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ご挨拶  

ゴールデンウィーク休暇は、どのように過ごしま

したか。緊急事態宣言を受けて、ご家庭でゆっくり

過ごされた方も多いかと思います。生活リズムが崩

れてしまった人は、早めにリズムを取り戻せるよう

に意識しましょう。 

定期試験について 

さて、３学期制の学校では、今年度最初の定期試

験が間近に迫っています。休み明けから定期試験の

勉強が始まる人がほとんどかと思います。また、２

学期制の学校も、定期試験まで、あと約１ヶ月とな

りました。 

年度始めの試験は非常に大切です。新しい環境で、

うまくスタートダッシュが切れると、その後も好成

績をキープしやすい、というデータがあるほどです。

そのためにもFreewill学習塾では、各学校の試験に

合わせて万全のサポートを行います。 

一方で、一人ひとりが「どうすれば点数を伸ばす

ことができるだろうか」と考え、主体的に取り組む

ことも重要です。そこで悩みがあれば、我々講師に

ぜひ相談してください。良いスタートを切れるよう

に、一緒に頑張りましょう！ 

 

５月・６月の予定  

 

 

  

1 土 休校（GW休み） 1 火 保護者面談期間 5/24-6/11
2 日 休校（GW休み） 2 水

3 月 休校（GW休み） 3 木

4 火 休校（GW休み） 4 金

5 水 休校（GW休み） 5 土 理社マラソン（中学部）※
6 木 6 日

7 金 7 月

8 土 8 火

9 日 9 水

10 月 10 木

11 火 11 金

12 水 12 土 保護者会（中学部・高校部）
13 木 13 日

14 金 14 月

15 土 15 火

16 日 16 水

17 月 17 木

18 火 18 金 夏期講習 内部申込締切
19 水 19 土 理社マラソン（中学部）※
20 木 20 日

21 金 21 月

22 土 22 火

23 日 23 水

24 月 保護者面談期間 5/24-6/11 24 木

25 火 25 金

26 水 理科実験教室（小学部） 26 土

27 木 27 日

28 金 28 月

29 土 29 火

30 日 30 水

31 月

■…休校日 ※…６月５日：全校舎 / ６月１９日：世田谷校のみ

休校（GW休み）※高校部のみ授業あり

５　月 ６　月
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教室での感染防止対策について 

Freewill学習塾では生徒さんの健康を第一に考え、

昨年度同様に以下の感染防止対策を徹底し、安心・

安全な学習環境をつくります。 

 

 

1．検温の実施 

全講師が出社前に体温を測り、37.5度以上の発熱、

咳、全身倦怠感等の症状がある場合は、出社いた

しません。 

2．アルコール消毒の徹底 

教室の出入り口にアルコール消毒液を設置し、入

室時に必ず消毒します。また、教室内の机や椅子

もアルコール除菌を行います。 

3．衛生管理 

トイレなどの不特定多数が使用する場所や、ドア

ノブや電気スイッチ等の高頻度接触部位はこまめ

に清掃、消毒を行います。 

4．マスクの着用 

全講師がマスクを着用します。 

5．共用タオルの撤廃 

ペーパータオルを完備しています。 

6．座席配置 

机はしっかりと間隔をあけた配置にしています。 

7．教室環境 

風通しをよくするため各教室にサーキュレーター

を設置し、窓は常に開けて換気しています。 

 

 

また、塾生の皆様にも守っていただきたいルール

を以下のように定めています。 

 

1．通塾時はマスクを必ず着用してください。 

2．入室時に必ずアルコール消毒をしてください。 

3．通塾前にご自宅で検温を行い、 

「健康管理チェックシート」へ記入して持参してく

ださい。 

4．検温の際に37.5度以上の発熱または咳や全身倦

怠感などの症状がある場合、教室へご連絡のうえ、

通塾をご遠慮ください。 

5．４のほか、以下の項目に１つでも当てはまる方は

通塾をご遠慮ください。 

・新型コロナウイルス感染症”陽性”と診断された

者と濃厚接触がある 

・同居家族や身近な知人に感染の疑いのある者がい

る 

・過去14日以内に、政府から入国制限や入国後の観

察期間を必要と発表されている国・地域への渡航、

並びに当該在住者との濃厚接触がある 

 

上記の感染防止対策を徹底し、対面授業を行いま

すが、ご家庭の状況によってオンライン授業の対応

も可能です。オンライン授業をご希望の場合、また

通塾に関して何かお困りのことがあれば、各教室・

室長まで遠慮なくご相談ください。 

 

 

アルコール消毒液を使用しての清掃を徹底しています。 

毎日の検温も各教室にて徹底しています。 
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保護者面談のお知らせ 

Freewill学習塾では年に３回、保護者面談を実施

しています。保護者面談は、普段のお子様のご様子

についてお話しながら、現在の課題に対しどのよう

な方針で指導を進めていくのか、保護者様と情報を

共有する機会です。 

 

第１回：5月24日（月）～6月11日（金） 

塾での様子をご報告します 

 普段、お子様の勉強する様子というのは、なかな

か見ることができないと思います。特に思春期とも

なれば、勉強の話をすると、対立する場面も出てき

ます。 

保護者面談では、学習面はもちろん、普段の塾で

の様子をお話させていただきます。お子様の新たな

一面を知る機会になればと考えています。 

 

指導方針の共有 

 子どもたちにとって、新学期は不安や悩みが出る

ことが多い時期です。普段のコミュニケーションの

中で出てきた不安要素をしっかりと汲み取り、それ

に対してどんな指導を行っていくか、お伝えします。 

また、保護者の皆様も、学習指導要領の変更があ

り、心配なことが増えている方が多いのではないで

しょうか。ご家庭での学習状況を伺いながら、お子

様がどのように学習に取り組んでいけば良いのか、

ご説明できればと思います。 

 

遠慮なくご相談ください！ 

保護者の皆様からは、生徒さんのご家庭での学習

や、生活の様子をお伺いさせていただき、今後の指

導に反映したいと思います。また、その他ご不安な

ことや、塾に対するご要望など、遠慮なくお聞かせ

ください。 

 お忙しい折かと存じますが、日程を調整のうえ、

ぜひご参加いただきますようお願い申し上げます。 

保護者会のご案内  

Freewill学習塾では、保護者の皆様に塾側の受験

指導における指導方針等を共有する機会の一つとし

て、定期的に「保護者会」を開催しております。 

6月には、高校受験に向けたお話をする「中学部保

護者会」と、大学受験についての説明をする「高校

部保護者会」の2つをオンラインにて開催いたしま

す。 

中学部保護者会・詳細 

日時：6月12日（土） 10：00～12：00 

Freewill学習塾・中学部保護者会では高校受験に

関しましてお話いたします。高校入試の仕組みと攻

略法、受験生としての夏の過ごし方、またFreewill学

習塾が目指す自立型指導につきまして、詳しくお伝

えいたします。 

受験を控える保護者の皆様のご不安を解消し、親

子ともにベストな状態で高校受験へ臨めるよう、た

くさんのアドバイスをさせていただいております。

中学生の保護者の皆様は、ぜひご参加ください。 

※中学3年生の保護者様は、原則全員参加です。必

ずご参加くださいますようお願いいたします。 

高校部保護者会・詳細 

日時： 6月12日（土） 13：00～15：00 

Freewill学習塾・高校部保護者会では、大学受験に

向けた指導方針を共有させていただきます。入試に

関しては、昨年度から実施が始まった共通テストへ

の対策、さらに、どのような戦略・考え方で大学入

試に向かうべきか情報をお伝えいたします。また、

進路選択につきましては、全国の大学情報検索や進

路選択に役立つ機能が多数ある、Freewill学習塾独

自の「進路指導ポータルサイト」の利用についても

ご説明いたします。高校生の保護者の皆様は、ぜひ

ご参加ください。 
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小学部 理科実験教室のお知らせ 

毎年、大人気の無料イベント「理科実験教室」の

お知らせです。昨年度の理科実験教室は、コロナ禍

のため定員を厳しく制限して開催したこともあり、

毎回満席になる教室もありました。 

今年も生徒のみなさんがワクワクするような実験

を準備していますので、楽しみにお待ちください。 

第１回理科実験教室 

５月26日（水）15:10~16:10 

屋内だからこそ楽しめる実験 

 Freewill学習塾の理科実験教室は、屋外で実施す

るような大掛かりな実験ではなく、身近なものを使

って屋内で楽しめるものとなっています。外での活

動の自粛を余儀なくされていた子供たちにとって、

お家に帰ってもチャレンジできるような内容は、と

ても人気となっています。 

理科実験教室の醍醐味は失敗や工夫から学ぶこと

ができるということです。お友だちと協力してアイ

デアを出すことで得られる成功体験が、理科実験の

魅力の１つです。 

第１回 理科実験教室 

 今年度最初の理科実験教室のテーマは『どんな形

にしようかな！？自分だけのスーパーボール！』で

す。洗濯のりのポリビニルアルコール（P.V.A）とい

う成分を利用して、一人ひとりオリジナルのスーパ

ーボールを作ります！ 

 

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！） 

 

詳細は、追って各教室よりお便りで配布します。

塾に通われていない生徒さんもご参加いただけます

ので、ぜひお友達を誘ってお申し込みください！ 

 

中学部 理社マラソンのお知らせ 

Freewill学習塾では定期試験に向け、テスト直前

の土日を利用し理社マラソンを開催いたします。約

3時間、理科と社会のテキストを次から次へと解い

ていく試験対策イベントとなります。 

Freewill学習塾の理社マラソンでは、質問の前に

必ず解説を読むように指導しています。解説を読み

理解できた問題は解き直し、読んでも分からないも

のを質問する、という流れを繰り返します。そうす

ることで自宅でも自学自習ができるという生徒さん

の自信につながります。 

また、演習時間を25分と設定し、5分という短時

間の休憩を挟む流れを繰り返し行うことで、長時間

でも集中が維持できるようなプログラムになってい

ます。参加した生徒さんの感想では、「家よりも集

中できた」「家でも25分演習、5分休憩をやってみ

たい」といった声を毎回もらいます。理社マラソン

を通して、理科や社会の知識だけでなく、自宅でも

できる自学自習のテクニックも身につけ、達成感を

もって試験本番に挑みましょう。 

各校舎の日程・申し込み方法 

各学校の試験日程が異なるため、校舎によって開

催日が異なります。後日、各教室にて参加申込書を

配布いたします。そちらを提出の上ご参加ください。 

恵比寿校：6月５日（土） 

世田谷校：6月５日（土）・19日（土） 

中目黒校：6月５日（土） 

 

集中力アップのテクニックを使って、黙々と取り組みます！ 
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高校部 ガイダンスのご報告  

 高校部では、４月に「プチ進路ガイダンス」を開

催しました。このガイダンスでは、主に高校１年生

から２年生を対象として、各大学の学部紹介を行い

ました。 

 日本には約７９０校もの大学があります（短期大

学を除く）。それぞれが特色のある学部を持ってい

るため、すべてを一から調べるのは大変な作業で

す。「面倒だなあ」「何から調べれば良いのか分か

らない…」そんな声もたくさんいただきました。 

そこで高校部では、高校生の生徒さんたちが学校

調べをするきっかけになればと思い、今回のガイダ

ンスを開催しました。具体的には、各学部を特徴ご

とに大まかに分類し、さらに代表的なものを学校紹

介も兼ねて説明しました。 

ガイダンス後に、高校生の生徒さんたちからいた

だいた感想をご紹介します。 

「経済学と経営学、商学の違いがあまりわかってい

なかったので、明確な違いが知れたことが学部選び

でとても役立った。」 

「芸術系の学部を中心に検討しているので文学部は

調べていなかったのですが、少し興味が湧きまし

た。ありがとうございました！」 

「改めて私が仕事について何も知らないんだという

ことを認識し、調べる意欲が湧きました。」 

 このように「自分の進路学習に対して前向きにな

れた！」という感想を多くもらうことができまし

た。 

 プチ進路ガイダンスは９月にも開催予定ですの

で、興味のある方は、次回もぜひご参加ください！ 

塾長・柴山の子育て講座  

「あの家庭の子は、なぜあんなに

しっかりとしているのかしら。ど

んな教育指導をしているのかと

ても気になる」といったことはな

いでしょうか。 

お子様がたくましく育つため

にできる「親の役目」があります。 

 

種を包む 

「親である大人」の役割で最も重要なのは、

種が育つための「土づくり」です。 

なぜなら、種が「芽」を出すかどうか、大きく

伸びていけるかどうかは、育つ環境に大きく

依存するからです。 

種の成長にとっては、自分を包み込んでくれ

る、何層にも重なった土壌が不可欠なのです。 

種の成長に理想的な環境を整え、種を「包む」

ことは大人の仕事なのです。 

柴山健太郎著「子にかける×子にかけない」p １８より 

 外の環境は日々変化していきます。子どもたちが

成長していくに従って彼らの社会関係もどんどん複

雑になっていきます。そんな複雑さを持ち合わせた

彼らに、拠り所を作ってあげられるのが親の特権で

す 

外との関係に口を挟むのではなく、いつでも安心

して変わらぬ愛情を注いであげる場づくりを心がけ

てみてください。土が耕さなければ固まってしまう

のと同じように、彼らの安心できる場も常に更新し

ていくことが大切です。彼らにとって安心できる環

境とは何か、と常に意識して場づくりをしてあげま

しょう。 

 

水を与える前に土を耕す、そんな時期です。 

各学部について、特に有名な大学と共に紹介しました。 
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頭の体操  

前回の問題 

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？ 

 

答え： 

5本の瓶から最初の瓶から１錠、２番から２錠、３

番から３錠、４番から４錠、５番から５錠を取り出

し、天秤で量ります。すべて１０グラムなら１０＋

２０＋３０＋４０＋５０＝１５０グラムになるはず

です。何グラム下回るかでどの瓶の錠剤が９グラム

なのか分かります。たとえば、３グラム足りなけれ

ば３番、５グラム少なければ５番となります。 

 

今月の問題 

あなたが旅をしていると目の前に２つの扉が現れ、

それぞれの扉の前にはライオンが１頭ずついました。

傍らの立て札には、こう書かれています。 

 『片方の扉はあなたを新しい世界へ導くが、もう

一方の扉は、過去へ逆戻りする。２頭のライオンは

「はい」か「いいえ」でしか答えられない。１頭は真

実しか語らず、もう片方は嘘しか語らない』。 

どちらのライオンに何と質問をすれば、新しい世

界へ行けるでしょうか。ただし、質問できるのは１

度だけです。 

 

★「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！ 


