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■11～12月の予定■冬期講習のお知らせ
冬が駆け足で近づいてきました。今年度の

冬期講習のお知らせです。受験生にとっ

て冬期講習は、これまでに学習した内容

が入試レベルの問題で通用するよう、総ま

とめを徹底する仕上げの時期です。第１

志望校合格に向け、実戦に即した形で入試

最頻出事項の総整理を行っていきます。

また、受験学年以外の生徒は新出事項の多

かった冬までの学習内容を復習して弱点分

野を克服し、学年末試験・新学期に向け万

全の準備を進めていきます。

尚、お申込みの順番にてお席をお取りいた

しますので、お申込みの日にちによっては、

ご希望に添えない場合もございます。あら

かじめご了承の上、お早めのお申込みにご

協力をお願いいたします。

冬期講習 内部生先行受付

１１月２０日（水）締切

昨年の冬期講習の様子です。

寒さに負けることなく、皆集

中して取り組みました！

今年度も昨年度に負けない、

熱い冬期講習にします！

実施日程

12月21日(土)～1月7日(火)
※12月23日(月),24日(火),

12月30日(月)～1月３日(金)

は休校となります。

1 金
2 土 　　入試特訓
3 日 　　文化の日
4 月 　　※授業あり（振替休日）
5 火
6 水
7 木
8 金
9 土 　保護者会（中学部）, 理社マラソン(恵比寿・中目黒)

10 日 　理社マラソン（世田谷）
11 月
12 火 　中間試験 目黒中央中　11/12-14
13 水 　中間試験 松濤中, 原外中, 東山中, 大鳥中11/13-15
14 木 　中間試験 広尾中　11/13-14
15 金 　期末試験 駒留中　11/13-15
16 土 　　入試特訓
17 日
18 月 　中間試験 目黒第一中 11/18-19, 鉢山中 11/18-20
19 火 　期末試験 三宿中 11/19-22, 御成門中 11/19-21
20 水 　冬期講習内部申込〆切
21 木 　期末試験 太子堂中, 六本木中 11/20-22
22 金
23 土
24 日 　入試特訓
25 月
26 火
27 水 　※休校
28 木
29 金
30 土

1 日 　入試特訓
2 月
3 火
4 水
5 木
6 金
7 土 　入試特訓
8 日
9 月

10 火
11 水 　理科実験教室（恵比寿・世田谷・中目黒）
12 木 　※休校
13 金 　※休校
14 土

15 日 　入試特訓, 保護者会（高校部）

16 月

17 火

18 水 　読書感想文発表会
19 木
20 金 　通常授業終了
21 土
22 日
23 月
24 火
25 水 　終業式（渋谷区・目黒区・世田谷区）
26 木
27 金
28 土
29 日
30 月
31 火

11
月

12
月

冬期講習

（12/21～1/7）

休校（12/23, 24）

保護者面談
10/28(月)～11/15(金)

休校（12/30〜1/3）

▲集中して演習しています！ ▲鋭い質問が飛び交います！

▲黙々と取り組んでいます。



■セルフマネジメント講座のご報告

▲世田谷校での様子です。

参加した生徒さんは真剣な眼差し

で柴山の話を聞いていました。

■高校生の保護者様対象

保護者会のお知らせ

高校部の保護者会を12月15日（日）に開催いたしま

す。迫り来る大学入試の変化に対して保護者様が知っ

ておくべき情報などをお伝えいたします。以下、詳細

です。

「夢をどうやって作り、どうやって叶えるのか」とい

うことは学校では教わりません。子どもたちが「将来

の夢がない」と言うのも当然と言えば当然です。

そこでFreewill学習塾では、本にもなった塾長柴山の

ノウハウを生かし、「セルフマネジメント講座」を無

料で年４回行っております。

今年度第2回目となる今回は、

１．自分の目に見える形の目標は何か

２．他人や社会に何を与えたいか

３．自分がどんな感情になりたいか

４．他人や社会にどんな感情になって欲しいか

という観点で一人一人夢や目標を描いてもらいました。

第1回に引き続き、今回も多くの生徒が参加してくれ

ました。講座に参加した生徒は話を食い入るように聞

き、ただ聞くだけでなく実際に手を動かして自分と向

き合い、自分の思いを言語化してくれました。今回気

づいたこと・学んだことを、日々の生活の中で少しず

つ行動に移していってくれたらと思います！

『迫りくる大学入試について、保護者として押さえておくべき情報と

は？』
・最新の大学入試情報をお届け！家庭で押さえておくべき重要ポイントとは？

・新しい大学入試制度で合格できる！合格するための新しい大学受験勉強法とは？

・入試直前！志望校合格のためにこの時期にやるべきこととは？

日時：12/15(日)10:00～12:00

場所：Freewill学習塾 大学受験個別指導部（住所：渋谷区恵比寿南2-24-9 ２階教室）

対象：高校１〜３年生の保護者様 ※塾生以外の保護者様も参加可能です！

また、大学受験に挑む当事者である高校３年生を対象と

した『大学入試ガイダンス』を11月25日（月）に実施

します。「志望校・学部の決め方は？」「新傾向の入試

に対して今の内に取り組んでおくべきことは？」などの

内容を予定しております。時間帯など詳細は後日ご連絡

いたします。お友達をお誘いの上、こちらも是非ご参加

ください！

▲恵比寿校での様子です。

普段の授業とは一味違った内容に興

味津々な様子でした。

▲昨年度のガイダンスの様子です。

Freewill学習塾
〜合格への道〜



■読書感想文のご報告

みんなで協力♪

１０月３０日(水)に読書感想文発表会を行いました。今

回のテーマは『世界の名作』。実写化されている映画を

観たという生徒や、タイトルを聞いたことがあるという

生徒が多くいました。感想文の内容は、前回に比べ、内

容の記述だけでなく、より自分の気持ちを述べられてい

る生徒が多く、読み方にも工夫がみられた印象を受けま

した。

発表会当日は、発表者の話を全員がしっかりと聞いてい

ました。大きな拍手のあとには、相手の良かったところ

を伝えたり、興味を持ったことに対して、積極的に質問

が飛び交ったりと、みんなが楽しく参加できている様子

でした。

今後もこのような機会を通して、どのようにしてしたら

相手に自分のことを伝えられるか、という工夫ができる

場を提供していきたく思っております。

次回は、１２月に読書感想文発表会を開催します。

テーマは『伝記』で、お札にのる著名人の本を読んでい

ただきたいと思います。ご案内は後ほど別紙で配布いた

しますので、本のご用意などご協力よろしくお願いしま

す。

〜恵比寿校〜

■第3回理科実験教室のご報告

恵比寿校、世田谷校、中目黒校の3校舎において、１０月１６日に第3回理科実験教

室を開催いたしました。「カメレオンやきそば」と題しまして、今回は酸性とアル

カリ性の色の変化を、食べ物を通して体験してもらいました。

3校舎合わせて総勢３６名のお子様が参加してくれました。視覚的な感動が目的

だったため、味の方は特段おいしいというわけではなかったと思いますが、多くの

お子様が完食していたことに驚きました。普段何気なく食べているものでも、科学

の力で楽しみながら作ることができたことで、味覚にも変化がみられたのではない

かと思います。

第４回理科実験教室は１２月開催予定です。クリスマスをイメージした実験として、

「レモン電池でキラキラ＊イルミネーション」を行う予定ですので、ぜひお友達を

誘って参加してください。

〜中目黒校〜

☆理科実験教室の様子☆
〜中目黒校〜 〜世田谷校〜 〜恵比寿校〜

みんな頑張りました！

絵もこだわっています。

堂々と発表できました！

様々な工夫がありました。

興味津々★ どんな色になるかなあ？
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■前期入試特訓のご報告

後期入試特訓日程■後期入試特訓のお知らせ

9月より前期入試特訓講座を実施しております。夏期講習や合宿で培った長時間の

集中力と入試に必要な知識を、しっかりと定着させ、実践演習へ向けた準備がよ

うやく整ってきました。

定期試験の勉強もおろそかにできないこの時期ですが、生徒一人一人、自分の目

指す志望校へ向けて、しっかりと目の前の問題と向き合う姿が見られました。

毎回、5教科すべてにおいて小テストを課していますが、早めに塾へ来たり、昼休

みに食事を取ったりしながら、必死に暗記をしている姿も見受けられ、徐々に受

験生らしさを持ち始めてきたように思います。

尚、前期入試特訓は、11月2日までの全8回の予定でしたが、先日の台風１９号

の影響により、１０月１３日（日）の休講のお振替を１１月１６日（土）にさせ

ていただきます。

カリキュラムに関しましては予定しておりました内容を、全教科繰り下げで実施

いたしますので、ご理解の程よろしくお願いいたします。

入試特訓講座についてのご案内です。

後期の入試特訓講座は、1１月24日（日）より開講し、

2月の入試直前まで全１０回で実施します。前期は重

要単元の復習をメインとしていましたが、後期はいっ

そう実戦的な経験を積んでいただくため、より実際の

入試形式に近づけたをご用意しています。

落ち着いて実力が発揮できる力と、最後までやり抜く

力を養成し、入試本番を万全の状態で迎えられるよう、

最期まで力を伸ばし続けます。

我々が全力でサポートしますので、

志望校合格に向け最後まで走りぬきましょう！

～中目黒校～

緊張感のある演習ができています。

～世田谷校～

みんな集中して取り組めています。

～恵比寿校～

長時間の体力がついてきています！

11月 24日 （日）

12月 1日 （日）

12月 7日 （土）

12月 15日 （日）

1月 11日 （土）

1月 19日 （日）

1月 26日 （日）

2月 2日 （日）

2月 9日 （日）

2月 16日 （日）

後期



■子育て講座

問：あるケーキ屋さんでは、

ショートケーキが５個売

れるごとに、シューク

リームが３個売れるとい

う。いま、ショートケー

キとシュークリームが合

わせて４０個売れた。こ

のときそれぞれ何個ずつ

売れたことになるか？

10月の解答 今月の問題

～自律のための勉強～
11月から12月のかけて多くの学校で期末試験が行われ

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」「文化祭などイベントのため勉強時間が

とれない」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。

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。

■頭の体操

世界一古いクイズ

問：建物がある。

そこに入るとき、人は目を閉じている。そこから出るとき

人の目は開いている。この建物とは何だろうか？

答：学校

学校に入る前、人は目を閉じているとは

「何も見えていない」「何も分からない」状態。

学校から出ると、人は目を開けているとは

「ものの見方が分かった」「見えるものが増えた状

態。

私たちはなぜ勉強するのか？の答えのひとつですね。

自律学習のための勉強法

①数字（目標を作る）

②日付け（計画を作る）

③実行（授業・宿題）

④チェック（小テスト）

⑤反復（セルフチェック）

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。



■2020年度 大学入試合格者速報‼

高校生はセンター対策特訓も始

まり、熱意が伝わってきます。

堀越歩

神奈川大学 経営学部

難波豊丈

国際基督教大学（ICU）教養学部

目野奈央

国士舘大学 こどもスポーツ教育学科

山星奈々

東京農業大学 国際食糧情報学部

国際バイオビジネス学科

■模試でも成績優秀者がぞくぞくと出ています‼

もう一人は国語、特に古文が急成長しました。

この生徒も、「ひたすら古文単語と文法を繰り返し、答

えられるようになるまでテストをし続ける。また、演習

を積み重ね、演習の際も解説を読み、何を間違えたのか

振り返りをして、次の文章を読むときにその内容を活か

す」ことが良い結果につながりました。

Freewill学習塾から早くも合格者が４名出ましたのでご

報告いたします。

現在、大学入試は複数の制度があり、今回ご報告する生

徒の一人が受けた入試は推薦入試でした。推薦入試では

受験生自らが自分の持つ能力などをアピールする入試で、

主に受験生の実力と実績が審査対象となります。

ここでの「受験生の実力」とは、学校の成績です。した

がって重要なのは、毎日勉強して定期試験で安定した結

果を出し続けることになります。

数学が満点。もちろん全国

1位です！

担当講師によれば、その生

徒がしていたのは特別なこ

とではなく、普段から「間

違えたときは解説を読んで、

理解して、解き直しをする

こと」でした。

今回ご紹介した生徒に共通しているのは、毎日コツコツ努力を続けているところです。

立場や年齢にかかわらず努力を継続させることの大切さはみんなが理解していても、着

実に実行することは難しいです。そんな中でも特に計画したことを毎日継続できた結果

がこのような大きな成果に現れました。


