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ご挨拶  

いよいよ、2021年度がスタートいたします。今年

度も引き続き、お子様の成長をご家庭と一緒に喜び、

サポートしたいと思います。 

今後ともよろしくお願いいたします。 

変化する教育に向けて 

新学習指導要領に伴い、昨年度は小学校の教科書

が改定されました。また、大学入試もセンター試験

がなくなり、共通テストに変わりました。今年度か

らは中学校の教科書が改定され、昨年までは上の学

年で習う単元が各学年とも追加されます。 

進学、進級で新しい生活に加えて、大きく変化す

る学校教育に不安を感じる方もいらっしゃると思い

ます。Freewill学習塾では新学習指導要領にあわせ

て、教材の再選定はもちろんのこと、生徒一人ひと

りに合わせたカリキュラムをご用意しています。 

学習に関することだけでなく、思春期のお子様の

子育てに関してもサポートしていきたいと思います。

今年度もご家庭と連携してお子様の成長を見守って

いきますので、よろしくお願いいたします。 

 

 

 

４月・５月の予定  

 

 

  

1 木 春期講習期間 3/26-4/3 1 土 休校（GW休み）
2 金 2 日 休校（GW休み）
3 土 3 月 休校（GW休み）
4 日 4 火 休校（GW休み）
5 月 （平日休校日） 5 水 休校（GW休み）
6 火 通常授業開始 6 木

7 水 7 金

8 木 8 土

9 金 9 日

10 土 10 月

11 日 11 火

12 月 12 水

13 火 13 木

14 水 14 金

15 木 15 土

16 金 16 日

17 土 17 月

18 日 18 火

19 月 19 水

20 火 20 木

21 水 21 金

22 木 22 土

23 金 23 日

24 土 24 月 保護者面談期間 5/24-6/11
25 日 25 火

26 月 英単語合宿（高校部） 26 水

27 火 英単語合宿（高校部） 27 木

28 水 英単語合宿（高校部） 28 金

29 木 休校（GW休み） 29 土

30 金 休校（GW休み） 30 日

31 月

■…休校日

４　月 ５　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

（高校生）プチ進路ガイダンス④

休校（GW休み）※高校部のみ授業あり
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教室紹介〜各教室よりメッセージ〜 

 2021年度がスタートしました。地域に根差した

指導をして、15年が経ちました。現在、Freewill学

習塾には、３つの校舎があります。さらに専門分野

ごとに分けると５つの教室に分かれています。 

 地域の生徒さんたちをより良いかたちでサポート

するため、各教室には教育や進路指導の知識に長け

た専門家が揃っています。また、教室長だけでなく、

スタッフ一人ひとりが、教育に対して豊富な知識を

持っています。お困りのことがありましたら、遠慮

なく各教室までお問い合わせください！ 

 

恵比寿校 

 住 所：渋谷区恵比寿南2-24-9（１階） 

 連絡先：03-3760-0291 

世田谷校 

 住 所：世田谷区池尻1-10-8（B１階） 

 連絡先：03-5712-3033 

中目黒校 

 住 所：目黒区中目黒2-10-15（１階） 

 連絡先：03-6303-1106 

大学受験専門個別指導 

住 所：渋谷区恵比寿南2-24-9（２階） 

連絡先：03-3760-0291 

STEAM English Academy 恵比寿校 

 住 所：渋谷区恵比寿南2-24-9（１階） 

 連絡先：03-6451-2524 

 

さて、新年度を迎えるにあたり、各教室より熱い

想いのこもったメッセージが届いています！ぜひ、

ご一読ください！ 

 

 

恵比寿校 

昨年度、私は新たに恵比寿校に配属されました。

大切なお子様を預かることに身が引き締まったこと

が、昨日のように思い出されます。無我夢中で過ご

した１年間を振り返ると、生徒たちの成長に驚きの

連続でした。今年度は、昨年にも増して、生徒たち

の学力向上はもちろん、教室に来た生徒たちにエネ

ルギーを与えられる存在でありたいと思います。 

恵比寿校は、生徒たちが大人になったときのこと

を第一に考え、学習だけでなく、礼儀や態度の指導

を徹底しています。「当たり前のことを当たり前に

できる人」に育てます。今年も引き続き、よろしく

お願いいたします。（福田） 

今年度から恵比寿校に着任します、小原と申しま

す。大手学習塾にて5年勤務した経験があります。生

徒さんたちとは趣味や好きなことなどいろいろなこ

とを話しながら、夢や目標について語り合えるよう

な、そんな存在になりたいと思います。 

また、恵比寿校を生徒たちの「第2の家」のような

明るく居心地の良い場所にしたいと思っています。

ただその中でもメリハリがつけられるように学習や

生活習慣の指導を行い、より良い学習環境を提供で

きる教室にしたいとも考えています。そして、目の

前の生徒一人ひとりの将来のため、精一杯頑張りた

いと思います。どうぞ、よろしくお願いいたします。

（小原） 

写真左：福田  写真右：小原 
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世田谷校 

ギリシアの哲学者アリストテレスは植物の成長に

注目し、「可能態」（秘めた可能性）と「現実態」（現

実の姿）の概念を編み出し、万物の運動についての

普遍的理論を立ち上げました。私は日々お子様たち

と接する中で、一人ひとり多様な可能性、そしてそ

の可能性が現実のものになっていく姿を目の当たり

にする中で、いつもこの理論を思い出しています。 

 

世田谷校では、「秩序ある多様性」をテーマにか

かげ、そのように多様性に満ちたお子様たちが十分

に成長していくために、時には厳しく、秩序ある学

習環境を整えています。 

2021年度も、現状では雲行きの怪しい社会状況

ですが、お子様たちそれぞれが色鮮やかな花を咲か

せられるよう、全力でサポートいたします。よろし

くお願いいたします。（井口） 

中目黒校 

 

今年度から中目黒校の室長となりました、松倉と

申します。初めてお目にかかる方が多いかと思いま

すので、簡単に自己紹介をさせていただきます。秋

田大学教育文化学部出身で、大学時代に幼稚園・保

育園・小学校・中学校・高校の教員免許を取得しま

した。 

私は、子どもたちの可能性を引き出して、伸ばし

てあげることが我々講師の使命だと考えています。

どの子どもにも可能性があり、それをしっかり伸ば

したい！そう思いながら、日々生徒さんたちと関わ

らせていただいています。 

大事なお子様を預からせていただくことに感謝

し、生徒さん全員が自信をもって社会に出ていける

よう指導していきます！ 

よろしくお願いいたします！（松倉） 

 

 

オープンスペースな教室でお待ちしております！ 
世田谷校の教室の様子です。一人ひとりを見守ります。 
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大学受験専門個別指導 

大学受験専門個別指導（通称：高校部）は、恵比

寿校の２階にあります。高校部は、高校１年生〜３

年生を対象とし、大学合格に向けて全面的にサポー

トしています。 

大学受験は、都内の高校受験とは異なり、制度・仕

組みがとても複雑です。大手予備校は「一般選抜（学

力検査）」のみ指導しているところがほとんどです

が、高校部では「一般選抜」はもちろん、「学校推

薦型選抜」や「総合型選抜」も含め、生徒一人ひと

りの志望校・成績状況に合わせ最適な進学指導を行

います。 

生徒さんには「大学受験は本気で勉強だけに打ち

込める機会」だとよく話をします。大学入学後も勉

強をする機会はありますが、勉強だけに打ち込める

機会は後にも先にも大学受験しかありません。 

この本気で勉強に打ち込める貴重な時期に、生徒

の皆さんが段々と勉強にのめり込んでいく姿を見ら

れることが私の中での日々大きな刺激となっており

ます。 

今年の大学受験でも

一生懸命に本気で指導

に当たって参りますの

で、よろしくお願いい

たします。（信重） 

 

 

STEAM English Academy 恵比寿校 

 

 

 

 

 

 

 

 

こんにちは！STEAM English Academy（ステ

ィームイングリッシュアカデミー：通称 SEA）恵

比寿校室長の桑木です。私は、2019年度まで世田

谷校にて指導をしておりましたが、2020年4月か

らSEA恵比寿校にて指導をしております。 

STEAM English Academyでは、３歳～小学校

低学年の生徒さんを対象にオールイングリッシュで

の英語レッスンを行っています。従来のグループレ

ッスンとは異なり、ホワイトボードなどは使用せず、

“スマートボード”と呼ばれる大きなテレビを使用

しレッスンを行っています。また、e-learningでの

宿題や、AR・VRといった最新テクノロジーを使用

しているため、生徒さんたちは楽しみながら英語を

学んでいます。 

この英語教室には、英語を初めて学ぶ生徒さんも

参加されています。"Hello"から始まった生徒さんが、

英語の質問に対して英語で答えられるようになる過

程を日々見ていると、生徒さんたちの成長の早さに

驚かされるばかりです。 

これからも、「英語が楽しい」と思えるように、楽

しいレッスンを心がけて指導をして参ります。どう

ぞよろしくお願いいたします！（桑木） 

 

スマートボードでの授業は迫力があります！ 

自律学習へ向けたサポートが充実しています。 
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春期講習のご報告  

３月２６日（金）から４月３日（土）の期間で春期

講習を行いました。新学年に向けてそれぞれが心機

一転した姿勢で講習期間を過ごしてくれました。 

先取りをして余裕の試験対策 

 春期講習はどの学年も基本的に次の学年で習う単

元を扱いました。先取りをする目的は主に３つあり

ます。1つ目は、学習習慣を維持することです。春は

環境の変化が大きな時期です。その影響で、これま

でに培ってきた学習習慣が崩れてしまうことのない

ようサポートします。2つ目は、学校で習う単元を既

に知っている状態にすることで、学校の授業が復習

になるということです。既に知っている単元であれ

ば、学校の授業にしっかりとついていくことができ

ます。最後は、中高生にとって最初の定期試験に向

けた余裕のある準備をするということです。新学年

最初の定期試験は単元も新しいものになり、試験範

囲も比較的広くありません。そのため、早めに試験

範囲の勉強をすましておくことで、高得点を狙うこ

とも可能なのです。 

 

自信を持って終えられた講習 

 昨年は、突然の学校休校により不安が募る中での

新年度スタートでした。しかし、今年度は例年に近

い状態でどの生徒さんも新学年を迎えます。そのた

め、授業内で交わされる講師との会話の中でも、前

向きな言葉がたくさん聞こえてきた印象を受けまし

た。 

「この調子で中学校最初の試験は、５教科９０点以

上取りたいです！」 

「春期講習参加して良かったです！」 

「先取りできて安心できました！」 

 それぞれが先を見据えて春期講習を終えていまし

た。講習でつけた自信を維持しながら通常授業も引

き続き取り組んでいけるよう、講師一同新年度も全

力でサポートしてまいります。 

 

楽しくもメリハリのある講習になりました。（中目黒校） 

新年度に向けた前向きな姿勢！（高校部）。 

７５分間、通常授業とは違った雰囲気です。（世田谷校） 
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ゴールデンウィークの過ごし方  

Freewill学習塾では、ゴールデンウィーク中は休

校となります。今年度のゴールデンウィーク休校日

は下記の日程となります。 

 

各教室個別指導 

４月２９日（木）〜５月６日（木） 

大学受験専門個別指導（高校部） 

４月２９日（木）〜５月５日（水） 

 

なお、Freewill学習塾では1か月の授業回数を３．

５週間分（講習を除く年４２週間分）となるように

年間スケジュールを決めています。受講いただいて

いる曜日に不公平がないよう、祝日でも授業を行う

場合もあれば、平日にお休みの場合もありますので、

ご了承ください。 

また、このゴールデンウィークに伴い、Freewill学

習塾ではゴールデンウィーク宿題を出します。連休

中も学習習慣を崩さないよう、学年に応じた適切な

分量の宿題をご用意しています。年度最初の学期を

より充実したものにできるよう、勉強時間を含めた

休暇のスケジュールを立て、有意義な休暇を過ごし

ましょう！ 

小学生向けGW宿題の目的 

小学生は勉強習慣のペースを崩さないことを目的

にゴールデンウィーク宿題を出題します。春休みが

終わり、慣れ始めた新年度の生活リズムを崩さない

ことが重要です。また、家庭学習を生活の中に取り

込み、やならければ違和感を覚える、すなわち習慣

化することを目指します。 

中学生・高校生向けGW宿題の目的 

 中学生・高校生は新しい学年最初の定期試験に向

けた準備を目的とします。具体的には、3月と春期

講習に進めてきた先取り範囲の復習を行います。ま

た、連休を利用して「計画→実行→評価→改善」の

サイクルを身に付けてほしいと考えています。勉強

以外でも目標や夢をかなえるために、このスキルは

大切です。ゴールデンウィークでの勉強を通して定

期試験での目標を決め、計画を立て、実行すること

に挑戦してみてください。 

 

イベント紹介  

小学部のイベント 

読書感想文 

他人の意見に耳を傾け、それを踏まえて自分の考

えを表現して伝える力は、今後ますます必要とされ

る能力です。その能力を育成する一環として『読書

感想文』を年４回実施しています。課題図書を読ん

で感じたことを文章で表現し、そして教室で発表す

ることを通して、「読む力」「書く力」「伝える

力」を養います。「作文が苦手！」という生徒さん

も取り組みやすいように、ワークシートや教室での

サポートも充実しています。内部生限定のイベント

です。 

理科実験教室 

 学びは、知識をただ詰め込むだけでなく、自ら疑

問を持ち、考えて実行するという体験を通して、よ

り深められるものです。そのような学習環境作りの

きっかけとして『理科実験教室』を年５回開催して

います。毎回の実験を通して、科学の不思議・おも

しろさに触れることのできる、大人気の無料イベン

トです。理科実験教室は、Freewill学習塾に通って

いないお友だちも一緒に参加することができます。

みんなで楽しく科学を学びましょう！ 

お友だちの発表に耳を傾け、意見交換をします。 

先生の話を聞きながら丁寧に作業をしています。 
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中学部のイベント 

理社マラソン 

Freewill学習塾では定期テスト前の週末を利用し、

無料定期試験対策「理社マラソン」を開催していま

す。こちらは、通常授業では受講していない理科や

社会の問題を黙々と解くことで、定期試験での点数

アップを目指します。また、問題演習25分と休憩5

分という短いサイクルで行うため、毎回参加者の生

徒さんから「いつもより集中してできた」という感

想を多くもらう大人気イベントとなっています。 

 

セルフマネジメント講座 

Freewill学習塾では例年、生徒さんに勉強以外で

も夢や目的を意識してもらうために、年4回の「セル

フマネジメント講座」を開催しています。 

勉強や部活動・習い事等で忙しい生徒さんたちに将

来の夢や目標を再確認してもらい、目標達成に向け

具体的にどのような行動をしていけばよいのか、お

伝えします。 

大学受験専門個別指導のイベント 

英単語合宿 

 「英語を制するものは受験を制す！」という言葉

があるほど、英語は、学年・文理選択を問わず、非常

に重要な科目です。そして、その英語を制するため

に１番重要なのが「英単語」です。 

高校部では、英単語学習を効率よく着実に進める

きっかけとして定期的に「英単語合宿」を開催して

います。1日2時間のこのイベントは、最大で150

単語を暗記することができる機会です。高校生のみ

なさん、ぜひ積極的に参加してください！ 

進路ガイダンス 

 高校１年生〜３年生まで、各タイミングで重要な

情報をお伝えする機会として、ガイダンスを実施し

ています。新学年での高校生活を送るポイントや学

習のコツ、特に受験生には受験勉強の進め方や入試

のスケジュール管理についてなど、「知っておいて

ほしい！」情報を凝縮して説明します。 

 

 

 

 

お友達も誘って参加できます！ 

2019年度セルフマネジメント講座の様子です。 

時間を区切りテスト形式で取り組むため集中力アップ！ 
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塾長・柴山の子育て講座  

新年度になり、子どもにも新

しい期待を抱いている保護者様

も多いのではないでしょうか？

しかし、子どもに過度な期待を

持ち、彼らを大人の思う方向に

持っていこうとしてはいけませ

ん。 

 

子どもは、未知の可能性がいっぱい詰まった

「種」なのです。 

子どもはひとりでは育ちません。大人にはた

くさんの役割があるのです。 

もしも伸び悩んでいる子がいるとしたら、大

人の見方が間違っているのかもしれません。

接し方が間違っているのかもしれません。 

柴山健太郎著「子にかける×子にかけない」p １６より 

 

 大人は子どもを導いてあげる存在です。しかし、

それは子どもが本当はどうしたいのかを踏まえてい

ることが前提です。子どもの将来は、私たち大人が

思う以上に可能性に満ち溢れています。その可能性

を塾長の柴山は「種」と表現しています。種はすぐに

花にはなりません。いくつかの段階を経てきれいな

花が咲くのです。大人の役割とは、綺麗な花が咲く

ために、適した時期に子どもに水を与えることです。 

 子どもは成長するに従って、親の知らない社会か

らたくさんの影響を受けて自然と育っていきます。

彼らの意志を尊重し、行き先を見失わないよう導く

灯台のような存在になることを目指しましょう。 

 

頭の体操  

前回の問題 

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。 

答え： 

① ５リットルの容器に水をいれます。 

② ３リットルの容器に移します。5リットルの容

器に２リットル残りました。 

③ ３リットルの容器を、からにします。 

④ 残った２リットルを、３リットルの容器にい

れます。3リットルの容器は満タンにはならず、

１リットル分あいています。 

⑤ ５リットルの容器に水をいれます。 

⑥ 5リットルの水を3リットルの容器の残りの1

リットルに移します。 

他にもっと簡単な方法はあるかな？正解は１つで

はないよ！。 

 

今月の問題 

錠剤がたくさん入った瓶が５本あります。そのう

ちの１本の瓶の錠剤はすべて毒です。それを見分け

る唯一の方法は重さで、普通はすべて１錠１０グラ

ム、毒の瓶の錠剤はすべて１錠９グラムです。秤で

１度だけ重さをはかって汚染された瓶を見分ける

にはどうしますか？ 

 

 
時期に応じて適した大人の役割を担いましょう。 
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★「お知らせツール」ご登録のお願い★ 

 Freewill学習塾では、SNSを活用しています。ブ

ログの更新情報や、教室の様子など、これまでより

も早く・気軽にご覧いただけます。保護者の皆様は、

ぜひご登録をお願いします！ 

 

 

＜保護者様へ＞ LINE＠（ラインアット） 

おすすめのブログ記事

をピックアップしてお

知らせします♪ 

 

 

 

＜高校生へ＞ 

・Instagram（インスタグラム ） 

・Twitter（ツイッター） 

イベント情報や日々の学習に役立つコンテンツ

「Freewillからの挑戦状（数学）」 

「意外と知らない！？英語表現（英語）」配信中！ 


