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Freewill学習塾高校入試保護者会
本日は保護者会へのご参加ありがとうございます。

お待ちいただく間に、以下の設定にご協力をお願いいたします。

ご協力ありがとうございます。
開始までもうしばらくお待ちください。

①マイク：ミュート(斜線あり)にしてください。

②ビデオ：オン(斜線なし)にしてください。
（カメラがない方はそのままで構いません）

③名前：お子様のお名前に設定してください。
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https://www.1freewill.com/

Freewill学習塾
高校入試保護者会
2022年9月10日（土）
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登壇者紹介
中目黒・祐天寺ブロック長
教務担当

志村 円香
都立九段高校（現千代田区立中等
教育学校）、東京理科大学数学科を
卒業後、2010年にFreewillへ入社。
恵比寿校室長、中目黒校の新規開校および
室長を経て、現在は教務部長に就任。
今年度は祐天寺校の新規開校にも携わる。
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登壇者紹介
恵比寿・世田谷ブロック長
運営担当

井口 桑
都立三鷹高校（現都立三鷹中等
教育学校）、東京大学法学部、
東京大学大学院を卒業後、2017年に
Freewillへ入社。2年目で世田谷校
の室長に就任し、4年間務める。
昨年度より運営部長に就任、４教室を統括。
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本日の内容
1

2 秋以降の受験指導について

3 今後の中３の学習環境

4 先を見据えた指導

志望校選びについて1
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本日の内容
1

2 秋以降の受験指導について

3 今後の中３の学習環境

4 先を見据えた指導

志望校選びについて1
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受験パターンの確認

7

▼受験パターン [都立第１志望]

都立一般入試

都立推薦入試

私立一般入試(併願優遇受験)

チャレンジ

滑り止め

第１志望
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▼受験パターン [私立第１志望]

私立一般入試(第２志望受験)

私立推薦入試

私立一般入試

単願推薦

チャレンジ

滑り止め
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▼受験パターン [難関国立・私立]

都立一般入試

難関国立・私立一般入試

私立一般入試(第２志望受験)

チャレンジ

滑り止め

第２志望
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私立高校の受験校選び
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▼私立推薦入試 [単願推薦]

第１志望として出願する場合のみ受験可能

●各学校の推薦基準を満たすことで受験資格が
与えられる➡合格可能性は高い

●合格した場合必ず入学することが条件

●面接試験や小論文試験が多い
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▼私立一般入試 [併願優遇]

原則は公立高校の第２志望として受験可能

●各学校の内申基準を満たすことで受験資格が
与えられる
➡単願より内申基準は上がるが合格可能性は高い

●都立高校以外の第２志望にできるかは学校による

●一般入試を受けることが条件
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▼私立一般入試 [一般入試]

試験当日の得点のみで一発勝負

●多くの学校が３教科（英数国）の学力試験や
面接試験を実施

●試験日を複数設けている場合が多い

●第１志望の場合、学校によって加点措置あり
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▼私立高校の内申基準

①基本的には中３の最終内申を用いる

②各学校や設置コースにより、
３科・５科・９科(※)の内申の合計が基準

③検定や資格（英検３級、皆勤、部長等）で
加点の適用の場合あり

15

左側の内申欄が必要内申

（例）2021年度 男子推薦

●八雲学園（進学）
➡９科合計３３

●日大鶴ヶ丘（総進）
➡９科合計３５
かつ５科合計２１

学校により条件が異なる！

▼私立高校の内申基準表
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▼私立高校受験までの流れ
期間 内容

９月～１０月 学校説明会への参加

１０月～１１月 個別相談会への参加

１１月最終週 私立受験校を中学校へ申告

１２月第１週 最終内申確定→私立受験校決定

１月・２月 出願・受験→進学先決定へ
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▼私立高校の入試ポイント
私立高校進学者数に大幅な増減はない

大学付属校の人気は上昇傾向にある

私立高等学校等授業料軽減助成金の利用

加点やスライド合格の可能性を確認
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都立高校の受験校選び

19

▼都立高校の志望校選び
①志望校が決まっていない場合

（１）現在の換算内申から探す
現在の内申±２～３程度を検討範囲にする

（２）校風や立地などの条件から探す
学校見学や条件に当てはまる志望校を検討する

※換算内申：主要５科合計＋専門４科×２

20

②志望校が決まっている場合

（１）換算内申が足りている
中 ３ 生：入試得点が目標に届くよう対策
中１・２生：より高い目標も探してよい

（２）換算内申が足りない
中 ３ 生：換算内申±２～３程度を検討範囲にする
中１・２生：そのまま志望校として目指してよい

▼都立高校の志望校選び
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右側の（）内が換算内申

（例）2021年度 男子

都立目黒高校
学力考査＋調査書の合計
＝７７８点

換算内申：４８

上記が８０％合格ライン！

▼都立高校の内申基準表
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▼内申による例①

志望校① 三田高校 内申目安５６（＋４）

志望校② 豊多摩高校 内申目安５１（ー１）

志望校③ 目黒高校 内申目安４８（－４）

４×主要５科 ＝２０
４×専門４科×２＝１６×２＝３２ 換算内申５２

（例）現在の内申がオール４の男子の場合
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▼内申による例②

志望校① 松原高校 内申目安４２（＋２）

志望校② 大崎高校 内申目安３９（± ０）

志望校③ 千歳丘高校 内申目安３７（ー２）

３×主要５科 ＝１５
３×専門４科×２＝１２×２＝２４ 換算内申３９

（例）現在の内申がオール３の男子の場合

24
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本日の内容
1

2 秋以降の受験指導について

3 今後の中３の学習環境

4 先を見据えた指導

志望校選びについて1
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入試までのスケジュール

26

▼推薦入試
私立推薦願書提出日 １月１５日（日曜日）以降
私立推薦入試日 １月２２日（日曜日）以降
私立推薦合格発表日 学校による

都立推薦願書提出日 １月１２日（木曜日）～１８日（水曜日）
都立推薦入試 １月２６日（木曜日）・２７日（金曜日）
都立推薦合格発表日 ２月２日（木曜日）
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▼一般入試
私立一般願書提出日 １月２６日（木曜日）以降
私立一般主要入試日 ２月１０日（金曜日）・１１日（土曜日）
合格発表日 ２月１１日（土曜日） 以降

都立一般願書提出日 ２月 １日（水曜日）～２月７日（火曜日）
都立一般入試（学力検査）２月２１日（火曜日）
都立合格発表日 ３月 １日（水曜日）
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▼入試スケジュール概要
期間 通常授業 入試対策

９月 前期期末・２学期中間 試験対策 入試特訓前期 開始

１０～１１月 中３範囲 学習内容完了 入試特訓前期 終了

１１月最終週 後期中間・２学期期末 試験対策 入試特訓後期 開始

１２月第１週 最終内申確定→私立受験校決定 過去問演習
都立１０年分／私立３〜５年分
各学校 推薦入試１月 冬期講習・志望校／大問別対策

２月 志望校／大問別対策 入試特訓後期 終了
各学校 一般入試

29

Freewillの受験指導

30
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▼内申対策

内申が必ず必要な入試はこれ！

31

▼内申対策

学校の試験対策を疎かにしない！

●Freewillでは内申対策と入試対策を並行

●入試に関わる１１月の試験まで、
通常授業は「学校授業に合わせた内容」を実施

●志望校の合格ラインに必要な内申を目指す

32

▼入試対策の概要

現在の模試の成績で全てを判断しない

●入試問題は選択問題のほうが多い

●中１～２年生の範囲だけで平均点を取れる

●入試問題は学力だけで勝負ではなく、
「問題への慣れ」と「戦略」も重要である
➡過去問演習の積み重ねで得点力UP！

33

▼入試対策（スタンダード）
スタンダードなくして
志望校合格なし!!!

●各受験用教材について
７月～翌２月までの半年間の学習計画表

●志望校分析シート（生徒面談記録）

●過去問点数記録表

34

▼入試対策（入試特訓）
都立５科／私立３科

それぞれに合わせ作成した
カリキュラム

＜前期＞
入試頻出単元に沿う学習内容
＋私立志望者は難易度ありの問題を扱う

＜後期＞
過去問および入試実戦類題を扱う

35

▼入試対策（過去問）
●都立過去問演習１０年分
➡１１月最終週より配布、毎週１年分ずつ解く
都立志望：５教科１０年分（５０回分）
私立志望：３教科１０年分＋各志望校の問題

●冬期講習は志望校に特化したカリキュラム
都立志望：出題傾向・目標点数に合わせた指導
私立志望：各学校６～７割の得点率を目指す

過去問解説と出題傾向に沿った類題

36
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▼入試対策（過去問）
過去問の点数記録表

①スタンダード
点数記録表に残す

②点数一覧表
∟６回分のVもぎ点数
∟１０年分の過去問点数
➡各教室にて作成し、
志望校（特に一般入試）の合格可能性の分析に活用

37

▼スピーキングテスト（ESAT-J）対策

【概要】ー 実施日 １１月２７日（日）
（予備日 １２月１８日（日））

ー AからFの６段階評価（０点～２０点）
ー 第１次募集および分割前期募集にて活用
ー 換算後の合計得点に追加

English Speaking Achievement Test for Junior High School Student

学力考査 調査書点 ESATーJ
７００点換算 ３００点換算 ２０点(調査書記載) ＝ １０２０点＋ ＋

38

▼スピーキングテスト（ESAT-J）対策
●スピーキングテスト対策ガイダンスの実施
∟１０月下旬実施予定

●各教室個別にて指導実施
∟各入試の面接練習と同様に個別対応
∟教室より案内をする

●ESAT-Jに特化した教材を選定

39

▼入試対策（その他）
●生徒向け入試ガイダンス
∟１１月下旬実施予定

●推薦入試対策（１月）
∟面接練習／小論文指導

●中３受験生志望校面談（１月）

●決起会（入試特訓最終日）

40

Freewillの進路指導

41

▼都立高校入試の合格基準
Freewillでは80%合格基準で指導

●入試本番点数と内申点の合計1000点満点
➡点数が高い順に合格者を決定

●都立高校入試は一発勝負

●現在の内申点から目標点を算出
➡目標点と実力との差より志望校を絞り込む
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▼合格基準に沿った志望校分析
●志望校分析シートを使用
現在の内申から目標点数を算出
➡合格可能性80%に基づく

●確実に合格を勝ち取るため、
必要点数ではなく、
合格ライン以上の目標点数を
設定し指導をする

43

▼合格基準に沿った志望校分析

実際に記入し、
志望校との差を確認しましょう！

44

本日の内容
1

2 秋以降の受験指導について

3 今後の中３の学習環境

4 先を見据えた指導

志望校選びについて1

45

▼受験は通過点

本人たちは目の前のこと
を必死にやっている

↓
少し先を見据えて

情報を提供できるように

46

▼受験後の落とし穴

中３から高１になると、
半数以上の生徒の
勉強時間が１時間未満に

学習時間の変化（中３から高１）
文部科学省「21世紀出生児縦断調査」より

47

▼受験後の落とし穴

結果、高校１年生は、
英語と数学が
特に苦手になりやすい

「高校１年生で最も不得意になった科目」
（ベネッセ教育サイト）

48
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▼受験後の落とし穴

加えて、
近年の大学入試の変化

↓
中３で身につけた学習習慣の継続
が一層今後の分かれ道に

49

▼大きく変わる大学受験

「高大接続改革が行われたらしい」

「センター試験が共通テストになったらしい」

「高校の学習指導要領が変わったらしい」

→簡単にいうと何が変わったのか？

50

▼大きく変わる大学受験

「高３からの入試対策で一発逆転合格」

から

「高１からの内申対策で地道に合格」へ

→大学受験の低学年化が進む

51

▼大きく変わる大学受験
～変化の５つの背景～

●進学率増加
●近年は一般選抜が狭き門に
●私大の合格者半数以上は推薦系入試
●高校学習指導要領の改訂
●英語外部検定の重要性が増す

52

▼進学率上昇

ひと昔前では
大学進学をしなかった層
も進学するように

➡競争が激化

53

▼ここ数年一般選抜が狭き門に

名前が知られた大学は
一般入試で入学しにくい

➡一般入試一本に
絞ることが危険に

54
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▼私大合格の過半数は推薦系入試で

➡推薦入試のための
内申対策が重要に

55

▼高校学習指導要領の改訂
●数学Cの追加かつ各単元の内容の増加
●歴史総合（世界史と日本史の融合）が必修に
●新しい科目の「情報」や「公共」が共通テストに
利用される可能性が高い
●高３までに覚えるべき英単語数が１．５倍に
●「主体的に学習に取り組む態度」を評価するため
単元テストが増加する可能性

➡課せられる学習量が増える

56

▼英語外部検定の重要性が増す

●出願資格として

●英語の試験みなし満点として

●英語の試験免除として

→高２までに英検２級をとることを目安に

57

▼英語外部検定の重要性が増す

58

▼大きく変わる大学受験

「高３からの入試対策で一発逆転合格」

から

「高１からの内申対策で地道に合格」へ

→大学受験の低学年化が進む

59

▼大きく変わる大学受験
～変化の５つの背景～

●進学率増加
●近年は一般選抜が狭き門に
●私大の合格者半数以上は推薦系入試
●高校学習指導要領の改訂
●英語外部検定の重要性が増す

60

Freewill 本部



2022/9/7

11

▼具体的な指針

●新学習指導要領に合わせた内申対策を行い
推薦系入試の選択肢を残す

●英検対策を高２までに行い
大学入試の選択肢を増やす

61

本日の内容
1

2 秋以降の入試対策について

3 今後の中３の学習環境

4 先を見据えた指導

志望校選びについて1

62

▼復習：受験後の落とし穴

●半数以上の生徒の勉強時間が１時間未満に

●結果、高校１年生は、英語と数学が特に
苦手になりやすい

●大学受験の低学年化が進む

63

▼先を見据えた指導

高校受験をあくまで通過点と捉え、

その先まで見据える必要がある

64

▼高校準備講座
●３月開講＋春期講習

●高校の英語・数学の学習内容を先取り

●それまでの通常授業よりも負担を抑えた内容

●学習習慣を保ち、中間試験（５月）の準備をす
る

65

▼大学受験個別指導部

●高校生だけの空間

●内申対策も重視した大学受験戦略

●週間面談で学習計画の作成・進捗確認

66
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▼大学受験個別指導部

67

▼大学受験個別指導部

68

▼大学受験の実績
・慶應大学 （文/環境情報）
・早稲田大学 （理工/文/法）
・上智大学 （総合グローバル）
・東京理科大学 （先進工学/理）
・国際基督教大学（教養）
・学習院大学 （文）
・立教大学 （文/法/心理）
・青山学院大学 （総文/文）
・明治大学 （総数/法/理）
・法政大学 （法/経営/科）

・武蔵野美術大学（造形）
・同志社大学 （文）
・東洋大学 （社会/文）
・東京外語大学 （言語文化）
・横浜国立大学 （理工）
・東京芸術大学 （美術）
・横浜市立大学 （理）
・東京都立大学 （都市環境）
・千葉大学 （理）
・宮城大学 （食産業）

その他多数
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▼先を見据えた指導

高校受験をあくまで通過点と捉え、

その先まで見据える必要がある
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終わりに
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ありがとう
ございました！
【退出】をクリックし
このミーティングより
退出してください。

72

Freewill 本部


