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ご挨拶  

６月は、多くの学校で定期試験が行われます。

Freewill学習塾では、試験３週間前をテスト期間と

して、復習や問題演習を通して定着するまで繰返し

練習します。授業自体も適度な緊張感を持たせる環

境づくりを行なっております。自習室も利用できま

すので、ご家庭でもぜひお声がけください。 

テストは「返却後」が勝負！ 

試験が終わり、テスト返却後に重要なことは、テ

スト結果の振り返りです。結果には必ず原因が伴い

ます。目標点数に達しなかった原因はもちろん、目

標をクリアしたときも「なにが良かったのか」を考

えてみてください。自身の勉強方法や試験問題の傾

向を分析することで、次の試験では試験前に何をす

るべきかが明確になります。 

平均点をクリアしたから良い、達しなかったから

悪い、という単純な判断はしません。自分の目標は

達成できたのか、勉強への取り組みは充分だったか

など、自分自身と向き合って結果を分析することが

重要です。 

 

６月・７月の予定  

 

 

  

1 水 金

2 木 土 休校日

3 金 日 休校日

4 土 休校日 月

5 日 休校日 火

6 月 水 理科実験教室

7 火 木

8 水 金 翌月コース変更等　締切日

9 木 土 休校日

10 金 翌月コース変更等　締切日 日 休校日

11 土 保護者会 月

12 日 休校日 火

13 月 水

14 火 木

15 水 金

16 木 土 休校日

17 金 夏期講習内部生締め切り 日 休校日

18 土 休校日 月

19 日 休校日 火

20 月 友人紹介キャンペーン開始 水 通常授業終了

21 火 英単語合宿（高校部） 木 夏期講習フォローデー

22 水 金 夏期講習期間　7/22-8/30

23 木 英単語合宿（高校部） 土

24 金 英単語合宿（高校部） 日 休校日

25 土 休校日 月

26 日 休校日 火

27 月 水 休校日

28 火 木

29 水 金

30 木 土

31 日 休校日

６ ７

■…休校日　　　（小）＝小学生　（中）＝中学生　（高）＝高校生
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保護者会のご案内  

6月11日（土）に、保護者会をオンラインで開催

します。教育現場における新学習指導要領の実施や

入試改革について、正しい知識を得ておくことが非

常に重要です。中学生・高校生の保護者の皆様は、ぜ

ひご参加ください。 

中学部保護者会 (10:00～12:00) 

高校受験を控える中学3年生に対する指導方針、

「受験の天王山」とも言われる夏休みの過ごし方を

お伝えします。中学3年生の保護者の皆様は必ずご

参加ください。 

思春期のお子様への接し方などもお伝えいたしま

すので、来年以降に受験を控える保護者様も是非と

もご参加ください。 

高校部保護者会 (13:00～15:00) 

大学入試の仕組みやスケジュール感、志望校を選

ぶポイント、自立型指導などについてお伝えします。

大学入試に関する情報は非常に多く、高校３年生に

なってからの準備では遅いこともあります。 

また、昨今の大学入試制度改革により、受験生を

取り巻く状況は昔と比べると大きく変わっています。

受験生の保護者様だけでなく、ぜひ皆様ご参加くだ

さい！ 

出欠登録について 

下記いずれかの方法にて出欠のご登録をお願いし

ます。 

①申し込み用紙を教室に提出 

②アプリ Comiruお知らせのコメントに返信 

③下記QRコードより申込フォームにアクセス 

 

 

 

 

 

 

 

 

夏期講習のお知らせ 

 １年間で最も長いお休みが夏休みです。学校がな

い分、これまでの学習習慣を維持するか否かで、休

み明けの勉強に大きな差がつく期間でもあります。

夏期講習ではこれまでの弱点克服と新学期に向けた

先取りを行います。 

小学生はこれまでの習慣を途絶えさせないために、

中高生は休み明けの定期試験に向けてしっかりと準

備しましょう。 

今年受験を控える生徒さんにとっては、この夏の

頑張りが残りの期間を左右するといっても過言では

ありません。 

教室にてお配りしている「夏期講習のご案内」に

は、個々の生徒さんに最適な提案書を同封していま

すので、ぜひご覧ください。充実した夏休みを一緒

に過ごしましょう。 

夏期講習期間 

７⽉２２⽇（⾦）〜８⽉３０⽇（⽕） 
内部⽣申し込み締切⽇：６⽉１７⽇（⾦） 

注意事項 

・夏期講習の時間割は提出順に優先的にお組みしております。

お申し込みが遅くなってしまいますとご希望通りのお時間や

コマ数が確保できなくなる場合があります。 

・スケジュールが未定の場合、コマ数のみ記載してご提出く

ださい。部活動や習い事のご予定が分かり次第ご連絡くださ

い。また、ご予定の変更は遠慮なくお申し付けください。 

・締切日までの提出がどうしても難しい場合は、あらかじめ

各校舎室長へ早めにご相談ください。 

※提出いただきましたコマ数に加え、３週分の8月授業コマ

数を換算して時間割をお組みいたします。詳しくは各教室に

ご確認ください。 

 

中学部保護者会 高校部保護者会 

 

2021年度 夏期講習のようす。（中目黒校） 

FreewillシステムPC

FreewillシステムPC
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小学部  理科実験教室のようす 

 ５月は各校舎にて理科実験教室を開催しました。

今回は『触れずに逆回転！魔法の力を手に入れよう』

と題し、物体の振動を利用して、直接触れることな

く物を動かす仕組みを体験しました。 

 まずは使用するプラスチックカップをデコレーシ

ョンします。それぞれがテープやシールを工夫して

貼り付け、オリジナルの実験道具になりました。 

 デコレーションした２つのカップを逆さまにして、

底の部分にモールで作った輪を乗せます。手でカッ

プを押さえてコインで側面をこすると、モールの輪

がくるくると回り始めます。よく観察すると、２つ

のモールは反対向きに回っていることが分かります。 

 

「なんで反対向きに回るのかな？」 

「Aくんのモールはよく回るなぁ。僕のモールは回

りにくい。どうしてだろう？」 

「モールが平らになっているとよく回りそう！」 

 など、当日はたくさんの考察や感想を聞くことが

できました。身近な物を使って実験することで、日

常にあふれる「科学」に少しでも興味を持っていた

だけたら嬉しいです。 

 参加してくれた生徒さんには、後日「理科実験だ

より」をお渡しします。実験内容の説明のほか、当

日の写真がたくさん掲載されます。ぜひご覧くださ

い。 

次回の理科実験教室は７月です！ 

 次回の理科実験教室は７月の開催を予定していま

す。暑い夏にぴったりの『アイスクリーム』をテー

マとした大人気の実験です！塾に通われていないお

友だちも参加可能です。ぜひお友だちを誘って一緒

に楽しく科学を体験しましょう。みなさんのご参加

をお待ちしています！ 

大小２つのプラスチックカップを使います。 

自由に好みの柄になるようデコレーションしました！ 

集中して先生の説明をよく聞きます。 

とても楽しく元気に実験を行うことができました！ 

真剣な表情で実験に取り組んでいました！ 

FreewillシステムPC

FreewillシステムPC

FreewillシステムPC

FreewillシステムPC

FreewillシステムPC

FreewillシステムPC

FreewillシステムPC

FreewillシステムPC

FreewillシステムPC
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小学部 読書感想文のお知らせ 

令和4年、第1回読書感想文・発表会実施のお知ら

せです。昨年度も多くの生徒さんが参加し、本を読

んで自分の意見をしっかりと発表してくれました。  

発表会は、他の生徒さんの意見を聞き、「自分はこ

う読んだけど、そういう読み方もあるんだな」と自

分の意見を他人の意見と比較・検討して、自分以外

の意見に触れられる良い機会になります。読書を通

じて、まずは自分自身で本を読むこと、そして他人

の意見を受け入れてそれを自分の中に取り入れるこ

とを目指してほしいと考えています。 

テーマに合わせた選書をたくさんご用意していま

す。選択肢の中から生徒さんの関心により近いもの

を選んでいただき、今年度もさまざまな本に触れて

いただきたいと思います。 

第1回のテーマは「イセカイ」 

初回のテーマは、「『イセカイ』を体験しよう」で

す。児童向け図書ではしばしば、知らない場所に一

人でまよいこんだ子どもが、状況を打開するなかで

成長するという展開がとられます。子どもたちはこ

れから、進路や未来を自分だけの力で考え道を切り

開いていかなくてはなりません。そのような自律的

に行動する力を、本を通して身につけてもらいたい

という思いで選びました。 

第１回読書感想文・詳細 

 第 1回の読書感想文発表会は【7 月 13 日

(水)】を予定しています。生徒さんたちが本を読

み、発表会までの準備の過程では、塾でも段階的に

声かけを行ってまいります。保護者様にも、本のご

用意をはじめご協力いただく面もあるかと思います

が、よろしくお願いいたします。 

 

中学部 高校入試ガイダンスのお知らせ 

区立中学３年生を対象に、高校入試ガイダンスを

実施します。このガイダンスでは、高校入試に向け

て必要な情報をたくさんお伝えします。『受験勉強

のスタートライン』に立つきっかけの１つとして、

中学３年生は必ず参加してください！ 

内容 

・入試攻略法 

・成功する夏の過ごし方 

・各教科の受験攻略法 

 

参加詳細 

日程は７月初旬を予定しております。日時や参加

方法などの詳細につきましては、追って各教室より

ご案内いたします。（対面かオンラインかは新型コ

ロナウイルスの感染状況を鑑みて決定いたします。） 

高校受験が「人生はじめての受験」になる人も少

なくはありません。慣れない受験勉強はとても大変

ですが、全力で取り組むことができれば、学力面・精

神面ともに大きく成長することができます。 

志望校合格に向けて、Freewill学習塾は全力でサ

ポートしてまいりますので、今後ともどうぞよろし

くお願いいたします。 

 

去年のガイダンスの様子です。 

感染症対策のためオンラインで実施しました。 

FreewillシステムPC

FreewillシステムPC
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高校部 英単語合宿のお知らせ 

6月21日（火）、23日（木）、24日（金）の3日

間、英単語合宿を開催します。 

「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。 

新学年になって初めての定期試験も終わり、ほっ

と一息つきたいところですが、1学期期末試験があ

っという間にやってきます。また、学校での日々の

英単語テストもあり、英単語を覚えることが少しず

つ憂鬱となってくる頃かと思います。 

英単語合宿にくると、「参加した以上は、２時間

は集中しないといけない環境」に身を置くことにな

ります。1学期期末試験の範囲の英単語を先に覚え

ておくことで、心理的な余裕が生まれます。 

今年の4月には2022年度初の英単語合宿が行わ

れましたが、初参加の生徒さんが7人もいました。

「英単語の勉強にそろそろ本腰を入れたい」「中間

試験での遅れを取り戻したい！」という生徒さんは、

ぜひ1度ご参加ください。 

 

塾長・柴山の子育て講座  

 過去2回の子育て講座では、

「勉強に関して、ゴールと小さ

なハードルを設けること」につ

いてお話しました。ゴールへの

道を立てて成功体験を積み重

ねていけば、自信に満ち、夢を

抱くお子さんになるでしょう。 

 しかし、そう順風満帆にいか

ないのが子育てです。こちらがどれだけ気を利かせ

て働きかけても、お子様は急にやる気が切れて「勉

強なんてやりたくない！」と言ってしまうこともあ

るでしょう。このとき、どのように接してあげれば

よいのでしょうか？ 

 

「やる気のスイッチ」の入れ方 

 「めんどくせー。」「やる気しない。」は、勉強

したくない子の常套句です。このセリフが出てきた

らどうしたらいいでしょう？ 

 「わかる。先生もそうだった。」ここでのポイン

トはまず共感してあげることです。 

 （中略） 

それから、「じゃあ、一緒に意味を考えよう

よ！」というふうに話を持っていって、勉強の意味

を教えます。 

実は、勉強の意味をおしえるとき、学年によって

響くところが違ってきます。子どもの「やる気スイ

ッチ」が入るポイントを見つけてあげましょう！ 

柴山健太郎 著「子にかける×子にかけない」p.86-87 より 

 

 成績不振や意欲の低下は誰にでも訪れます。その

理由は様々ですが、聞いてみると、人間関係で少し

嫌なことがあったり、学校の先生の授業がつまらな

いなど、大人の私たちでも共感できることが多いで

す。 

 やる気のないお子様をただ叱るのではなく、まず

は話をきき、自分も同じような経験があるというこ

とを伝えてみてください。そこで話を理解してもら

えたら、お子さんのやる気スイッチが見えてくるか

もしれません。ゴールを再度決める必要があるの

か、ゴールを見失っているのか、しっかり見極めて

勉強の意味を伝えたいですね。 

FreewillシステムPC

FreewillシステムPC
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頭の体操  

前回の問題 

 

問題 ：【？】に入る数字はなんでしょう？ 

 

答え ： ６ 

 

「1：一」「10：十」「100：百」 

「1000：千」「10000：万」 

の漢字の画数を示しています。よって「百」の画数

は「６」となります。 

 

 

今月の問題 

 

問題：【？】に入る数字はなんでしょう？ 

 

ヒント：世界ではなく日本のことです！ 

★「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6月27日（月）となります。

引落金額につきましては、6月15日（水）頃より、

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 

 TEL：03-6451-2524 
・世田谷校 

 TEL：03-5712-3033 

・中目黒校 

 TEL：03-6303-1106 
・祐天寺校 

 TEL：03-6303-1573 
・大学受験専門個別指導部（高校部） 

TEL：03-6303-2252 

１＝１ 

１０＝２ 

１００＝？	
１０００＝３	

１００００＝３ 

F＋D＝３	

D＋T＝２	

T＋K＝４４	

K＋F＝【？】 
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