京実業高校

・日本大学櫻丘高校

・堀越高校

～国立推薦入試～

・石川工業高等専門学校

～私立一般入試～

・神田女学園高校

・国際高等専門学校

・玉川学園高等部

・山形城北高校


