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ご挨 拶

５・６月 の予 定

新年度も 1 ヵ月が過ぎ、本来であれば、6 月の
定期試験に向け、本格的にテスト対策を始める頃に
なりました。
Freewill 学習塾では、4 月に引き続きオンライン
でのサポートを実施しています。
学習面では、毎日の“オンライン自習室”を引き続
き実施しています。さらに、オンラインではありま
すが、5 月からは従来の 1 対２の形での授業を開
始しています。
また、生徒さんに自ら学ぶ力を付けてもらう為、
全 5 回の“セルフマネジメント講座”も開始しまし
た。オンライン上での開催ですが、「自ら学ぶ力」
を育む絶好のチャンスです。
さらに 4 月からの“生徒面談”に引き続き、今後
は”保護者面談”も開始していきます。まだ学校が始
まっていない中で、お困りのことがありましたら、
遠慮なくご相談ください。
対面でのお話が難しい状況ではありますが、各ご
家庭のご意見・ご要望を大切に、今後の学校再開に
向け、生徒さんたちをサポートしていきたいと思い
ますので、よろしくお願いいたします。
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保 護 者 面 談 のお知 らせ

保 護 者 会 について

新型コロナウイルスの感染防止対策として、各学

Freewill 学習塾では、保護者の皆様と塾側が情報

校が休校措置を取り、3 月 2 日の休校要請から数

共有する機会の一つとして、定期的に「保護者会」

えれば 2 ヶ月以上が経ちました。前例のない、学

を開催しております。

校の勉強が止まっている状況に、保護者の皆様も生
今回は、５月中に開催した保護者会のご報告と、

徒さんたちの学習について不安を感じていると思い

６月に開催予定の保護者会についてご連絡いたしま

ます。

す。
そこで、Freewill 学習塾では 5 月２５日（月）
から保護者面談を実施し、生徒さんの様子と塾に関
する情報交換を行いたいと思います。安全を考慮
緊急保護者会、高校部保護者会のご報告

し、授業と同じく ZOOM を使った、オンラインで
の面談となります。

Freewill 学習塾では、5 月中に「緊急保護者会」
と「高校部保護者会」の２つの保護者会を開きまし

Freewill 学習塾では、4 月からオンライン授業を

た。

行なっております。オンライン授業になり、生徒さ
んの学習状況がどのようになっているのか、オンラ

緊急保護者会では、自粛要請の期間に念頭に置い

イン授業での様子などを、各教室の担当より詳細に

ていただきたいことや、緊急対応や今後の対応（授

お伝えできればと考えております。さらに、今後の

業日程、振替についてなど）の詳細を説明いたしま

指導方針や、学校再開・夏に向けた学習のポイント

した。

なども併せてご説明いたします。

高校部保護者会では、人生において大きな分岐点

保護者の皆様からは、生徒さんのご家庭での学習

となる大学受験についての情報をお伝えする場を設

や、生活の様子をお伺いさせていただき、今後の指

けました。入試に関しては、より読解力と思考力が

導に反映したいと思います。また、その他ご不安な

要求される共通テストへの対策、さらに、どのよう

ことや、塾に対するご要望など、遠慮なくお聞かせ

な戦略・考え方で大学入試に向かっていくべきか、

ください。

情報を共有いたしました。また、進路選択について

お忙しい折かと存じますが、日程を調整のうえ、

は、Freewill 学習塾の「進路指導ポータルサイト」

ぜひご参加いただきますようお願い申し上げます。

をご利用いただけるようになりましたので、その説
明もさせていただきました。全国の大学の情報を検
索できる他、進路選択に役立つ様々な機能があるサ

保護 者面談期間

イトです。高校生の皆様は、ぜひご活用ください。

5 月 25 日（月）〜6 月 19 日（金）

保護者会はオンラインで行なっております！
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中学部保護者会のご案内

セルフマネジメント講 座

「都内の受験の仕組みってどうなっているの？」
「受験生の夏、どう過ごすべき？」
「親はどう協力すればいいの？」

学校の休校も 5 月末までとなり、生徒さんたち
にとっては引き続き時間的に余裕がある日々が続い
ていることと思います。

中学生、特に高校受験を控えた中学３年生の保護

「こんなに自由な時間があるのに、テレビやゲー

者の皆様は、様々な心配があることと思います。

ムばかりしていて、心配…。」という保護者様の思

Freewill 学習塾・中学部保護者会では、保護者の皆

いがある一方、「この自由な時間を将来に向けて有

様のご不安を解消するだけでなく、高校受験に親子

意義なものにしたいけど、どのようにすればよいの

ともにベストな状態で臨めるよう、毎年たくさんの

か分からない…。課題は終わっているし、とりあえ

アドバイスをさせていただいております。

ず、テレビでも見るか…」という生徒さんも多いの
ではないでしょうか。

高校入試の詳細から、どのような想いで Freewill
学習塾が指導をしているかまで、詳しくお伝えいた

生徒さんの生活のほとんどを占める学校が休校と

します。中学生の保護者の皆様は、ぜひご参加くだ

いうこのような状況下で、より重要になるのが自分

さい。

で自己をマネジメントし、学び続ける力です。
そこで Freewill 学習塾では、この「自分で学ぶ
力」を付けてもらうため、小学 5 年生から高校生

中学 部保護者会 ・詳細

の塾生を対象に全 5 回の「セルフマネジメント講
座」を開始いたしました。

日時：

6 月６日（土）10：00〜12：00

例年、年 4 回で開催しています「セルフマネジ
メント講座」ですが、学校の休校措置延期を受け、

オンラインにて開催いたします。

この時期での開催の重要性を感じ、5 月での重点的

後日、Comiru で詳細をご連絡いたします。

な講座を提供しております。

内容：
・高校入試の仕組みと攻略法
いつ内申対策をして、いつ入試問題対策を本格的

セル フマネジメ ント講座・詳 細

にスタートするかなどの「入試スケジュール」、
そして過去の数多くの生徒さん達の実績を基にし

第1回

た「進路指導」等についての説明。

「一流の人はやっている！
セルフマネジメントとは？」

・受験生の夏の過ごし方
夏の時期に大切な「中 1・中 2 の復習＋内申対

第2回

策」を中心とした学習計画についての説明。

「良い習慣をつけるルーティンチェック表」

・Freewill 式自立型指導

第3回

成績アップ、学力アップの方程式である「やる気

「自立への第一歩！目的・目標の設定方法」

×質×量」について、そして Freewill 学習塾が大

第4回

切にする、自立した人を育てる方法についての説

「スポーツ選手や経営者が書く日誌の書き方」

明。

第5回
「自分のセルフマネジメント力は？

※中学 3 年生の保護者様は、原則全員参加です。

セルフマネジメント診断」

必ずご参加くださいますようお願いいたします。
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第 1 回、第 2 回の講座では約 70 人もの生徒さ

初回のテーマは【映画・アニメで有名な物語】で

んが参加してくれました。

す！本をあまり読まない生徒さんの１つの特徴とし
て、「言葉を知らないからイメージが湧いてこな

生徒さんたちは「これから自分が思うように生き

い。だから、途中で読むのに飽きてしまう。」とい

るためには、どのような能力が必要なのか知るため

うのがあります。それならば、すでにどこかで知っ

にきた。」と、それぞれの目的意識を持って毎回参

ている、聞いたことがあるという物語から本の世界

加してくれていました。また、講座内にて出てくる

に入ってもらおうと考えました。普段はあまり読書

大谷翔平選手のセルフマネジメントの実施例を聞い

をしない生徒さんでも、既に知っている世界であれ

て、この講座への熱い想いを燃やしてくれた生徒さ

ば言葉を拾いやすく、物語がイメージしやすいはず

んもいます。

です。元々、本が好きな生徒さんは、本以外で既に
知っていた物語の世界と、本の世界との違いに気付
き、解釈を深めていただきたいと思います。
最終的には読書を通して、他者の考えを解釈し自
分の考えの中に取り入れ、自分を表現する力を付け
ていただきたいと考えております。

大谷選手が書いた「オープンウィンドウ６４」

大人になっても大切な「自分で学ぶ力」を身につ
けるチャンスとして、生徒さんのこの 5 月が有意
義なものになるよう、将来へ向けたサポートを
Freewill 学習塾は今後もご提供していきます。

【小 学 生 対 象 】
読 書 感 想 文 のお知 らせ・本 の紹 介
令和２年、第１回読書感想文・発表会実施のお知

読書 感想文・詳 細

らせです。例年通りであれば、生徒さんに直接お知
らせを渡しておりますが、今回は Comiru にて保護

・読書週間：５月２７日（水）〜６月１６日(火)

者様へ直接ご連絡をさせていただいております。

・読書感想文提出期限：７月７日（火）
・読書感想文発表会：７月１５日（水）

昨年度も多くの生徒さんが本を読むことを通して
他者の考えに触れ、発表会においては人の前で自分

本のご用意や Comiru での提出など、保護者様に

の考えを堂々と伝えることができていました。今年

もご協力していただく面もございますが、塾でも毎

度は各テーマの選書数を増やすことで、生徒さんの

回声をかけていきますので、よろしくお願いいたし

関心に近い本を選んでもらい、発表に至るまでの過

ます。

程をより楽しんでもらいたいと考えております。
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