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ご挨拶  

10月は、多くの学校で文化祭や運動会といった学

校行事が行われます。楽しみにしている生徒さんも

多いのではないでしょうか。一方で、練習や日程変

更で普段とは違うスケジュールとなり、疲れから課

題への取り組みが遅れがちになる生徒さんも出てく

る時期です。Freewill学習塾では、定期的に生徒さん

と面談を行い、目標設定をする上で改めて日々やる

べきことを認識していきます。 

受験に向き合う 

受験を控える生徒さんたちは、本番までの折り返

し地点に入りました。模試を受験しながら、自分自

身の課題に真剣に向き合わなければならない時期で

す。今後はより本番に向けた対策をしていき、志望

校に対して必要な演習量を確保します。 

しかし、受験は一人で乗り切れるものではありま

せん。悩みや不安が募る時期、周りのサポートは不

可欠です。そのため、生徒さんとの話し合いの場を

定期的に設け、勉強のスケジューリングも一緒に行

っていきます。保護者様もご不安な面がたくさん出

てくるかと思います。その際は、ぜひとも遠慮なく

ご相談ください。 

１０・１１月の予定  
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保護者会のご案内  

Freewill学習塾では、保護者の皆様に塾側の受験

指導における指導方針等を共有する機会の一つとし

て、定期的に「保護者会」を開催しております。 

１１月には、小中学部、および高校部の保護者会

を実施いたします。小中学部保護者会では、新学習

指導要領が生み出す学力格差からお子様を守る方法

について、高校部保護者会では大学入試へ向けた今

後の対策等、いずれもこの時期だからこそ必要にな

る情報や指導方針をお伝えいたします。 

「小中学部保護者会」・「高校部保護者会」がござ

いますので、お間違えのないようにご注意ください。 

みなさまのご参加を心よりお待ちしております。 

 

小中学部保護者会・詳細 

日時：11月5日（土） 10：00～11：30 
 Freewill学習塾・中学部保護者会では高校入試に

関しましてお話いたします。 

主な内容： 

①なぜ新学習指導要領は学力格差を生むのか！？ 
②自ら勉強するようになる 
 セルフマネジメント指導法 
③子供のやる気を引き出す親の接し方とは 
 どの学年の保護者様にとっても役立つ内容となり

ますので、みなさま奮ってご参加ください。 

 

高校部保護者会・詳細 

日時：11月5日（土） 13：00～15：00 

 Freewill学習塾・高校部保護者会では、大学入試に

関しましてお話いたします。 

主な内容： 

① 大学入試最新情報 
② 合格するための大学受験勉強法 
③ 志望校合格に向けてやるべきこと 

高校生の保護者の皆様は、ぜひご参加ください。 

 

保護者面談のお知らせ 

１０月１7日（月）より保護者面談を行います。夏

休み明けは、長期休暇中の勉強の定着度合いの差が

表れ、学校の授業の難易度も上がるため、周りとの

差がつきやすい時期です。 

そういった時期だからこそ、保護者面談では、生

徒さんの現在の学習状況や、定期試験の結果のご報

告、またご本人の課題やそれに向けてどう向き合っ

ていくのかということをお話します。生徒さん一人

ひとりに合わせた今後の学習内容について、ご家庭

との認識を合わせていく大切な機会であると考えて

います。 

さらに、受験生の保護者様とは、志望校や受験ま

でのスケジュールもお話しできればと思います。 

 勉強面に加えて、生徒さんの長期的な成長や小さ

な変化などもお伝えします。普段ご家庭では気付き

にくい、生徒さんの一面もたくさんお話しできると

思いますので、ぜひ保護者面談にご参加ください。 

 また、ご家庭での様子も踏まえて、不安なところ

や相談したいことがありましたら、ご遠慮なく保護

者面談の際にお申し付けください。 

詳細につきましては、各教室での配布物に加えて、

配信アプリ「Comiru」でもご案内いたしますので、

ご確認ください。 

 

 
保護者面談予約 

提出締切：10月12日（水） 

 

保護者面談期間 

10月24日（月） 
～11月11日（金） 

 

※教室によって実施期間が前後する場合

がございますので、教室ごとのご連絡を

ご覧ください。 

FreewillシステムPC
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小学部 読書感想文のお知らせ 

第２回読書感想文のテーマは「人間と動物」です。

みなさん、好きな動物はいますか？どんな動物を飼

いたいですか？すでに動物を飼っている人は、その

動物を家族と呼べるでしょうか？ 

人間と動物との関わりや、すべての生命に通ずる

命の大切さについて、読書を通してじっくりと考え

る時間を過ごしましょう。 

 

読書感想文スケジュール 

①本を選ぶ 

課題図書から１冊選び、10月14日（金）までに本

を手に入れましょう。 

②本を読む 

11月4日（金）までに本を読みましょう。 

③完成シートを書く 

11月11日（金）までに『完成シート』を書きます。

Freewill学習塾オリジナル感想文サポートツール

です。感想文を書くのが苦手な生徒さんも、完成シ

ートを活用すれば、スムーズに作文が書けるように

なります。 

④発表会に参加する 

11月16日（水）が読書感想文発表会です！ 

⑤感想文を仕上げて提出する 

11月30日（水）が締め切りです。うまく書けずに

困ったときは、いつでも塾に持ってきてください。

先生たちがアドバイスします。 

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についてお子様

とコミュニケーションをとってみてください。 

小学部 理科実験教室のお知らせ 

10月12日（水）15：10～16：10に第3回理科

実験教室を開催します。今回は「水をはじくバリア

でハロウィーンの仲間たちを守ってあげよう」です。

紙を水につけるとふやけて簡単にちぎれてしまいま

す。しかし、紙にあるものを塗ることで、水がついて

もやぶれにくい「はっ水」という加工をすることが

できます。 

今回の実験では、身近な道具で「はっ水」の効果を

体験できます。加工したもの・加工していないもの

を比較することで、観察力も身に付く実験です。 

塾生以外のお友達も参加可能ですので、ぜひご参

加ください。 

 

 

 

 

理科実験教室

紙をぬらすと、
目に見えない小さなすきまに
水のつぶが入っていき、、、

やがてすきまが大きくなり、
紙はやぶれてしまいます。

でも、あるくふうをすると、
紙のすきまはギュッとちぢまり
水にバリアをはるんです！

＼＼お友達も大歓迎!!／／

お申込み方法 

① 参加申込書を教室に提出する 

② 各教室へ電話する 

③ QRコードから申し込む！ 

（おすすめ！） 

FreewillシステムPC
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理社マラソンのご報告  

例年、9月実施の定期試験は夏休みを跨いだ範囲

が出されます。特に、6月後半から7月で習った範囲

は、記憶が薄れてしまっていることが多く、普段受

講していない理科や社会はしっかりと対策する必要

があります。そうした現状を理解してか、今回も各

校舎で多くの生徒さんが参加してくれました。 

理社マラソンで大きく活躍するものがあります。

それは教科書です。昨今、教科書が読めない子が増

えていると言われています。しかし、学校ワークや

教科書準拠のテキストと併用することで、教科書の

大事な要素をしっかりと押さえることができます。

また、そもそも学校ワークは、教科書の理解を深め

るためのサポートツールです。学校ワークがなかな

か進まない子の多くは、教科書を使用せずに問題を

解こうとするため難しく感じてしまい進みが遅くな

るのです。 

理社マラソンの様子を見ていると、それらのツー

ルの活用法をアドバイスすることで、自主的に学習

できる生徒さんが多くいることがわかります。この

イベントでは、ただアウトプットをさせるだけでな

く、勉強法までしっかりとサポートするため、今後

の勉強にも活かせるノウハウが身につくのです。 

次回は11月に実施いたします。次の試験までの期

間が短い分、直前の勉強だけでは点数に繋がりませ

ん。理社マラソンはあくまでそれまでインプットし

てきたものをアウトプットする場。今からコツコツ

と予習復習をするようにしましょう。 

 

 

学校ワークのやり方も前回よりもよくなっています。 

 

集中力がとても高かったです。 

 

 

一人ひとり課題を明確にして取り組んでいました。 

 

 

教室がいっぱいになるほど参加してくれました。 

FreewillシステムPC



 
5 

 

高校部 英単語合宿のご報告  

９月2６日（月）～2８日（水）までの3日間にわ

たり、大学受験専門個別指導部（恵比寿校2階）にて

『英単語合宿』を開催しました。 

『英単語合宿』は、大学受験で最重要科目ともい

える「英語」を得意にするためのイベントです。英

語の学習には英単語の習得が不可欠ですが、コツコ

ツ単語を覚えるという作業は、単純だからこそ疎か

になりがちです。そこで、集中して単語を覚える機

会を設けるために、定期的に『英単語合宿』を開催

しています。 

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。やりたくないことをやるためにはある程度

の強制力が必要です。 

高校１・２年生の生徒さんにオススメするのは、

「次の定期試験に出る範囲を完璧にする」「英検対

策で苦手な熟語をマスターする」といった目的をも

って「英単語合宿」に参加することです。次回の開

催は11月の後半を予定しています。まだ参加した

ことがない生徒さんも、ぜひ1度来てみてくださ

い。 

高校部 共通テスト特訓のお知らせ 

いよいよ大学入試が近付いてきました。昨年度か

ら『大学入学共通テスト』（以下、共通テスト）がス

タートしました。これは、31年間に渡り実施されて

きた『大学入試センター試験』に代わり、2021年度

大学入学者選抜からの導入された日本の大学の共通

入学試験です。 

共通テストは今年度で3年目です。そのため過去

問が２年分しかありません。大学受験専門個別指導

部では、この状況に対応するため『共通テスト特訓』

を全１０回で行います。様々な出版社の教材を比較・

検討しながら、共通テストに対応できる力をつけて

もらうためのカリキュラムをご用意しています。 

共通テスト対策で重要なポイントの１つが「場数

を踏んで慣れること」です。本番同様の時間設定で

演習できる機会をより多く設けることが、志望校合

格への近道です。 

『共通テスト特訓』は１０月２日（日）よりスタ

ートします。高校３年生はぜひご参加ください。 

 

初日の様子です。 

英検対策や定期テスト対策として活用しています！ 

 

英単語合宿専用のテーブルで集中して行います！ 

 

FreewillシステムPC
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塾長・柴山の子育て講座  

お子様が「習い事を始めた

のに直ぐ行くのを嫌がるよう

になった」「夢中になってい

た事なのにいつの間にかつま

らなそうにしている」ことは

ありませんか？ひょっとした

ら原因はこちらが何気なくか

けた言葉だったのかもしれま

せん。 

掛けない、賭けない！？5つの「かけない」 

・種にかけてはいけないのは「エゴ」 

 主人公は、あくまでも子どもなのです。親のエゴ

をかけてはいけません。 

 

・芽にかけてはいけないのは「ハッパ」 

出始めた芽に対して、過剰な期待やプレッシャー

を掛けてはいけません。 

 

・幹にかけてはいけないのは「ブレーキ」 

子どもが一番伸びる時期。大人の何気ない一言で

やる気や好奇心を失わせてしまってはいけません。 

 

・花をかけてはいけないのは「ふるい」 

他の子と比べたり、点数をつけたりするのは絶対

にやめましょう。がんばって咲かせた花に、評価は

必要ないのです。 

 

・実を「子どもに」賭けてはいけない 

「子どものため」が「自分のため」になっていま

せんか？期待はしてください。でも、要求はやめま

せんか？ 

柴山健太郎 著「子にかける×子にかけない」p.41より 

 お子様を、植物を育てるように5つの段階に分け

て考えてみてください。「種を包み、芽におしえ、幹

を見まもり、花をみとめ、実をよろこぶ」。これらの

段階は個々に独立しているわけではありません。そ

の一つ一つが次の段階に進むための必要な準備とな

っています。だからこそ、段階に応じた正しい大人

のあり方が、お子様を自律へと導きます。大人が変

われば、子は伸びます。お悩みがある際はぜひお気

軽にご相談ください。ご家庭と連携して一緒にお子

様の成長を見守りましょう！ 

頭の体操  

前回の問題 

10円玉を1枚だけ動かして、縦4枚・横4枚になるよ

うに並べ替えましょう。 

 

答え：左の１０円玉を取り、残り５枚の真ん中の１

０円玉の上に乗せると、横は左から１枚＋２枚＋１

枚＝４枚。縦も上から１枚＋２枚＋１枚＝４枚。 

 

 

今月の問題 

？には何が入るでしょう。 

※最後までよくみてください！ 

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10月26日（水）となります。

引落金額につきましては、10月15日（土）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 


