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ご挨拶  

２月は中学受験、高校受験、大学受験、とそれぞれ

の生徒さんが受験本番を迎えました。また、最終週

には多くの区立中学校で、学年末試験が行われまし

た。2020 年度は新型コロナウイルス感染症の影響

もあり、例年とは全く違った 1 年間でした。そのよ

うな中でも、生徒さんたちは柔軟に対応し、それぞ

れの目標や課題に対してやるべきことをコツコツと

積み重ねてきました。3 月 2 日には都立高校入試の

合格発表がありました。そして 3 月中には私立校も

含めた全ての学校で学年末試験の結果が返ってきま

す。それらの結果を受けて、生徒さん一人ひとりが

次の目標や課題に向き合えるよう、講師一同サポー

トをしていきます。 

新年度に向けて 

Freewill 学習塾では、3 月の通常授業から新年度

に向けた予習を行います。また、3 月 26 日からは

春期講習が開講されます。 

今年度の成果を振り返り、自分の成長と課題点を

見つけ、新年度で良いスタートが切れるよう気持ち

を切り替えましょう。 

 

３月・４月の予定  

 

 

  

1 月 1 木 春期講習期間 3/26-4/3
2 火 2 金

3 水 3 土

4 木 4 日

5 金 5 月 （平日休校日）
6 土 保護者会（中学部・高校部） 6 火 通常授業開始
7 日 7 水

8 月 8 木

9 火 9 金

10 水 理科実験教室（小学部） 10 土

11 木 11 日

12 金 12 月

13 土 13 火

14 日 14 水

15 月 15 木

16 火 16 金

17 水 読書感想文発表会（小学部） 17 土

18 木 18 日

19 金 通常授業終了（高校部） 19 月

20 土 20 火

21 日 21 水

22 月 通常授業終了（全校舎） 22 木

23 火 23 金

24 水 春期講習フォローデー 24 土

25 木 　※通常授業はありません。 25 日

26 金 春期講習期間 3/26-4/3 26 月 英単語合宿（高校部）
27 土 27 火 英単語合宿（高校部）
28 日 28 水 英単語合宿（高校部）
29 月 29 木 休校（GW休み）
30 火 30 金 休校（GW休み）
31 水

■…休校日

（高校生）プチ進路ガイダンス④

３　月 ４　月

（高校生）プチ進路ガイダンス①

（高校生）プチ進路ガイダンス②

（高校生）プチ進路ガイダンス③
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保護者会のお知らせ 

今年度も残りわずかとなりました。新しい学年や

入試を迎えるにあたり、期待と不安の入り混じる時

期かと思います。特に今後は「新学習指導要領の導

入」「高大接続改革」に伴い、中学校や高校の学習

内容が大きく変化していきます。変化の渦中、少し

でも安心して新学年のスタートが切れるように、情

報共有の場として保護者会を開催します。 

保護者会では新年度の我々の指導方針をはじめ、

各受験への取り組みについてお話しします。また、

思春期のお子様との関わり方についてのお話しも予

定しています。 

中学部保護者会 

私立高校と都立高校の入試の仕組みや、今後のス

ケジュールについてお伝えします。また、高校受験

では、保護者の皆様にご協力いただきたいこともご

ざいますので、合わせてご説明します。さらに、思

春期と受験が重なってしまうお子様とのコミュニ

ケーションのコツもお話します。 

高校部保護者会 

近年、大学入試は様変わりを続けています。「私

立大学の定員厳格化」から、今年１月に初めて実施

された「大学入学共通テスト」まで、年々複雑にな

り続けています。保護者の皆様の時代とも、我々講

師の時代とも異なる、新しい時代がやってきました。

これらを踏まえた入試の現状と、その上でお子様が

どのように大学受験に向かっていくのか、最新の情

報をお伝えします。 

 

Freewill 学習塾 保護者会 

日時：３月６日（土） 

中学部：１０：００〜１２：００ 

高校部：１３：００〜１５：００ 

※オンラインでの開催となります。 

 

※参加方法については Comiru にて詳細をご連絡しています。

ご不明な点がございましたら、遠慮なく教室までお問い合わ

せください。 

 

春休みの過ごし方  

修了式や卒業式など、学業の節目となる３月。そ

の後に来る春休みは子どもたちにとって、小休止の

ような感覚のお休みなのではないでしょうか。中学

生や高校生にとっては、学年末試験もようやく終わ

り、一旦勉強から少し離れて好きなことをしたい、

と思っている子も多いと思います。 

学習習慣を崩さない期間に 

 そのように落ち着きたい時期、乱れがちなのが学

習習慣です。その顕著な例が受験生です。中学受験

や高校受験を終えた子供たちは、極端に勉強量が減

ってしまいます。特に高校生の保護者様からは「驚

くほど勉強しなくなりました…。」という声を聞く

ことも少なくありません。 

 学習習慣というものは一朝一夕に身につくもので

はありません。苦労して毎日コツコツ取り組める状

態を作り上げても、少しやらない期間を作ってしま

うだけで、あっという間に勉強習慣は崩れていきま

す。 

だからこそこの時期に大切なのが、日々の学習ル

ーティンです。何時間も机に向かって全ての科目を

一通り勉強する必要はありません。例えば小中学生

なら計算問題を１日１ページやったり、漢字を毎日

１０語ずつ書いて覚えたりします。高校生ならば、

英単語帳をコツコツと進めていくのが良いでしょう。

ルーティン学習は、質よりも量を明確にして続ける

ことが効果的です。 

新年度で遅れをとらないために 

夏休みや冬休みは学年の途中であるため、学校か

らの宿題があり、次の定期試験に向けた勉強も意識

しやすいです。一方、春休みは勉強するための動機

が少ない時期です。Freewill 学習塾では、そうした

期間もしっかりと目標を持ち、学習に取り組んでも

らえるように生徒さんたちにお話ししています。生

徒さんと新年度に向けた話し合いをし、自らが自主

的に学習に取り組めるような働きかけを今月もし

ていきたいと思います。 

また、以前よりお知らせしております「春期講習」

を実施しますので、こちらもぜひご参加ください。 
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小学部 イベントのお知らせ 

Freewill 学習塾では、小学生の生徒さんを対象に

「理科実験教室」「読書感想文発表会」の 2 つのイ

ベントを定期的に開催しています。今年度最後のイ

ベントとなりますのでお知らせします。 

生徒さんたちが学びの楽しさを得る機会となるよ

う、準備を進めています。感染症対策をしっかりと

行って実施しますので、安心してご参加ください。 

読書感想文発表会 

3 月 17日（水）に読書感想文発表会を開催しま

す。Freewill 学習塾では「人の文章を読む力」「自

分の意見を書く力」「相手に伝わるよう発表する力」

を伸ばす活動の一環として、年間を通して読書感想

文に取り組んでいます。 

第 4回の課題図書は「SDGｓを通して社会問題

を知ろう」をテーマにしています。今年度最後の読

書感想文では、１年間の総まとめとして、社会問題

を考える課題図書を選びました。 

 

今年度は「表現力」を育てる新たな試みとして紙

芝居形式での発表にしました。回を重ねるごとに発

表が上手になっていく生徒さんたちに驚きます。作

文が苦手という生徒さんのために、「読書感想文完

成シート」や発表会の資料作りのサポートもしてい

ますので、最後まで一緒にがんばりましょう。 

 

 

 

理科実験教室 

3 月 10 日（水）15:10～16:10 に第4回理科

実験教室を開催します。今回は「水の上で咲く紙の

花」を作ります。春の花が咲き始める季節に、ぴっ

たりなイベントです。実験を通して水の持つ不思議

な力を考察します。毎日使う「水」の意外な性質に

驚き、身近な科学に興味を持って欲しいと思います。

お友だちを誘ってご参加いただけますが、各校舎定

員がありますので、お早めにお申し込みください。 

 

 

申し込み方法 

①用紙を教室に提出する 

②各教室へ電話する 

③QRコードから登録 

（おすすめ！） 
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中学部  理社マラソンのようす 

２月２０日（土）に恵比寿校・世田谷校・中目黒校

の三校舎で、今年度最後の理社マラソンが実施され

ました。今回は学年末試験直前ということで試験範

囲が広いということもあり、多くの生徒さんが参加

してくれました。 

メリハリのある演習と休憩のサイクル 

 理社マラソンとは、「ポモドーロテクニック」と

いう時間管理法に基づいて行います。これまでイン

プットしてきた知識を集中的にアウトプットするこ

とで、効率的に弱点を補強していく、人気の試験対

策イベントです。理科、社会ともに対応できる講師

がそばにいますので、わからないところは気軽に質

問できる環境です。そして、理社マラソンの醍醐味

は、集団が生み出すメリハリのある雰囲気です。休

憩時間は、席を立って外に空気を吸いに行く生徒さ

んや、次の計画を立て直す生徒さんなどそれぞれが

自由に時間を使っていますが、演習の開始とともに、

ピリッとした空気が一瞬で生まれます。勉強のしや

すい環境がとても好評です。 

お互いを刺激し合える場づくり 

 今回も張り詰めた環境の中で演習を終えることが

できました。生徒さんたちからは様々な声が届いて

います。 

「科目を絞って集中的に取り組めました。普段、い

ろんな科目に手を付けて中途半端になりがちなので

とても充実した勉強ができてよかったです。」 

 

「家だとスマホをいじりながら勉強してしまってな

かなか進まないので、みんなが協力して緊張感のあ

る環境を作れる理社マラソンはとても良かったで

す。」 

  

知り合い同士で勉強会をするのとは違い、学年も

違えば学校も違う生徒さんが参加する理社マラソン

は、他人に迷惑をかけてはいけない、という心理が

自然と働きます。また、そうした緊張感が、長時間

の演習も乗り切ることができる状態を作り出してく

れます。 

 来年度も多くの生徒さんにイベントの効果を実感

してもらえるように、よりよい雰囲気作りをしてい

きます。理社マラソンは塾生ではないお友だちも参

加できます。最適な環境で勉強に取り組める数少な

い機会です。 

ぜひお友だちも誘って来年度もご参加ください！ 

 

 

  

Freewill 式勉強法で効率的な学習ができていました。 

それぞれが異なる目標を立てて取り組めていました。 

教科書などを見ながら自学自習ができていました。 
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中学部  入試壮行会のご報告  

中学部では、最後の入試特訓講座にて、一般入試

を受ける受験生に向け、それぞれの校舎にて入試壮

行会を開催しました。入試壮行会では講師が順番に

前に立ち、生徒さんたちに向けて激励のメッセージ

を送りました。また、受験当日のお守りとして、学

問の神様が祭られている湯島天神の鉛筆を生徒さん

一人ひとりに渡しました。こちらの鉛筆の側面には、

これまでの生徒さんの頑張りを見てきた講師からの

メッセージが書かれています。 

 

各校舎の様子 

 

 

激励を受けて 

当日の注意事項や緊張しないためのアドバイス、

これまで一緒に走ってきたからこそ、本番で全力を

出し切ってほしいという熱い想い。これらの熱いメ

ッセージを生徒さんたちは一人ひとり真剣な表情

で聞いてくれました。生徒さんの中には、講師から

の熱い激励を受けて「泣きそうになった！」と言っ

てくれる生徒さんもいました。 

ここまで頑張ってきた生徒さんたちの努力と成

長。一緒に走ってきた我々講師から、少しでも伝え

ることができていたら嬉しいです。そして、その成

長実感を胸に、新たなステージで活躍してほしいと

思います。 

 

恵比寿校では、その日の入試特訓講座に出勤していない講師

の方々もビデオメッセージで受験生へ向けてエールを送りま

した。 

世田谷校では、最後に講師みんなで肘タッチをして、生徒さ

ん一人ひとりを送り出しました！ 

中目黒校では、生徒さん一人ひとりの頑張りと親御さんから

のこれまでのサポートをつぶさにに見てきた室長志村のメッ

セージを受けて、涙をこらえる場面もありました。 
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高校部  英単語合宿のようす 

２月２３日（火）、２４日（水）、２５日（木）

の３日間、『英単語合宿』を行いました。「合宿」

といっても１日２時間という短い時間ではありま

すが、集中して英単語学習を進める絶好の機会とな

りました。 

３月の上旬には学年末試験が迫っていることか

ら、今回の英単語合宿では、テスト対策の学習をし

ている生徒さんが多かったです。 

英単語合宿は「英語を見て日本語の意味を書ける

ようにする」というのが基本スタイルですが、定期

テストでは「日本語を見て英語のスペルを書く」と

いう問題を出す学校もあります。そのため、なかに

は「先生、私の学校はスペルが重要なので、日本語

と英語を入れ替えて取り組んでも良いですか？」と

自分自身で工夫して学習を進めてくれた生徒さん

もいました。 

今年度の英単語合宿は２月で終了ですが、好評に

つき来年度も定期的に開催する予定です。コツコツ

と努力を積み重ね、大学受験に向かう準備をしてい

きましょう。 

 

  

 

塾長・柴山の子育て講座  

思春期に差し掛かると子どもたちは自分なりの意

見を持ち、親と意見が対立しはじめます。 

そのようなとき、説得をしよう

と言い返すと、そのまま口喧嘩に

なってしまい、話を聞かなくなっ

てしまった…ということはあり

ませんか？ 

塾長の柴山は、このようなアド

バイスをしています。 

 

ぶつかるのではなく受け入れる 

思春期の子どもは、自分でもわけがわからず

イラつく状態にあります。 

でも、本心では、「仲よくしたい」「話を聞い

てほしい」と思っているのです。 

だから、ぶつかるのではなく、受け入れてく

ださい。 

そして、子どもが聞いてほしいときに、相談

にのってあげられる親になってください。 

柴山健太郎著「子にかける×子にかけない」p 14８より 

 

 素直に意見が言い合える関係は大人同士でも理想

的な状態です。ただ、子どもたちにとって本音を言

うことはとても難しいことです。それは、自分の気

持ちを言葉で表現するのにまだ慣れてないからです。

そんな彼らの本音を引き出すためには、自分の意見

を伝える前に、子どもの声に耳を傾けることが大切

です。質問の形を変えると、彼らの言葉で少しずつ

返ってくることもあります。じっくり話を聞いてみ

てあげてください。 

 

 

話してくれないのではなく、言葉がみつからないだけです。 

最終日。スタートする前から既に暗記に取り組んでいる生徒

さんがたくさんいました。 

初参加の生徒さんも積極的にがんばってくれました！ 
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頭の体操  

前回の問題 

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。 

答え：1 分と 2 分がはじめに渡ります。その後、

2 分（または 1 分）が戻ります。次に、5分と 10

分が渡り、1 分（または 2 分）が戻ります。最後

に、1 分と 2 分が渡ります。足の速い人が行き来

するというのがポイントです！合理的な考えが求

められる問題です。 

 

今月の問題 

５リットルの水が入る容器が１個、３リットルの

水が入る容器が１個あります。水はいくらでも使え

るものとして、２つの容器を使って、正確に４リッ

トルの水の量をはかるにはどうすればいいでしょ

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！ 

合格速報  

２月頃から Freewill 学習塾に嬉しいお知らせが

続々と舞い込んできています！夢や目標のために悩

み、苦労して喜びを勝ち取るまでの一連のストーリ

ーを、Freewill 学習塾で実現してくれたことを大変

嬉しく思います。 

節目ごとに伝えていることですが、受験の合格が

ゴールではありません。この先も、様々なことを選

択する機会がたくさんあります。自分の人生に迷い

が出てくることもあると思います。 

そんなとき、Freewill 学習塾で一生懸命に努力し

たことを思い出してください。「あのときもがんば

れたから、きっと大丈夫！」そう思えるはずです。

自分の心の声にしたがって、進んでください。 

合格した生徒のみなさん、本当におめでとうござ

います。みなさんの今後の活躍を心から期待し、応

援しています。 

 

  

合格者掲示の一部です。教室にはすべて掲示されていますの

で、お越しの際はぜひご覧ください。 
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中学受験 
富士見丘中学校 

玉川学園国際バカロレア 

郁文館中学校 

ドルトン東京学園中等部 

聖望学園中学校 

浦和実業学園中学校 

目黒日本大学中学校 

日本大学豊山中学校 

日本工業大学駒場中学校 

品川女子学院中学校 

自由の森学園中学校 

聖学院中学校 

 

 

高校受験 
私立高校 

國學院久我山高校 

國學院高校 

青稜高校 

日本大学櫻丘高校 

日本大学第二高校 

専修大付属高校 

豊島学院高校 

立正大付属立正高校 

東京高校 

杉並学院高校  ２名 

国士舘高校 

錦城学園高校 

郁文館高校  ２名 

岩倉高校 

駒場学園高校  ５名 

正則高校 

神田女学園高校 

二松学舎高校 

関東国際高校 

玉川聖学院高校 

大成高校 

錦城高校 

日本工業大駒場高校 ２名 

目黒学院高校 

立志舎高校 

品川翔英高校  ４名 

日本学園高校  ２名 

日本体育大学荏原高校 ４名 

新渡戸文化高校 

自由ヶ丘学園高校 

大東学園高校  ２名 

 

都立高校 

新宿高校 

小山台高校 

豊多摩高校  ２名 

産業技術高等専門学校 

目黒高校  ２名 

田園調布高校 

広尾高校  ２名 

杉並高校 

桜町高校  ４名 

大崎高校 

世田谷総合高校  ２名 

杉並総合高校 

第一商業高校  ２名 

大森高校 

 

省庁等所管の学校 

陸上自衛隊高等工科学校 

 

 

大学受験 
慶應義塾大学 文学部 

早稲田大学 文学部 

東京理科大学 先進工学部 

電子システム工学科 

東京理科大学 理学部 

応用物理学科 

東京理科大学 理工学部 

電気電子情報工学科 

同志社大学 文学部  

美学芸術学科 

明治大学 総合数理学部 

総合数理学科 

明治大学 理工学部  

機械情報工学科 

明治大学 農学部 農学科 

学習院大学 文学部 史学科 

成城大学 文芸学部 

文化史学科 

明治学院大学 文学部 

芸術学科 

合格おめでとう 
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近畿大学 農学部 水産学科 

武蔵野美術大学 造形学部 

空間演出デザイン学科 

東京電機大学 理工学部 

情報システムデザイン学系 

東洋大学 ライフデザイン学部

生活支援学科 

目白大学 メディア学部 

メディア学科 

実践女子大学 文学部 

美学美術史学科 

跡見女子学園大学 心理学部 

臨床心理学科 

桜美林大学 

リベラルアーツ学群 

社会領域プログラム 

桜美林大学 芸術文化学群 

ビジュアル・アーツ専修 

東京都市大学 人間科学部 

児童学科 

城西国際大学 経営情報学部 

経営情報学科 

東京聖栄大学 健康栄養学部 

食品学科 

 


