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ご挨拶  

夏休みが終わりました。夏期講習では１コマ75分

という長い時間で授業を行いました。生徒さんも大

変だったと思いますが、朝から晩まで一生懸命勉強

に取り組んでくれました。 

さて、緊急事態宣言が延長され、夏休み明けの学

校スタートは、各学校で対応が異なるようです。

Freewill学習塾では、感染防止対策に努め、お子様の

学びを止めないようサポートしてまいります。ご不

安なことがありましたら遠慮なくご相談ください！ 

夏休み明けの定期テスト 

 学校が始まり、早い学校では９月には定期テスト

があります。夏休み明けは、休みの気分が抜けきら

ず、どうしても気が緩みがちになります。だからこ

そここで一層気を引き締めて、テストに向けて勉強

することが大切になってきます。 

 Freewill学習塾では、学校に合わせた定期テスト

対策に力を入れています。生徒さんが定期テストで

いい結果を出せるよう指導します。よろしくお願い

いたします！ 

 

９月・１０月の予定  

 

 

  

1 水 1 金

2 木 2 土 （中３）入試特訓講座
3 金 3 日

4 土 （中）理社マラソン 4 月

5 日 5 火

6 月 6 水

7 火 （高）進路ガイダンス 7 木

8 水 8 金

9 木 （高）進路ガイダンス 9 土

10 金 10 日 （中３）入試特訓講座
11 土 11 月

12 日 （中３）入試特訓講座 12 火

13 月 13 水 （小）理科実験教室
14 火 14 木

15 水 15 金

16 木 16 土

17 金 （高）進路ガイダンス 17 日 （中３）入試特訓講座
18 土 18 月 保護者面談期間 10/18-11/12
19 日 （中３）入試特訓講座 19 火

20 月 休校（敬老の日） 20 水

21 火 21 木

22 水 （３教室）休講　（高校部）授業あり 22 金

23 木 23 土

24 金 24 日 （中３）入試特訓講座
25 土 25 月

26 日 （中３）入試特訓講座 26 火

27 月 27 水

28 火 28 木

29 水 29 金

30 木 30 土 （中３）入試特訓講座
31 日

■…休校日 （小）＝小学生　（中）＝中学生　（高）＝高校生

（３教室）＝恵比寿校１階・世田谷校・中目黒校

９　月 １０　月

（３教室）休講　（高校部）授業あり

（３教室）授業あり　（高校部）休講
└15日：（高）進路ガイダンス

（３教室）授業あり　（高校部）休講

（高）英単語合宿　22日～24日
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夏期講習のご報告  

1年間で一番長い講習期間である、夏期講習。約1

ヵ月ある長期休暇を活かして、生徒さんたちはこれ

までの復習と予習に取り組みました。夏期講習では

通常より長い75分授業を行いました。この75分と

いう授業時間を通して、小学生は複数ある学習カリ

キュラムに取り組み、メリハリのある学習法を学ん

でいました。 

また、中学生に関しては1時間を超える授業時間

でも集中して学習に取り組む勉強体力をつけ、授業

以外でも自習スペースを活用して課題に取り組んで

いる姿が多く見られました。高校生は自分で選択し

て夏期講習に参加している意識が高く、授業中も難

しくなってきた学校の授業で取りこぼした苦手を無

くそうと積極的に質問をしてくれていました。 

夏休みを終えると、2学期制の学校では9月の初め

から定期試験が行われます。この夏期講習を通して

変化した生徒さんたちの成長を承認し、生徒さんた

ち自身にも次回のテストでその成長を実感してもら

えるよう、引き続き指導していきたいと思います。 

【受験生対象】徹底満点チャレンジ 

夏期講習中盤の8月10、11日には高校、大学受験

を目指す受験生を対象に、「徹底満点チャレンジ」を

行いました。例年Freewill学習塾では、受験生を対象

に3校舎と高校部合同で2泊3日の合宿を行ってお

りましたが、今年度は昨今の情勢を鑑み各教室で日

帰りでの実施となりました。 

「徹底満点チャレンジ」では、3校舎と高校部の教

室をZoomで繋ぎ、他校舎の受験生の頑張りも感じ

る環境で、生徒さんたちが塾以外でも質の高い学習

を行えるよう、自立型の勉強方法で学習と小テスト

に取り組みました。 

2日間ではありましたが、1日目の学習を振り返り、

より納得できるものにするため、生徒さん一人ひと

りが工夫して2日目の学習に取り組む姿が印象的で

した。また、初日は口数も少ない休み時間でしたが、

2日目には他の中学校の生徒さんとも仲良くなり、

夏以降のモチベーション源ともなる受験生同士の結

束感を感じる最終日となりました。 

中学3年生を対象に少人数での理社の授業を行いました。 

高校部でも大学受験へ向けたガイダンスを行いました。 

全員真剣に聞いています。 

世田谷校の夏期講習の様子です。75分の授業も集中して取

り組んでいます。 

ガイダンスでは、他の中学校の生徒さんとも今日の目標等

を共有しました。 
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平日休講日に関しまして 

9月の平日休講日のお知らせです。３教室（恵比寿

校・世田谷校・中目黒校）と大学受験専門個別指導部

（高校部）とで、休講日が異なります。特に、ご兄弟

で通われている方は、お間違えのないようご注意く

ださい。 

中学生と高校生では、試験期間やそれに伴うイベ

ントの時期が違うため、それに合わせて日程を調整

しています。ご不便をおかけいたしますが、ご理解・

ご協力のほど、お願いいたします。 

 

休講日 

 授業はありませんが、開校しています。自習室の

利用につきましては、各教室までお問い合わせくだ

さい。 

３教室（恵比寿校、世田谷校、中目黒校）： 

 ・９月１０日（金） ・９月２２日（水） 

大学受験専門個別指導部（高校部）： 

 ・９月１５日（水） ・９月２１日（火） 

 

休校日 

 教室が閉まっています。 

全校舎共通 

 ・９月２０日（月） 

 

※注意事項※ 

 ９月２３日（木）秋分の日は祝日ですが、 

 授業を行いますのでご注意ください。 

 

 

 

入試特訓のお知らせ 

夏休みが明けると通常授業では内申対策を行いま

す。しかし、受験生である中学３年生は内申対策と

同時に入試へ向けた対策も進める必要があります。 

そこで、Freewill学習塾では９月以降の土曜日も

しくは日曜日を活用し、中学３年生の生徒さんを対

象に、受験に向けた入試特訓講座を行います。合格

へ向けた力を受験本番に合わせて段階的に身につけ

るため、この講座は前期8回、後期10回の２期に分

けて実施します。 

入試特訓から「合格」までの道のり 

夏期講習での復習を通して培った入試基礎力をも

とに、9月からの入試特訓前期では、入試頻出単元の

攻略に取り組みます。そして、11月末からの後期で

は、実際の入試を見据え、各志望校の問題形式や傾

向に合わせた応用力をつけるための演習を行います。

また、前期・後期ともに1日につき6時間以上に及ぶ

演習を重ねることで、入試本番に実力を発揮できる

集中力も養っていきます。 

 

例年、全18回の入試特訓を経て、中学３年生の生

徒さんたちは、合格に必要な学力や集中力を身につ

けるだけでなく、受験生としての意識も高めていく

ことになります。この夏の努力を無駄にしないよう、

さらに学習レベルを引き上げていきましょう。 

志望校合格のために、高い志を持って学習に取り

組めるよう我々も全力でサポートします。中学３年

生のみなさん、入試特訓講座で一緒にがんばりまし

ょう！ 

 



 
4 

小学部 読書感想文のお知らせ 

前回の読書感想文イベントはテーマが【過去の名

作に触れてみよう】ということで、難しいと感じる

本も多かったですが、そんな中でも過去の名作に果

敢に挑戦してくれて、「読書の楽しさ」に触れても

らえたのではないかと思います。初回ということも

あり、緊張した生徒さんも多かったですが、勇気を

出して発表会まで取り組んでくれました。 

今回のテーマは「伝記」 

さて、今回のテーマは【偉人の生き方に学ぶ】で

す。今年はオリンピックの盛り上がりもあり、世界

で活躍する人物の活躍が目に入ることも多かったと

思います。そこで今回は少し過去にも目を向けて、

世界で活躍した偉人たちの試行錯誤や生涯などに触

れてもらい、生徒さんの将来を考えるためのきっか

けになってくれればと思います。 

 

 

 

 

 

 

第２回読書感想文イベントについて 

第２回読書感想文イベントは、第３回との間が詰

まっていることもあり、感想文のみ提出してもらう

形で行います。発表会はありません。感想文の提出

期限は１０月１５日（金）を予定しています。 

発表会はありませんが、いきなり原稿用紙を書く

のが難しい生徒さんへの「完成シート」など、前回同

様原稿用紙完成までしっかりとサポートいたします。

提出までの段階的な声かけも徹底して行っていきま

すので、ぜひご家庭でも本の内容や偉人について生

徒さんとコミュニケーションをとってもらえればと

思います。 

 

 

 

中学部  理社マラソン開催のお知らせ 

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問題を質

問する。この流れを繰り返すことによって、自宅で

ひとりでも勉強ができるという自信につながるので、

理科や社会の得点アップだけでなく、その他の科目

の試験勉強にも役立てることができます。 

また演習時間を25分と設定し、5分という短時間

の休憩を挟むプログラムを繰り返し行うことで、長

時間でも集中が維持できます。そのため、やり切っ

た達成感が感じられ、自信をつけて試験本番に挑む

ことができます。 

 

各校舎の日程 

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：９月４日（土） 

世田谷校：９月４日（土）・18日（土） 

中目黒校：９月４日（土） 

 

ベーブ・ルースからスティーブ・ジョブズまで、幅広い伝

記を選びました！ 

前回の理社マラソンの様子です。 

たくさんの生徒さんが参加してがんばりました！ 



 
5 

高校部 進路ガイダンスのお知らせ 

 秋になり、進路について考えなければならない重

要な時期がやってきました。１回３０分で気軽に参

加できる進路ガイダンスを９月に実施します！ 

 高校１年生は、多くの人が２年生になる前に『文

理選択』を行います。ここで文理を選び間違えない

ように、進路調べを行い、準備しなければなりませ

ん。また、高校２年生は『夏休み中に志望校を決め

る』のが１つの目安になりますが、クリアできたで

しょうか。まだ進路に関して悩んでいる人は、ガイ

ダンスに参加して、参考にしてみることをおすすめ

します。 

 

 志望校の決定において重要なのは「学部（興味・

関心・就きたい仕事）から選ぶこと」です。 

 ４年間（もしくは６年間）通う学校です。「学びた

い」という気持ちが保てるような、自分自身に適性

のある学部を見つけてほしいと思っています。とは

いえ一方で、大学の学部の種類はとても多様であり、

一から調べて比較するのは、非常に大変です。 

 ぜひ、高校部のガイダンスを利用して、効率的に

進路情報を集めてください！ 

高校部  英単語合宿のお知らせ 

９月２２日（水）〜２４日（金）の３日間、英単

語合宿を開催しますのでお知らせいたします。 

 「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。その英語を制するために１番

重要なのが「英単語」です。 

夏休みの英語学習はいかがでしたか。「英単語が

重要である」と頭では理解していても、毎日コツコ

ツと英単語に取り組むというのは、なかなか難しい

ものです。「夏休みにサボってしまった…英語に触

れる時間が短かった…」と心配がある人は、９月の

英単語合宿で少しでも取り返しましょう！ 

大学受験に向けた英語力アップにはもちろん、英

検などの外部検定対策、また１０月に控えている２

学期中間考査対策としてなど、自由にご活用いただ

けます。 

 

英単語合宿（９月） 

①９月２２日（水） ②９月２３日（木） 

③９月２４日（金） （全３日間） 

時間：１９：３０～２１：３０ 
場所：Freewill学習塾恵比寿校２階 

    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！  
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塾長・柴山の子育て講座  

子どもの成長にとって、親の愛

情ほど重要なものはありません。

しかし、愛する我が子への大きな

期待や願望が、知らず知らずのう

ちに、「子どもを自分の思うよう

にしたい心」へと変わってしま

っていることはありませんか？  

 

種にかけてはいけないのは「エゴ」 

種にいろいろなものをかけてあげたくなるのは、親

として当然です。期待をしたい、愛情をかけたい。 

でも、気づいたら、親のエゴをかけていた・・・。

そんなの言語道断ですよね。 

種は、未知の可能性と夢の塊です。その子自身がど

うなるか楽しみにして、愛情を注ぎましょう。 

柴山健太郎 著「子にかける×子にかけない」p 48より 

 

「なんで、こうなってくれないのだろう。」 

「どうやったら、できるようになるのだろう。」 

 お子様の行動や選択に対して、このように悩まれ

たことはありませんか？ 

 かわいい我が子に幸せな人生を送ってもらいた

い。そんな一心で、親は子どもにいろいろな理想を

抱いてしまうものです。 

 例えば自分が果たせなかった夢を子どもに託す、

自分の抱えているコンプレックスを子どもに解消し

てもらおうとするなど、「あなたのためにこうする

べきだ。」という期待や願望を子どもに押し付けて

しまっているかもしれません。 

 子どもと自分は違う人間だ。そう頭では分かって

いても、無意識下で子どもを自分の分身のように思

ってしまうことがあります。 

 子どもの人生と、親の人生は違うものです。子ど

もの人生の主人公は、あくまで子どもなのです。 

 

頭の体操  

前回の問題 

 ビリヤードの球が8個あります。そのうち1個

は、他の7個より少し重いです。 

 もっとも重い球を特定するには、天秤で何回、計

測する必要がありますか？  

 

答え：２回 

 

 ポイントは、すべての球を、3個のグループ2つ

と、2個のグループ1つの合計3グループに分ける

ことです。 

 はじめに3個のグループ同士を天秤に掛け、もし

どちらかのグループがもう一方のグループより重け

れば、重い方のグループから2個の球を取り出し、

それらを天秤に掛けます。これらの重さが同じであ

れば、残りの1個がもっとも重い球ということにな

ります。 

 もし3個のグループ同士を最初に計測した時に重

さが同じであれば、残りの2個を天秤に掛けましょ

う。そうすれば、どちらか1個が重いはず。これが

もっとも重い球です！ 

 

今月の問題 

 あなたはすべての壁が南向きの家に住んでいま

す。するとある日突然、家の中に熊が現れました。

では家の中に現れた熊の毛の色は何色でしょうか？ 

 ヒント：「全て」の壁が南向きということは・・・？ 
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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！ 


