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ご挨拶  

今年の夏は早い梅雨明けとなるようです。新型コ

ロナウイルスも昨年に比べて収束しつつあり、外に

出ることも比較的多くなる夏休みになると思います。

外で遊べる機会が増える一方、熱中症や脱水症状な

ど健康面には気をつけて夏休みを過ごしましょう。 

定期試験後の油断は禁物 

この時期は定期試験が終わり、目の前の夏休みに

関心が行きがちです。しかし、公立中学校に通う生

徒さん達は夏休み明けすぐに、次の定期試験が待ち

受けています。長期間の休みに学習習慣が途切れて

しまうと、元のペースを取り戻すまでに時間がかか

ってしまいます。7月は、遊びの予定と一緒に学習計

画もしっかりと立てるようにしましょう。 

学校見学と説明会に行くタイミング 

また、この時期は学校見学や授業体験、オープン

キャンパスなど志望校選びに役立つイベントに参加

する時期でもあります。受験生だけでなく、受験学

年でない生徒さんも少しずつ各学校へ見学へ行き、

進路の具体的なイメージを作りましょう。 

 

７月・８月の予定  

 

 

  

1 金 月 夏期講習期間　7/22-8/30

2 土 火

3 日 休校日 水 休校日

4 月 木

5 火 金

6 水 理科実験教室 土

7 木 日 休校日

8 金 翌月コース変更等　締切日 月 翌月コース変更等　締切日

9 土 休校日 火 休校日

10 日 休校日 水 休校日（中３・高３合宿）

11 月 木 休校日（中３・高３合宿）

12 火 金 休校日

13 水 土 休校日

14 木 日 休校日

15 金 月 休校日

16 土 休校日 火 休校日

17 日 休校日 水

18 月 木

19 火 高３ガイダンス 金

20 水 通常授業終了 土 友人紹介キャンペーン終了

21 木 夏期講習フォローデー 日 休校日

22 金 夏期講習期間　7/22-8/30 月

23 土 火

24 日 休校日 水 休校日

25 月 木

26 火 金

27 水 休校日 土

28 木 日 休校日

29 金 月

30 土 火 講習期間終了

31 日 休校日 水 休校日

７ ８

■…休校日　　　（小）＝小学生　（中）＝中学生　（高）＝高校生
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夏休みの過ごし方  

7月中旬より、各学校で夏休みが始まります。夏休

みは、1年の中で最も長い休暇です。この学校がない

約1ヵ月間をどのように過ごすか、予め目標を立て

ることが大切です。自信を持って夏休み明けの学校

生活を迎えられるようにしましょう。 

夏休みの目標を立てましょう 

小学生の生徒さんにとっては、夏休み期間に学習

習慣を崩さず生活のリズムを維持することが重要な

ポイントとなります。毎日の学習習慣を継続し、夏

休み明けの授業で「分かった！」が増せるよう、計画

を立てましょう。 

中学生・高校生の生徒さんは夏期休暇を終えると、

2学期制の学校は休み明けの9月に、3学期制の学校

は9月下旬から10月上旬に定期試験があります。学

校の授業が進まないこの機に、夏休み前の試験で分

かった苦手範囲を克服し、9月からの勉強の予習を

進めることがキーポイントとなります。この学校が

ない約1ヵ月間を、有意義に過ごし、夏明けのテスト

に自信を持って取り組めるようにしましょう！ 

受験生にとっては「受験の天王山」と呼ばれる夏

となります。入試直前の実践演習で成長を実感し、

本番に向け自信をつけるには、この夏の復習で基礎

力をつけることが必要不可欠となります。また、

Freewill学習塾では受験生を対象に日帰り合宿を行

います。詳しくは教室より別途ご案内しますので、

ご確認ください。 

夏期講習期間 

7月 22日（木）～8月30日（火） 
学校がないこの期間を利用し、夏期講習では、これ

までの復習を行います。復習を通して基礎を固めた

あとには、夏休み明けの学習に向けて先取り学習に

も取り組みます。休み明けには、夏休み前の自分よ

りも自信を持って授業や試験に向かえるよう、講師

一同全力で指導してまいります。 

友人紹介キャンペーンのお知らせ 

 この夏、保護者様のご友人やお知り合いのお子

様に、ぜひFreewill学習塾の授業を体験してもらい

たく『友人紹介キャンペーン』を実施します。 

 長期休暇は、学習習慣の継続と生活リズムの維持

が重要です。「子どもが家でダラダラと過ごし、勉強

に集中していない」「夜更かしして、朝なかなか起き

てこない」とお困りの方がいらっしゃいましたら、

ぜひ当塾をおすすめください。仲間たちとともに切

磋琢磨して、各々の目標達成を目指せる環境をご提

供します。 

詳しくは教室にて案内を配布しますので、ご確認

ください。兄弟・姉妹でもキャンペーンは適用され

ます。まだ塾に通っていない方がいらっしゃいまし

たら、スタートするには絶好の機会です。 

キャンペーンについて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。  

 

 

 

!
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紹介する人もされる人もいつもよりおトク！ 

キャンペーンの流れ 
!"#$%&
大切なご友人にFreewill 学習塾を 
紹介してください 
（このチラシをお渡しください） 

!"#$'&
保護者の方からご希望の校舎へ 
お問合せください 
体験授業（無料）も可能です 

!"#$(&
キャンペーン期間中に「入塾申込書」を 
入塾希望の校舎へご提出ください 
（紹介者と別の校舎でも可能です） 

!"#$)&
・入塾手続きの完了 
・１ヶ月以上のご継続 にて 
特典のプレゼントをお渡しいたします 

 
注意事項 
●兄弟・姉妹でもご利用できます ●上記の期間内に「入塾申込書」をご提出した方が対象です 
●ご入塾後、１ヶ月以上のご継続が条件です ●他キャンペーン・割引との併用はできません 
●ご入塾者が他キャンペーンを選んだ場合でも、ご紹介者（塾生）には特典のプレゼントがあります 
 
 
 
（ご入塾者）名前 保護者様ご連絡先 入塾校舎 希望の特典 

 
 

（ご紹介者：Freewill 塾生）名前 保護者様ご連絡先 所属校舎 希望の特典 
 
 

お問い合わせ 
恵比寿校：03-6451-2524  世田谷校：03-5712-3033  中目黒校：03-6303-1106 
祐天寺校：03-6303-1573  大学受験専門個別指導部（高校部）：03-6303-2252 

※こちらのチケットは「入塾申込書」と同時に入塾する校舎へご提出ください。 

*+,-./012& 3+,-45#6& 7$89:4;<&

きりとり 

=>?@ABC DEFG& HIJKL!JKMN& O!PQF;R#S&
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小学部  理科実験教室のお知らせ 

7 月 6日（水）15:10～16:10に第２回理科実

験教室を開催します。今回は「折らずに作る！紙ヒ

コーキ！君はどこまで飛ばせるか!?」です。紙のよ

うに面積が広く軽い物体を飛ばすと、空気の抵抗を

強く受けてヒラヒラと落ちていきます。ところが、

紙にとある工夫をすることで、「滑空」という現象

が起き、より遠くまで飛んでいくようになります。 

 

理科実験教室を通じて、身近な「科学」について

興味をもち、学習に対して前向きに取り組むきっか

けになってほしいと思います。お友だちを誘ってご

参加いただけますが、各校舎定員がありますので、

ぜひお早めにお申し込みください。 

 

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 

③ QRコードから登録 

（おすすめ！） 

 

 

中学部 理社マラソンのようす 

６月に入り、Freewill学習塾では各学校の試験日

程に合わせ、試験直前の土曜日に理社マラソンを開

催しました！ 

理社マラソンは、試験直前に「理科」「社会」の問

題演習を徹底的に行う、人気の無料試験対策です。 

Freewillの理社マラソンでは、短時間で演習と休憩

を繰り返す勉強方法で、時間管理をしっかりと行っ

ています。演習中は全員が静かに勉強をするので、

集中して取り組める環境になっています。 

また、質問をする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。 

紙をただ⾶ばしても、
ヒラヒラどこかへ⾏ってしまいます。

しかし、たったひと⼿間、
かけるだけで、、、！？

空気の流れを利⽤して、
魔法のじゅうたんのように
⾶んでいくよ♪

Freewill学習塾 各校舎 恵比寿・世田谷
中目黒・祐天寺

恵比寿校の様子です。普段の学習よりも集中して取り組むこ

とができました。 

中目黒校の様子です。各々が演習中の目標を設定します。 
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 さらに理社マラソンには、受験体力をつけるとい

う目的もあります。受験期に入れば、毎日長時間、継

続的に勉強できる力が求められます。中学１・２年

生のうちから、勉強習慣を身につけ、計画的に勉強

ができるように指導をしていきます。 

 今回の理社マラソンでも、生徒さんたちから、「家

だったら絶対こんなに集中できなかった！」「疲れ

たけど、来てよかった！」という声をたくさんいた

だきました。生徒さん自身も、勉強の効果を実感し

てくれていると思います。 

 

 次回の理社マラソンは９月に予定してします。

Freewill学習塾の塾生以外も参加可能ですので、ぜ

ひお友だちを誘ってご参加ください！ 

 

高校部 高３入試ガイダンスのお知らせ 

いよいよ夏休みがやってきます。長期休暇はどの

学年にとっても貴重な時間です。なかでも大学受験

を控えた高校３年生には、しっかりと心の準備をし

て夏休みに臨んでもらいたいと思います。 

高校部では、現役最後の夏休みが後悔のない充実

した日々となるよう、事前の心構えをお伝えできれ

ばと考え、高校３年生むけのガイダンスを企画しま

した。 

こちらのガイダンスでは、昨今の大学入試の現状

をお伝えすると共に、その入試を突破するために、

どのように夏休みを過ごすべきかについて、指針を

しっかりと説明します。 

 

大学受験まであと半年というタイミングで、漠然

とした焦りや不安を抱える人もいるでしょう。なか

には「本当に、この勉強を続けて大丈夫なのだろう

か…」と心配になることもあると思います。 

高校３年生は必ずガイダンスに参加して、夏に向け

て万全の準備をしてください。そして、前向きな心

で大学受験に臨みましょう！ 

 

 

最後は、今年度新しく開校した祐天寺校！ 

はじめての理社マラソン、みんなで頑張りました！ 

世田谷校の様子です。世田谷校では、目黒区・世田谷区の中

学校の試験日程に合わせ、２回開催しました。 
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塾長・柴山の子育て講座  

 お子様が自分で勉強できるようになると、とても

嬉しいですよね。保護者面談などで「親は何をして

あげればいいですか？」と聞かれることが良くあり

ます。 

 親の立場としても、お子様のこ

とを思って、つい厳しく「勉強しな

さい！」と言ったりしますよね。 

 しかし、塾長・柴山は塾とご家

庭での役割について次のように考

えます。 

 

家庭と塾の役割分担 

 僕は、ご両親に「何もしないでください。」と頼

んでいます。この理由は、思春期の子どもは、親が

「勉強しろ！」というと反発するからです。だか

ら、「そこは塾に任せてください。」と言っていま

す。 

そのかわり、親がほめると子どもは１００％よろ

こびます。無反応のように見えても、内心、絶対よ

ろこんでいるのです。この役目は親にしかできませ

ん。だから、お子さんをほめてあげてくださいね。 

柴山健太郎 著「子にかける×子にかけない」p.122 より 

 

 親が家で「勉強しなさい！」と言っても、お子さ

んは反発してしまいます。あれこれ言いたくなる気

持ちをこらえ、お子さんの成長や頑張りに対して、

承認の言葉をかけてあげてください。 

勉強は多くの場合やりたくないことです。勉強す

るより、ゲームや好きな芸能人のテレビや動画を見

る方が楽しいはずです。そんな中、塾に行って勉強

してきたら、また、家で勉強する様子を見かけた

ら、「チャンス」と思ってほめてみましょう。 

 

 

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 ：４５ 

 

 各アルファベットは、日本の「T＝都・D＝道・F

＝府・K=県」を表しています。「F＋D＝３」の場合

は、「府の数（2）＋道の数（1）＝合計３個」とい

うことです。 

 よって、「K＋F」は「県の数（43）＋府の数（2）

＝合計 45個」 となり、正解は「45」 です。 

 

 

 

今月の問題 

 

問題 ：【？】に入る言葉はなんでしょう？ 

 

お子さんの頑張りに目を向けることから始めしょう！ 

F＋D＝３	

D＋T＝２	

T＋K＝４４	

K＋F＝【？】 

2/26 1/26 20/26 ＝バット	
 

3/26 1/26 16/26 ＝【？】	

FreewillシステムPC
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★「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7月26日（火）となります。

引落金額につきましては、7月15日（金）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 


