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ご挨拶  

２月は、中学受験・高校受験・大学受験すべてが本

番を迎えました。どの生徒さんも自分の弱点や課題

を見つめ、目標に全力で向かっていました。受験ま

での期間、真剣に悩んで努力した分、生徒さん自身

も自分で成長を感じられるような経験になったと思

います。 

また、2月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。こちらも学年最後の締めくく

りとして、今年度のテスト勉強の反省や課題などを

生かし、今まで以上に工夫して勉強する姿が見られ

ました。 

3月1日に都立高校一般入試の合格発表、３月中に

は学年末試験の返却もあります。その結果から何を

学び取り、どう次に生かして行くのかは自分次第で

す。しっかりと結果を振り返る機会を作りましょう。 

新年度が始まります！ 

３月の通常授業からは新年度の予習を進めていま

す。また、3月25日からは春季講習が始まります。

気持ちを切り替え、新たな目標に向かって、いいス

タートを切りましょう！ 

 

３月・４月の予定  

 

 

  

1 火 1 金 春期講習期間　3/26-4/5
2 水 2 土

3 木 3 日

4 金 4 月

5 土 （中・高）保護者会 5 火

6 日 6 水

7 月 7 木 通常授業開始
8 火 8 金

9 水 9 土

10 木 10 日

11 金 11 月

12 土 12 火

13 日 13 水

14 月 14 木

15 火 15 金

16 水 （３教室）読書感想文発表会 16 土

17 木 17 日

18 金 （３教室）理科実験教室 18 月

19 土 └18日：（全校舎）通常授業終了 19 火

20 日 20 水

21 月 教室開放日 21 木

22 火 教室開放日 22 金

23 水 教室開放日 23 土

24 木 春期フォローデー 24 日

25 金 春期フォローデー 25 月

26 土 春期講習期間　3/26-4/5 26 火

27 日 27 水

28 月 28 木

29 火 29 金 GW休み
30 水 30 土 GW休み
31 木

■…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

３　月 ４　月
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保護者会のお知らせ 

今年度も終わりに近づき、新しい学年や今後の入

試などへの不安が生まれる時期かと思います。

Freewill 学習塾では、保護者の皆さまに新年度のス

タートを安心して迎えていただきたいという思いか

ら、塾としての指導方針等を共有する機会として、

毎年３月に「保護者会」を開催しております。 

中学部保護者会 

 中学部の保護者会では、入試制度や今後の入試の

流れ、入試を控えたお子様へのアプローチの仕方、

接し方のコツなどをお話しします。 

 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

保護者の皆さまは、必ずご参加ください。 

⾼校部保護者会 

高校部の保護者会では、来年度から新しく導入さ

れる新学習指導要領のポイントと大学入試制度につ

いて詳しくお話しします。 

大学入試制度では、推薦入試の枠の増加や、一般

選抜での調査書（内申点）の重視傾向もあり、これか

らの大学受験は、高校１年生から始まるといっても

過言ではありません。また、新学習指導要領の影響

も非常に大きいため、新高校１年生の保護者の皆さ

まのご参加を強くお勧めします。 

※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

のあとにくる春休みは、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、学年末試験も終わり、一

旦少し勉強から離れて好きなことをしたい、と思っ

ているお子さまも多いと思います。 

学習習慣を崩さない期間に 

 年度の変わり目である不安定な時期には、学習習

慣が乱れがちになります。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どもたちは、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、「驚くほど勉強をしなくなりました…。」

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。毎日コツコツと取り組める状態を苦

労して作り上げても、少し勉強をしない期間を作っ

てしまうだけで、あっという間に学習習慣は崩れて

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、漢字や英

単語を毎日 10 語ずつ書いて覚えたりします。高校

生も英単語帳をコツコツと進めていくと良いでしょ

う。ルーティン学習は、質よりも量を明確にしてコ

ツコツと続けていくことが効果的です。 

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

らの課題もあり、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。ご受講をよろしくお願いします。 

 

 

Freewill学習塾 保護者会 

日時：３月５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。 
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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

「読書感想文発表会」「理科実験教室」の2つのイベ

ントを定期的に開催しています。今年度のイベント

は3月で最後となります。特に小学6年生にとっては

ラストチャンスなので、ぜひ参加してください。 

読書感想⽂発表会 

3月16日（水）に読書感想文発表会を開催します。

Freewill学習塾では、「文章を読む力」「文章を書く

力」「意見を発表する力」を伸ばす一環として、読書

感想文に取り組んでいます。 

第4回の課題図書は「物語を味わい、心を見つめよ

う」というテーマで選びました。少し難しい内容の

本もありますが、最も大切なことは「どう感じたの

か」ということです。本を読みながら、「自分だった

らこうするのに…」「登場人物の隣にいたらこう言

うのに…」など自分の心に浮かんだ感想を聞かせて

ください。今回のテーマの「心を見つめた」後の、み

なさんの言葉を発表してみましょう。同じ本を読ん

でも、お友だちは違う感想を持っているかもしれま

せん。発表会に参加して、いろいろな意見を聞いて

みましょう。 

感想文の書き方や、発表会の準備が難しい生徒さ

んは、各教室に相談してください。作文の書き方や、

資料のまとめ方についてのサポートをいたします。

まだ、参加したことのない生徒さんもこの機会にぜ

ひご参加ください。 

 

 

理科実験教室 

3月18日（金）15:10～16:10に理科実験教室を

開催します。今回は「ガラス玉を使って顕微鏡」を

作ります。身近な材料で作った顕微鏡で、身の回り

にあるいろいろなものを観察してみましょう。意外

な形や秘密を発見できるかもしれません。 

 

登場人物は小学生、中学生、魔女、動物など、さまざまで

す。みなさんが感じたことを言葉にしてみましょう！ 

申し込み方法 
①用紙を教室に提出する。 

②各教室に電話する 

③QRコードから登録する 

開催日時 

3 月 18 日（金）15:10～16:10 

※注意※ 

都の蔓延防止措置に伴い、日程を変更しまし

た。全校舎１日のみの開催となります。定員に

限りがございますので、お早めにお申し込み

ください。 
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中学部 理社マラソンのようす 

2月19日（土）に恵比寿校・世田谷校・中目黒校

の三校舎で、理社マラソンを実施しました。今回は

学年末試験直前で、試験範囲が広いため、多くの生

徒さんが参加しました。 

 

受験⽣の気合を⽬の当たりにして 

今回の理社マラソンは、都立入試直前ということ

で、参加者には受験生が多くいました。受験勉強を

続け、成長してきた3年生の存在が、後輩に良い刺激

となっていました。既に合格をした3年生も、中学最

後の定期試験ということで、集中を保って勉強して

いました。3年生たちの作る雰囲気が教室に広がり、

参加した生徒さんみんなが集中できていました。 

振りかえればあっという間 

理社マラソンは約5時間と長時間の学習イベント

です。それでも、参加した生徒さんのからは「あっと

いう間だった」という感想が返ってきます。集中力

が続いているからこそ、思っていたより時間を短く

感じることができます。 

集中を保つ秘密は25分の演習と5分の休憩とい

うサイクルです。勉強と休憩を交互に取ることで、

無理なく勉強を続けられます。初めて参加した生徒

さんからはこんな声が届いています。 

「思ったより時間が進むのが早くて楽しかった。

今度の理社マラソンも参加しようと思います。」 

「普段、こんなに勉強しないから良かった。家で

は集中できないこともあるからすごく良かった」 

何度も参加している生徒さんからは、成長を感じ

るこんな感想もあります。 

「今回で3回目の理社マラソンでした。2回目より

も時間が短く感じました。次回も参加しようと思い

ます。」 

学習を通して「自分もやればできるんだ」と自信

を付けていく様子が分かります。まだ、参加したこ

とのない生徒さんは、次の新学年の理社マラソンに

ぜひ参加してください。集中できる環境で勉強でき、

自信を付ける良い機会です。お友だちを誘ってきて

ください。 

 

 

恵比寿校は約 5 分の１の生徒さんが初めて参加しました。

長時間でも集中して取り組めていました！ 

中目黒校は午前・午後の 2 回開催でした。 

3 年生の頑張りが伝わって来ます！ 

世田谷校の様子です。試験範囲をよく確認して取り組みま

す。自分自身で目標を決めてやり抜くことを大切にしてい

ます。 
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中学部 入試壮行会のご報告  

2月13日（日）、最後の入試特訓講座が行われま

した。中学部では、入試特訓の最後に受験生を送り

出す壮行会を行いました。壮行会では、まず各教室

の室長から、本番当日を準備万端で迎えるため、睡

眠リズムや食事など生活面でのアドバイスを伝えま

した。本番まで１週間という限られた時間の中で、

悔いのない準備ができるよう、生徒さんたちも真剣

に聞いていました。その後は、これまで一緒に受験

勉強を伴走してきた講師一人ひとりから熱いエール

と、当日のお守りとして湯島天神の鉛筆を生徒さん

たちに送りました。こちらの鉛筆の側面には、今ま

で生徒さんの頑張りをそばで応援してきた講師陣か

らの一人ひとりに向けた熱い思いが込められていま

す。 

各校舎の様⼦ 

 

 

ここまでの努⼒を⾃信に 

壮行会の始めは１週間後に迫る受験本番に向けて、

生徒さんたちも少し緊張した顔を見せていました。

しかし、受験の先輩である講師陣の失敗談を踏まえ

たアドバイスや、一人ひとりの頑張りをそばで見て

きたからこその激励の言葉を受けた後は、緊張と不

安で強張っていた表情が「やってやる！」という気

合に満ち溢れた表情に変わっていました。 

近くで見てきたからこそわかる一人ひとりの成長

を生徒さん自身に感じてもらい、その成長を自信に

変えるきっかけに、今回の壮行会がなれていれば幸

いです。そして受験を終え、振り返った時に感じる

成長をもとに、また新たなステージを目指してくれ

ることを祈っています。 

 

 

 

室長から本番までの最後の１週間、いつもと変わらない状

態で当日を迎えるために、生活面等で気を付けてほしい点

を伝えました。中目黒校では、この後生徒さんたちのこれ

までの頑張りが映った写真のスライドショーが映し出さ

れ、生徒さんたちを勇気づけました。 

これまでの成長を見届けてきた講師から生徒さん一人ひと

りに思いを込めた鉛筆を手渡しで渡していきます。 

 

それぞれ鉛筆に書かれた講師からの熱いメッセージを胸に

本番に望みます。 
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高校部  英単語合宿のようす 

２月20日(月)～22日(水)の3日間にわたり、恵比

寿校2階にて『英単語合宿』を開催しました。 

 2月の下旬や3月の上旬に学年末試験が迫ってい

ることから、「英単語のテスト勉強はこの英単語合

宿だけで済ませたい！」と言って参加してくれる生

徒さんが多かったです。多くの生徒さんがテストの

対策の学習をしていました。 

英単語合宿には、2つの目的があります。まず1つ

目は、「2時間集中して英単語を覚えられた！」とい

う経験と達成感を得ることです。この経験により、

英単語が覚えられるのはもちろん、英単語学習への

苦手意識を無くしてほしいと考えています。もう１

つは「参加した以上、2時間勉強しなければならな

い。」という環境を作ることです。勉強したくない

ことには、ある程度の強制力が必要となります。英

単語学習を「やりたくない！」と思う生徒さんほど、

この英単語合宿を利用してもらいたいです。 

今年度の英単語合宿は2月で終了ですが、来年度

も定期的に開催する予定です。これからもコツコツ

と努力を積み重ねていき、大学受験の最重要科目「英

語」を攻略していきましょう。 

 

塾長・柴山の子育て講座  

 お子さんが家でスマホば

かり見ていて、勉強しない。

そんな時ついつい｢勉強しな

さい！｣と言ってしまうこと

はありませんか？ 

でも、そうした口調は逆効果

になるかもしれません。 

今回は、そんなときのヒント

になる塾長柴山の言葉を紹

介します。 

 

言葉のかけ方を変えてみよう 

「あなたは〜しなくてはならない」というメッセー

ジの伝え方だと、どうしても指示や命令になってし

まいます。 

子どもにかける言葉を 

「〜してくれたらうれしいな」 

「〜してみたらどうかな（いいと思うよ）」 

に変えてみましょう。 

「言葉のかけ方」を変えるだけで、子どもへの伝わ

り方は大きく変わります。 

柴山健太郎 著「子にかける×子にかけない」p.１４1 より 

 ついつい｢〜しなさい｣と言ってしまう気持ちはす

ごく分かります。しかし、実際｢〜しなさい｣と言わ

れると、言われた方もどうしても気持ちが入らない

のも事実です。 

 しかし、｢〜してくれたらうれしいな｣だと｢あ、今

自分は信頼されて、任されている｣と感じることがで

きます。その信頼されている感覚が、子どもにとっ

て大きなモチベーションになるのです。 

 「〜しなさい｣と言いたくなった時、その気持ち

をぐっとこらえて、かける言葉を変えてみましょう。

ぜひ、実践してみてください！ 

 

 

 

 

 

初日の様子です。 

書いて覚えたり、読んで覚えたり、覚え方は自由です。 

 

２日目の様子です。３日間のうち１日だけ参加する生徒さ

んや、授業の合間で参加する生徒さんもいます！ 
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頭の体操  

 

前回の問題 

 

 

問題 ：【？】に入る図形はなんでしょう？ 

 

答え ：⬠（五角形） 
      漢字の画数が形になっています。 

 

 

 

今月の問題 

 

 

問題 ：【？】に入る数字はなんでしょう？ 

 

ヒント：記号に数字を入れていきましょう。 

 

★「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！ 

 

 

お⽉謝の明細はWebでご確認いただけます 

 今月の口座振替日は 3 月 28日（月）となります。

引落金額につきましては、3 月 15 日（火）より、

以下のQRコードからご確認いただけますので、 

ぜひご利用ください。 

確認ページ URL： 

https://www.mplanning.co.jp/grow/sp/ 

 ご不明な点がございましたら、

各教室まで遠慮なくお問い合わせ

ください。 

 

  

・恵比寿校 

・大学受験専門個別指導部（高校部） 

 TEL：03-3760-0291 
・世田谷校 

 TEL：03-5712-3033 

・中目黒校 

 TEL：03-6303-1106 
 

丸 ＝ △ 

月 ＝ □ 

円 ＝ □ 

玉 ＝ ？ 

□ － △	 ＝	 ☆ － ○ 

○ ÷ △ ＝ □ 

△ ＋ □ ＝ ☆ －	 △ 
□	 × □	 ＝	 △	 ＋	 ☆ 
   ☆	 ＝	 ？	
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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、「合格」がゴールではありません。この先、中高生には大学受験があり、

大学生も大学での勉強の先に就職活動があります。自分の人生の選択をする機会は、まだたくさんあります。 

もしかすると、不安や悩みが出てくるかもしれません。 

そんなときは 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。

だから、きっと大丈夫！」そう思えるはずです。ぜひ、この体験を心の糧にしてください。 

みなさんの今後の活躍を心から期待し、応援しています。合格おめでとう！ 

 

中学受験 
東京学芸大学附属世田谷中学校 

文化学園大学杉並中学校 

聖学院中学校 

佼成学園女子中学校 

秀明学園中学校 

武蔵野東中学校 

 

⾼校受験 
＜国立・私立高校＞ 

法政大学国際高校 ２名 

明治学院高校  ２名 

朋優学院高校  ３名 

国立東京工業高等専門学校 

佼成学園高校 

東京農業大学第一高校 

國學院高校 

日本大学櫻丘高校 

富士見ヶ丘高校 

多摩大学附属目黒高校 

日本大学豊山高校 

郁文館夢学園高校 

目白研心高校 

品川翔英高校  ２名 

保善高校 

東京高校 

麹町学園女子高校 ２名 

東京立正高校 

下北沢成徳高校  ２名 

玉川聖学院高等部 

正則高校 

駒場学園高校  ８名 

目黒学院高校 

日本工業大学駒場高校 ５名 

佼成学園女子高校 

昭和第一学園高校 

目黒学院高校 

上野学園高校 

新渡戸文化高校  ２名 

東京女子学院高校 

品川エトワール女子高校 ５名 

大東学園高校 

堀越高校 

N高校 

クラーク記念国際高校 

 

＜都立高校＞ 

西高校 

豊多摩高校 

三田高校 

豊多摩高校 

目黒高校  ２名 

産業技術高等専門学校 

工芸高校 

広尾高校  ３名 

田園調布高校 

芦花高校 

杉並高校  ２名 

杉並総合高校 

科学技術高校 

松原高校 

大崎高校 

総合工科高校 

板橋高校 

八潮高校  ２名 

第一商業高校  ３名 

深沢高校  ３名 
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⼤学受験 
慶応義塾大学 環境情報学部 

環境情報学科 

立教大学 文学部  

文学科ドイツ文学専修 

立教大学 現代心理学部 

映像身体学科 

明治大学 法学部 法律学科 

立教大学 法学部  

国際ビジネス法学科 

法政大学 法学部 法律学科 

東洋大学 文学部  

国際文化コミュニケーション学科 

東洋大学 社会学部 

国際社会学科 

工学院大学 工学部 電気工学科 

昭和女子大学 国際学部 

国際学科 

明治学院大学 国際学部  

国際学科 

東洋大学 法学部 法律学科 

都留文化大学 文学部 

国際教育学科 

産業能率大学 経営学部 

マーケティング学科 

杏林大学 保健学部  

理学療法学科 

立命館大学 理工学部 

環境都市工学科 

専修大学 文学部  

英語英米文学科 

専修大学 法学部 法律学科 

日本大学 芸術学部 演劇学科 

帝京大学 文学部 心理学科 

北里大学 海洋生命科学部 

海洋生命科学科 

東洋大学 理工学部 

電気電子情報工学科 

東海大学 情報理工学部 

情報メディア学科 

海上保安大学校   

亜細亜大学 国際関係学部 

多文化コミュニケーション学科 

日本大学 理工学部 電気工学科 

東京工科大学 医療保健学部 

看護学科 

湘南工科大学 工学部 

情報工学科 

日本大学 国際関係学部 

国際総合政策学科 

東洋大学 食環境科学部 

フードサイエンス学科 

神奈川大学 工学部 

電気電子情報工学科 

横浜薬科大学 薬学部 

薬科学科 

目白大学 経営学部 経営学科 

和光大学 経済経営学部 

経営学科 

文化学園大学 服装学部 

ファッションクリエイション学科 

帝京高等看護学院 

 

 

※短期大学、専門学校、省庁等所管の

学校を含む   

 

 


