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ご挨拶 

いよいよ 2020 年度がスタートします。今年は

新型コロナウイルスの影響で例年とは全く違った状

況下での始まりとなります。どのご家庭でも大変な

苦労とお悩みを抱えていると思います。 

本来であれば新生活を迎え不安がありながらも、

それ以上の期待でワクワクしている時期です。です

が、残念なことに我々が今までに経験したことのな

い不安な状況にあります。大人でさえそんな不安定

な心理状態です。生徒さんたちは尚更ストレスを抱

えていることと思います。 

オンラインでの学習サポートのスタート 

そこで Freewill 学習塾では 4 月からご家庭での

子育てのサポートとして、いくつかの企画をオンラ

インで実施しています。 

学習面につきましても、生徒さんの学習が遅れな

いように“オンラインでの授業”を開始していま

す。勉強習慣を崩さないように“自習室”も開講し

ています。「学校が休校中の為、生活リズムが不規

則になりがち。」「運動不足が心配。」とのご意見

から、“オンライン体育”をはじめました。 

そして、高校受験、大学受験を意識した目標と自

分の現状把握、受験へのスケジュールなどを、中学

3 年生、高校生を対象にして“学習ガイダンス”を

行いました。 

生徒一人一人の夢や目標、または悩みを聞き今後

の指導に活かすために、“生徒面談”もオンライン

で順次開始しています。 

このような試みができるのも、皆様からのご意見や

励ましがあってこそ、です。各ご家庭に適切なサポ

ートができるように、引き続きご意見・ご要望をお

聞かせください。共に生徒さんに寄り添い、その成

長を喜びたいと思いますので、今年度もご理解とご

協力をどうぞよろしくお願いします。 

 

 

 

 

  

オンライン授業、初日の様子です。 

みなさんの元気な姿にパワーをもらいました！ 
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日々のオンライン授業の様子 

政府の緊急事態措置に伴い、Freewill 学習塾では

４月９日よりオンライン授業を実施しております。

学校の休校により生徒さんたちの学習習慣が崩れな

いことを第一優先と考え、４月いっぱいは春期講習

までに扱った単元の復習をしていただきました。 

多くの生徒が授業に集中 

オンライン授業を初めて行う生徒さんがほとんど

でしたが、多くの生徒さんが普段の授業と変わらぬ

元気な姿で授業に参加してくれています。授業は対

面の授業と同じく、問題を解いてわからないところ

はまず解説を読み、それでもわからないところを講

師に聞くという「自立型」のスタイルで行なってお

ります。自分の部屋で参加してくれている子が多

く、普段の授業とは違った空間での学習ですが、周

りに気を散らすことなく集中して取り組めている印

象です。 

初めてのことなので最初はアイスブレイクを 

授業開始１０分間は、家での様子のシェアやクイ

ズなどを通してお互いの刺激を与えられる時間を設

けています。特に、外出できずに時間を持て余して

いる生徒さんも多く、他の子がやっている事に影響

を受けて実際に動いてみる子もいて、学習面と生活

面両方において、オンライン授業が効果を発揮して

いるようです。 

学習を見ていると、復習が軸になっているため、

一度解いたことがある問題にあたる生徒も多いよう

です。だからこそ、細かい部分でミスをして悔しが

ったり、意外と定着していないことに気付けたり

と、それぞれが復習の意義を実感している様子でし

た。 

生徒１人１人にとってベストな授業を 

５月からの学校再開も、まだどのようになるかわ

かりません。そのため、今後は改めて先取りや試験

対策を見据えて、このような状況下においても生徒

さんにとってベストな授業ができるよう取り組んで

いきたいと考えております。 

 

オンライン体育 

現在、新型コロナウイルスの影響により自粛要請

が続いており、学校も休校になっています。そうし

た中で、Freewill 学習塾では、生徒さんたちの健康

のために“オンライン体育”を実施致しました。 

特別講師を招いての授業 

特別講師は、日本唯一の骨盤矯正ができる中目黒

のパーソナルジムにて指導されている樫村瑞生（か

しむらみずき）先生です。瑞生先生は、水泳選手、

野球選手、ダンサーなど、あらゆるプロアスリート

の方々へのトレーニング実績があります。 

第１回は中学生、高校生向けに行い、第２回は小

学生向けに行いました。瑞生先生のトレーニング

は、室内でも取り組めるストレッチや軽い運動で、

家にいる生徒さんにはピッタリの内容だったかと思

オンライン授業の画面です。 

１人１人の様子がよく分かります。 

オンラインにて生徒面談も行っております。 

どのような状況下でもベストな指導となるよう尽力してお

ります。 
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います。画面越しであるのを感じさせないほどに惹

きつけられる明るいご指導で、「胸を張った正しい

姿勢」や「ストレッチの学習効果についての効果」

を説明していただきながら、全身をバランスよく使

った運動ができました。 

GW もオンライン体操を実施します 

生徒さんたちにとって、今は発育発達にとって非

常に大切な時期です。また、室内にこもりがちな状

況による身体的・精神的疲れを払拭するのにも運動

は重要です。今後も“オンライン体操”を毎日実施

するなど、生徒さんたちの学習と習慣の両方をしっ

かりサポートしていきます。どうぞ宜しくお願い致

します。 

 

オンライン学習ガイダンス 

新年度が始まって少し経ちました。中学や高校へ

の進学、もしくは上の学年へ上がったことによる不

安、入試に対する不安は誰にでもあります。そこ

で、Freewill 学習塾では、オンラインによる学習ガ

イダンスを実施致しました！ 

 

第１回 高校入試ガイダンス 

第 1回では、高校入試について説明しました。

まずは、私立と都立の推薦、一般といった受験制度

の基本的なシステムについてです。ほとんどの場合

で内申が重要になるということは、今の時期に最も

お伝えしたいことでした。そして、そのための重要

事項として、テスト・提出物・積極性（授業態度）

という 3点を意識するようにアドバイスしまし

た。 

その上で、入試という目標との距離を踏まえたプ

ランを設定して勉強を続ければ必ず受かると伝える

と、最初は入試に対して不安な様子だった生徒さん

も、最後には明るい表情になっていました。 

生徒さんたちと一緒に先生たちも参加していました！ 

（日頃の運動不足を実感…。） 

中目黒校のガイダンスの様子です。 

資料は画面を共有しながら説明していきました。 

ご参加いただいた皆様、ありがとうございました！ 

Freewill 学習塾恵比寿校の２階から配信しました！ 



 
4 

 

高１・高２対象 学習ガイダンス 

高校 1 年生、2 年生は、将来や大学について深く

考える時期です。オンライン学習ガイダンスでは、

どのような大学があり、どのような研究があるのか

を考える機会にしました。 

第１回は、近辺の大学について“大学生から見た

各大学のイメージ”をもとに紹介しました。それを

もとに、自分が気になる大学・学部について調べる

ことが宿題になりました。 

第２回は、個人が調べてきた内容を全体で共有し

ました。加えて、こちらからも一風変わったゼミや

研究室を示し、“大学”というものへの知見を広げ

てもらいました。 

この２回のガイダンスを通して「大学でやる詳し

い内容が知れてよかったです。」「大学選びの参考

になりました。」といった感想を頂くことができま

した。それぞれ、自分の趣味や将来の夢など様々な

理由で大学・学部調べをしていたのが印象的でした。

生徒さんたちにとっても今後の進路選びの第一歩に

なったようです。 

Freewill 学習塾では、生徒さんの人生を考え、学

習だけでなく進路指導も全力でサポートします。こ

れからもぜひよろしくお願いいたします。 

Freewill オンラインスクール 

4 月 20日より Freewill 学習塾ではオンライン授

業に加えて「Freewill オンラインスクール」を開始

いたしました。 

約 2 か月間の休校期間において、お子様の学習習

慣だけでなく、規則正しい生活習慣維持のサポート

を目的として、5月 6日までの土日を除く、月曜日

から金曜日の午前中に“オンライン体操”と“オン

ライン自習室”を実施しております。 

「学校が休校で昼夜逆転の生活をしている…。」「オ

ンライン授業以外、やることがなくダラダラしてい

る…。」など、学校がないことで崩れがちなお子様の

学習習慣、生活習慣を Freewill 学習塾は全力でサポ

ートしていきます。 

 

毎日のオンライン体操 

Freewill 学習塾では上記の通り、4 月 20日より

平日の朝9時に塾生限定で体操の機会を提供してお

ります。こちらは塾長の柴山が役員である「クラス

ジャパン小中学園」とのコラボで、日替わりで素敵

な講師の方々が様々な動きの体操を指導してくださ

います。 

参加方法は、ZOOMを利用して生徒さん同士で参

加できる「参加型」と、YouTube を利用してお子様

のペースで運動ができる「視聴型」の 2 種類です。 

これまでにハローキティやアートパフォーマーの

方などを講師として、ラジオ体操から簡単な筋肉ト

レーニングまで幅広く、全身を動かす運動を動画に

て提供させていただきました。 

ハローキティが体操の先生になって教えてくれました！ 両日とも３０名前後の高校生が参加してくれました！ 
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こちらのオンライン体操はゴールデンウィーク中

も、土日を除く月曜日から金曜日の毎朝9時に実施

いたします。「朝起きてもやることがなくゴロゴロ

してしまう。」「最近は外にも行けないし運動不足。」

という生徒さんは、朝の目覚ましや運動習慣定着の

ため、ぜひご活用ください！ 

 

毎日のオンライン自習室 

オンライン自習室では、毎週月曜日から金曜日の

10 時 30 分から 11 時 30 分の 1 時間、Freewill

学習塾の講師が生徒さんの自習をサポートします。 

週始めの自習室では 1週間の学習計画をスタープ

ランナーを利用して立ててもらったり、各自習時間

の始めに 1 時間の学習目標を立ててもらったりする

ことで、生徒さん 1 人でも自立した学習が出来るよ

うに工夫しています。 

4 月 20日の初回以降、毎日 20 人以上の生徒さ

んたちが参加してくれています。自習終わりの振り

返りでは「始めに立てた目標が達成できた！」や「い

つもより進めた！」といった、しっかりと目的意識

を持って 1 時間を有意義に過ごしてくれていること

が覗えるコメントが多くありました。また、連日参

加してくれている生徒さんもいて、学習習慣が定着

している様子も確認できました。 

オンライン自習室もオンライン体操と同様に、ゴ

ールデンウイーク中も土日を除く月曜日から金曜日

の 10 時 30 分から 11 時 30 分の 1 時間で実施い

たします。オンライン授業がない期間も学習習慣を

崩さないよう、オンライン体操と併せてオンライン

自習室をぜひご活用ください！ 

 

アートパフォーマー・カラリズムリサ先生による 

エアーペイントダンスの様子です。 

毎日、たくさんの生徒さんたちが参加してくれています！ 

自習の始めには「今日の目標」、終わりには「今日できる

ようになったこと」をノートに書いてもらっています！ 


