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ご挨拶  

１月から徐々に受験が始まりましたが、新型コロ

ナウイルス感染症は、入試にも大きく影響しました。

受験校のなかには、例年とは異なるスケジュールに

なるところ、試験範囲が変更になるところもありま

した。受験生にとって勉強以外の面でも心配事が尽

きなかったと思います。残りわずかな期間を有効に

使うため、目の前の課題をひとつひとつ丁寧に取り

組みましょう。Freewill 講師一同、全力でサポート

します！ 

受験生が気を付けるべきこと 

勉強面では、漢字・英単語・用語の確認、解き直

しなど、今までやってきたことが定着しているか再

確認しましょう。「１点でも多く点を取る！」とい

う気持ちが最終的な結果につながります。 

生活面では、生活習慣を見直しましょう。今まで

努力して身につけた力を発揮するために、万全の状

態で試験に臨めるよう体調管理をしてください。早

寝早起きの習慣は付いていますか？ 「脳が活性化

しはじめるのは起きてから３時間後」と言われます。

試験当日を意識して今から生活リズムを整えまし

ょう。 

 

２月・３月の予定  

 

 

  

1 月 【中学校受験 入試開始】 1 月

2 火 2 火

3 水 3 水

4 木 4 木

5 金 5 金

6 土 6 土 保護者会（中学部・高校部）
7 日 入試特訓（中３） 7 日

8 月 8 月

9 火 9 火

10 水 【私立高校 一般入試開始】 10 水 理科実験教室（小学部）
11 木 11 木

12 金 12 金

13 土 13 土

14 日 入試特訓（中３） 14 日

15 月 15 月

16 火 16 火

17 水 17 水 読書感想文発表会（小学部）
18 木 18 木

19 金 （春期講習 内部申込締切日） 19 金 通常授業終了（高校部）
20 土 理社マラソン（中学部） 20 土

21 日 【都立一般入試】 21 日

22 月 22 月 通常授業終了（全校舎）
23 火 英単語合宿（高校部） 23 火

24 水 英単語合宿（高校部） 24 水 春期講習フォローデー
25 木 英単語合宿（高校部） 25 木 　※通常授業はありません。

26 金 26 金 春期講習期間 3/26-4/3
27 土 27 土

28 日 28 日

29 月

30 火

31 水

■…休校日

友人紹介キャンペーン期間 2/22-3/31

２　月 ３　月
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保護者会のお知らせ 

 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募る時期かと思います。新年

度のスタートを安心して迎えていただきたいという

思いから、Freewill 学習塾では毎年３月に保護者会

を開催しております。 

 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

ついてもお伝えする予定です。 

 中学部の保護者会では、私立高校と都立高校の入

試の違い、今後の入試の流れについてご説明します。

また、保護者の皆様にご協力いただきたいこと、入

試を控えたお子様へのアプローチの仕方、接し方の

コツなどもお話しします。 

 近年の高校入試は、大学入試が変化している影響

を少しずつ受けてきています。最新の情報をお伝え

いたしますので、高校受験を控えた新中学３年生の

保護者の皆様は、必ずご参加ください。 

 高校部の保護者会では、今年初めて導入された『大

学入学共通テスト』について詳しくお話しします。

また、その内容を受け、今後どのように学習を進め

ていくべきか、そのポイントもお伝えします。 

 大学入試改革やコロナ禍の影響があり、2020年

度の大学入試は非常に複雑になりました。2021 年

度以降もこの影響を受けます。今の高校生たちは、

複雑化していく入試制度に対応していかなければな

りません。 

 現在の大学入試は、保護者の皆様の頃のものとは

全く異なり、これまでの常識は通用しません。新高

校３年生の保護者の皆様は必ずご参加ください。ま

た、「大学受験は、高校１年生から始まる」と言われ

ます。その他の学年の保護者の皆様も、ご参加をお

待ちしています。 

 

 

 

春期講習のお知らせ 

３月 26日（金）～4月 3日（土）に春期講習を

行います。Freewill 学習塾の春期講習は「新学年の

先取り」をメインに行います。新学期、学年や学校

が変わり「新しい生活に慣れたかな。」と思う頃に

は、最初の定期試験がやってきます。最初のテスト

で「できる！」という状態を作り「自信」をつけ、新

学年で良いスタートをきってもらいたいと考えてい

ます。 

新学習指導要領にともなう変化 

2020 年度からは小学校で、2021 年度からは

中学校で新学習指導要領による授業が行われます。

「深い学び」を目的とした改革ですが、生徒さんた

ちにとっては、基本的な知識・技能の習得が今まで

以上に求められることになりました。そのため、新

学期が始まる前のこの期間から、勉強の基礎・土台

をつくることが重要になります。春期講習の期間は

８日間と短いため、ぜひ日程調節をして、ご参加い

ただけますと幸いです。 

詳しくは教室にて「春期講習のパンフレット」「提

案書」を配布していますので、ご覧ください。また、

保護者面談でも、一人ひとりの学習状況に合わせ、

ご説明します。ご不明な点がございましたら、遠慮

なく各教室の室長またはスタッフまでご相談くだ

さい。 

春期講習のお申し込みは、2月 19日（金）まで

です。締切日を過ぎてのお申し込みは、お席の確保

ができなくなる場合がございますので、ご注意くだ

さい。よろしくお願いいたします。 

 

 

 春期講習 

講習期間 

３月26日（金）～4月 3日（土） 

 

内部生申込締切日 

2月19日（金） 

保護者会 

３月６日（土） 
中学部：10:00~12:00 
高校部：13:00~15:00 
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小学部 読書感想文のお知らせ 

第４回読書感想文イベントのお知らせです。今回

は、これまでよりもテーマ性の強い作品を通して、

「社会問題に関心を持ってもらいたい」という思い

で企画しました。 

本をきっかけに考える 

 今回のテーマは『SDGsを通して社会問題を知ろ

う！』です。ニュースでたびたび触れられ、社会的に

話題となっているテーマですが、その内容を自分事

として理解している生徒さんは多くないと思います。

今回は、本の世界だけに止まらず、社会の現象にも

目を向けてもらおうと考えました。自分自身の考え

を持ち、自分とは違う視点や意見があることを経験

できる貴重な機会になればと考えています。 

発表会までの流れ 

 第４回の発表会は３月１７日（水）に開催予定で

す。しっかりと準備した状態で発表会に参加しても

らうため、サポートも徹底して行います。 

２月の前半からは、感想文に書く準備をする「完

成シート」の作成期間（２月２６日（金）まで）です。

３週間、読んだ内容の整理をしながら、自分の言葉

でまとめます。 

このシートをベースに、２月半ばより読書感想文

の作成期間（３月５日（金）まで）となります。 

そして、残りの２週間は発表用画用紙の作成期間

です。 

 学校や学年をまたいで行う発表会は、生徒さんに

とって大変貴重な経験となり、自信へと繋がります。

ぜひご家庭でも本の内容に関して、一緒に話す機会

を作ってみてください。 

 

小学部  理科実験教室のお知らせ 

第4回理科実験教室を 3月１０日（水）に開催い

たします。今回は「水の上に咲く花を作る」です。 

ひな祭りの日にぴったりな「花」をテーマにした

実験です。水の上に浮かべると開く紙の花を作りま

す。水の力による不思議な現象を観察します。また、

同じ原理を用いたヒミツの実験も予定しています。

水の不思議な働きを観察・考察してみましょう。 

Freewill 学習塾では、身近なものや現象などさま

ざまなことに興味を持ち、自ら調べ知識を広げる、

そんな「自学自習」のできる生徒になってほしいと

いう思いがあります。 

「知らなかったことを知る。出来なかったことが

出来るようになる。」 学びとは本来、楽しいもので

す。子どもたちが元々持っている「学びの力」を発揮

する場になるように、子どもたちの知的好奇心を刺

激して「学びの楽しさ」に気付くきっかけになるよ

うに、準備していますので、ぜひご参加ください！ 

 

申込みについて 

今回も各校舎にて定員があります。恵比寿校２０

名、世田谷校１５名、中目黒校１５名まで参加でき

ます。また、検温、マスクの着用など、感染症予防

へのご理解とご協力をお願いします。みなさんが楽

しめるよう万全の準備をしてお待ちしています！ 

  あらすじから興味を持った一冊を選んでもらいます。 

理科実験教室 お申込み方法 
下記の①～③いずれかの方法でお申込みくだ

さい。 

①各教室へ申込書を提出する 

②各教室へ電話をする 

恵比寿校：03-3760-0291 

世田谷校：03-5712-3033 

中目黒校：03-6303-1106 

③QRコードで申込む 

右のQRコードから 

簡単登録♪ 
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中学部  理社マラソンのお知らせ 

2 月の学年末試験に向け、Freewill 学習塾では中

学生を対象に、理社マラソンを実施します。学年末

試験ではこれまでの試験よりも広い範囲から出題さ

れるため、5 教科の効率的なテスト勉強が重要にな

ります。なかでも理科と社会は他教科に比べ試験直

前の勉強が点数につながりやすい教科です。理社マ

ラソンは、普段の学習でおろそかになりがちな理科・

社会のテスト勉強を試験前に徹底的に仕上げるイベ

ントです。 

 

Freewill 式学習方法で試験対策 

Freewill 学習塾の理社マラソンは、ポモドーロ・

テクニックという時間管理術を用いて実施します。

ポモドーロ・テクニックとは、25分の作業と短時間

の休憩を 1セットとして、時間を区切って作業を行

う方法です。アウトプットが主になる理社マラソン

においては、集中力を長時間持続させながら効率的

に勉強することが重要になります。 

また、理社マラソンの始めには、全員に「目標設定

シート」を書いてもらいます。こちらのシートでは、

各セクションの 25分でどの教材の、どのページを、

何回やるか、といった具体的目標を予め設定します。

各セクションが終わった後には目標が達成できたか

チェックを入れてもらっています。 

毎回、理社マラソン後のアンケートでは「思った

よりもあっという間だった。」「短時間で区切るこ

とでいつもより集中できた。いつもの勉強でも取り

入れていきたい。」といった感想が多くあります。 

また、各セクションの目標設定を決めることで、

達成感だけでなく、「終わらなかったところをもう

一度計画を立て直して、取り組みたいと思います。」

というような理社マラソン後のやるべきことを見つ

けて帰っていく生徒さんが多くいます。 

 

こちらの理社マラソンは、通常授業で理科や社会

を受講していない生徒さんはもちろんのこと、

Freewill 学習塾に通われていない方もご参加いただ

けます。目前に迫った試験対策のためだけでなく、

今後の学習にも活用できる勉強方法を習得できるチ

ャンスです。ぜひ、お友達も誘ってご参加ください。 

 

 

 

世田谷校の前回の理社マラソンの様子です。 

中目黒校でも大人気のイベントです。 

恵比寿校の前回の理社マラソンの様子です。 

【理社マラソン実施日程】 

2 月 20 日（土） 

詳細は各教室にて後日ご連絡します♪ 
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高校部  入試壮行会のご報告  

１月１０日（日）、最後の「共通テスト特訓」が

ありました。その授業後、高校部の高校３年生の生

徒さんたちにむけ、『大学入試壮行会』を行いまし

た。当日は、まず高校部室長の信重から「大学入試

を控えて」という冊子が配られました。受験にむけ

た心構えや、受験日までの生活上の注意点を説明し

ました。 

その後、講師からの個別メッセージをお伝えしま

した。自分たちの大学受験経験をもとに、熱いメッ

セージが送られました。 

最後に、「受験当日の緊張を少しでもほぐせるよ

うに」という想いをこめて、各生徒さんたちへプレ

ゼントが配られ、生徒さんたちも笑顔になってくれ

ました。 

大学入学共通テストは終了しましたが、本番はこ

れからです。１月下旬から３月上旬まで、気を抜け

ない日々が続きます。最後の最後まで諦めず、悔い

のないように、あと少し一緒にがんばりましょう！ 

高校部  英単語合宿のお知らせ 

 １月の英単語合宿にご参加くださった皆さん、あ

りがとうございました！急なお知らせにもかかわら

ず、定員ギリギリまで参加者が集まり、各々が自分

の目標に向かって単語学習を進めることができまし

た。 

 さて、１月に開催したばかりですが、２月も英単

語合宿を行います。これが２０２０年度最後の英単

語合宿となります。 

今回の目的は「３月の学年末試験にむけた英単語

学習」です。気がつけば、あっという間に２月に突

入しました。「あと約１ヶ月で、学年末試験がある」

という人がほとんどだと思います。 

 学年末試験は範囲が広いため、計画的に学習する

必要があります。その一環として、ぜひ英単語合宿

を活用してください。また、英単語をしっかり覚え

ておくことは、定期テストだけでなく大学入試にも

非常に重要でなポイントです。 

 

英単語合宿（２月） 

①２月２３日（火） ②２月２４日（水） 

③２月２５日（木） （全３日間） 

時間：１９：３０～２１：３０ 
場所：Freewill 学習塾恵比寿校 

    渋谷区恵比寿南2-24-9 

 

 右のQRコードよりお申し込

みが可能です。インターネット

からのWEB申し込みとなりま

す。QR コードを読み取ると、

予約専用ページにアクセスで

きます。 

やり方がわからない、インターネットが使えない、

など予約に関してお困りのことがありましたら、遠

慮なく高校部（03-3760-0291）までご連絡くだ

さい。 

詳しくは後日、教室にてプリント配布でもご案内

します。高校生のみなさんのご参加をお待ちしてお

ります！ 

 

『大学入試を控えて』：大切な情報がたっぷりです。 

メッセージを真剣に聞いてくれています。 
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塾長・柴山の子育て講座  

「注意をしたり叱ったりしても、子どもの態度が一

向に変わらず困っている。」そんな経験をしたこと

はありませんか？ 

「なんでこんな行動をするんだろ

う？」と思ったとき、もしかすると

以下のような原因があるかもしれ

ません。 

 

 

怒るのではなく、あえて無視をする 

子どもは、一番「無視」をきらいます。 

反抗期には、「悪いことして注目されること」

＝「大人にみとめられた」ととる子もいるの

です。彼らにとっては、怒られる方が、無視さ

れるよりもいいのですね。 

だから、反抗期で悪態をつく子に対しては、

あえて無視することも、時には必要なのです。 

柴山健太郎著「子にかける×子にかけない」p 146 より 

 子どもの言動の裏には、私たちには見えていない

別の気持ちが隠されていることがあります。上記の

ように、大人の反応を間違って捉えている場合もあ

れば、意図的に本当のことを隠している場合もあり

ます。いずれも大人と子どものミスコミュニケーシ

ョンによるものです。それは言い換えると、私たち

大人が変化を起こせば、必ず彼らの行動にも変化が

表れてくるということでもあります。彼らは、親に

嫌われようと悪い態度をとるわけではないのです。

少し難しいですが「本心はなんだろう。」と一呼吸お

いて引いてみることで、悩みが改善されるかもしれ

ません。 

 

頭の体操  

前回の問題 

あなたと隣人が同じ日に同じ場所で不用品セール

をします。あなたには 10000円で売れると確信し

ている商品があります。ところが、なんと隣人もま

ったく同じものを 4000 円で売ろうとしていまし

た。この隣人と特に親しくするつもりがないとして、

あなたが最も利益を得るにはどうすればよいでしょ

うか。 

答え：隣人の商品を 4000円で買って 10000円

で売ります。商品2つ分の売り上げ、20000円

から 4000円の出費を引いた 16000円が利益と

なります。商品を安く仕入れて高く売るのがビジネ

スの基本です！ 

 

今月の問題 

夜、4 人が吊り橋を渡ってキャンプ場に戻る必要

があります。彼らは懐中電灯を 1 つしか持ってお

らず、電池は 17分しかもちません。吊り橋は一度

に 2 人が渡れる強度しかありません。4 人はそれ

ぞれ 1分、2分、5分、10分で吊り橋を渡ること

ができます。どうすれば全員が 17分以内で吊り橋

を渡りキャンプ場に戻ることができるでしょうか。 

 

 

★「お知らせツール」ご登録のお願い★ 

 ブログの更新情報や教

室の様子などをいち早く

お届けします。塾生の親

御さんは、ご登録をお願

いします！ 

行動の裏側にある考えを推測してみましょう。 


