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ご挨拶  

11月は2学期制の公立中学校は2週目、3学期制

の中学校は3週目に定期試験が行われます。 

中学3年生にとっては、受験に関わる最終内申を

決定する最も重要な試験となります。中学1、2年生

の生徒さんも、今回の試験では次の学年や高校受験

に直結する重要単元が出題されます。前回試験後の

振り返りをもう一度思い出し、改善点を意識した対

策を行いましょう。 

高校生の生徒さんは10月の定期試験を終え、その

振り返りと次回への対策に取り組む時期となります。

大学受験では半数以上の受験生が、1年生からの成

績を利用した受験形態で進学しています。1年後あ

るいは2年後の受験の選択肢を増やすためにも、次

回の定期試験へ向けた準備を整えましょう。 

受験生の生徒さんは、入試に向け受験勉強を本格

的に取り組む時期となりました。中学3年生は「入試

特訓講座」、高校3年生は「共通テスト特訓講座」に

目標を持って取り組み、週末を有効活用しましょう。 

 

 

１１・１２月の予定  
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冬期講習のお知らせ 

11月に入り、202２年も残り2か月となりました。

年が明けると、1月に大学入学共通テスト、2月には

私立中学・都立高校の一般入試があります。また、受

験学年以外の生徒さんたちも、2月末には学年末試

験があります。 

受験生にとって受験直前期である冬期講習は、こ

れまで復習してきた基礎知識を、受験本番で使える

実践力に変えていく仕上げの時期です。生徒さん一

人ひとりの志望校合格に向け、実践に即した形で入

試最頻出事項の総整理を行います。 

受験学年以外の生徒さんは、これまでの学習内容

の総まとめを通して弱点を克服し、学年末試験だけ

でなく、新学期へ向けた学習の基盤をつくります。 

今年度の３分の２を終える冬期講習のあとには、

一人ひとりが自信をもって理想の春を見据えられる

よう、指導していきたいと思います！ 

冬期講習期間 

１２月２４日（土）～１月９日（月） 

 
内部生申込締切日：11月18日（金） 

注意事項 

・締切日は必ず厳守してください。締切日を過ぎてからのお

申込みは、お席の確保ができなくなる場合があります。 

・部活動や習い事のご予定は、後日提出が可能です。ご予定

の変更は遠慮なくお申し付けください。（時間割調整に時間

がかかる場合があります。） 

・締切日までの提出がどうしても難しい場合は、予め各校舎

室長へ早めにご相談ください。 

 

小学部 理科実験のようす 

10月12日（水）に第3回理科実験教室を開催しま

した。当日は4校舎合計32名の小学生が参加してく

れました。今回の理科実験教室のテーマは、「ハロウ

ィンスペシャル！」と題しまして「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♪」

でした。 

みんなで協力して実験！ 

今回の実験では、レインコートなどにも使われて

いる撥水のしくみを利用して、ハロウィンのキャラ

クターが描かれた画用紙が水に浸しても破けないか

どうか実験しました。 

ただ水に浸しただけでは、軽めの力でも簡単に破

れてしまう画用紙ですが…画用紙に油を塗ってから

水に浸してあげると、油のもつ疎水性によって水が

紙の繊維に入り込むのを防ぎ、ハロウィンの仲間た

ちを守ることができました。 

 

昨年の冬期講習のようすです。（恵比寿校２階高校部） 

恵比寿校の様子です。ハロウィンの仲間たちを守ることが

できました！ 

祐天寺校の様子です。グループごとにお友達と協力して実

験を進めていきます！ 

FreewillシステムPC
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お土産を使ってお家でも実験！ 

実験で作ったものは、お土産として持ち帰ること

ができます。実際に家に帰ってから「実験してみた

よ！」と教えてくれる生徒さんもおり、実験で知っ

た発見をご家庭でも深めてくれているようでした。 

次回は「クリスマス・スペシャル！」 

次回の理科実験教室は、12月に開催を予定してい

ます。理科実験教室は、毎回人気の参加無料イベン

トで、塾に通われていない小学生のお友達も参加可

能です。 

理科実験教室は、学校学年の異なる子ども達が柔

軟なアイデアを出し合い、一人ではなし得ない感動

を共有することができる貴重な機会です。次回もよ

り感動的な体験ができる実験をご用意いたします。

みなさんのご参加をぜひお待ちしております。 

 

中学部 理社マラソンのお知らせ 

Freewill学習塾では、普段の週末は休校としてい

ますが、定期試験前の週末になると『理社マラソン』

という試験対策イベントを無料で実施しています。

このイベントは、通常授業で主に英語と数学の勉強

方法を習っている生徒さんに向けて、理科や社会の

勉強法も身に着ける機会を与えてあげたいという思

いから始まったものです。ポモドーロテクニックと

言われる集中力と生産性を高める時間管理法を用い、

効率的なアウトプットができる学習イベントとなっ

ています。 

集中できる最良の方法 

 理社マラソンでは、普段の授業のようにこちら側

から教えることは基本的にありません。もちろん質

問があればその都度答えて教科指導も行いますが、

各自でのインプットとそのアウトプットを効率よく

行い、学習の定着を図るのがメインとなります。

「家でもこの方法でやってみる！」と塾以外の場所

でもポモドーロテクニックを実践し、集中して家庭

学習をできるようになった生徒さんも多いです。 

 各自で集中して学習を行う時間になるので、教

室には緊張感のある空間が出来上がります。ポモド

ーロテクニックと相まって最良の環境が出来上がり

ますので、まだ未体験の方はぜひ一度ご参加くださ

い！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お友達も大歓迎！ 

 塾生以外の参加も大歓迎ですので、仲の良いお友

達をぜひお誘いください！すぐに定員がいっぱいに

なってしまう会場もございますので、お早めのお申

し込みをお勧めします。 

 

中目黒校の様子です。説明をする先生の周りに集まって興

味津々！ 

世田谷校では、ハロウィンの仮装をして実験に参加しまし

た！！ 

実施日 
恵比寿校：11月５日（土） 
世田谷校：11月5日（土） 

11月13日（日） 
中目黒校：11月5日（土） 
祐天寺校：11月5日（土） 
 
 

FreewillシステムPC
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中学部  入試特訓講座  

入試特訓では普段の個別授業ではできない集団的

な性質を生かして、密度の濃い演習を行なっていま

す。 

前期日程のようす 

前半の入試特訓では、入試傾向に即して単元を絞

りこれまで身につけてきた知識を応用する内容を扱

いました。 

夏期講習や合宿に参加していた生徒さんは、375

分の授業もしっかりこなすことができており、初め

て長期の演習に取り組んだ生徒さんも、徐々に周り

の刺激を受けて最後までやり通すことができていま

した。 

 

 

 

後期日程のご案内 

11月20日（日）が前期入試特訓の最後となりま

す。次週11月26日（土）からは後期入試特訓が始

まります。後期初日は土曜日です。曜日間違えのな

いようお気をつけください。 

さて、後期入試特訓では本格的に本番に近い形で

演習を行ないます。各回で扱う模擬試験の点数は、

最終的な進路指導において参考にする記録となりま

す。それに加えて過去問の演習も始まります。より

一層生徒さんの力が付くような指導を行いますので、

毎回しっかりと出席できるよう、体調管理・スケジ

ュール管理を徹底して臨みましょう！ 

 

後半戦に向けて着実に力を付けています。 

他の生徒が視界に入ることで、お互いに刺激し合いながら

集中して取り組めていました。 

初回は演習前にオリエンテーションを行いました。 

一人だと考え込んでしまう問題でも、積極的に質問して新

しい知識を取り入れていました。 

FreewillシステムPC
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高校部 英単語合宿のお知らせ 

11月21日（月）、22日（火）、23日（水）の3

日間、英単語合宿を開催しますのでお知らせいたし

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。 

しかし、頭では「英単語が重要である」と理解して

いても、毎日コツコツと英単語に取り組むのは、難

しいものです。特に高校で扱う英単語は日常で使わ

ないものが多く、勉強していて楽しいという実感が

なかなか湧かないものです。「気がついたら数日サ

ボっていた・・・」ということもあります。 

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。「沢山の英単語を覚えられた！」という体験

が英単語学習に好循環を生みだします。定期試験の

前に慌てて単語を詰め込むことがないよう、多くの

生徒さんに活用していただきたいと思います。 

塾長・柴山の子育て講座  

 「もう半年も経ったの

に、うちの子は何も変わっ

ていないように見える。」

「全く成長していない!」と

感じていませんか? 

 ４月から半年が経った10

月〜11月には、お子様の変

化を期待してしまうもので

す。しかし、お子様の成長

全てが「目に見える形」と

して出るとは限りません。 

伸びの適期を把握しよう 

早くまきすぎ、早く伸びすぎに注意しましょう。  

伸びるタイミングや旬の時期、花や実をつける時期

は、子どもによって違います。  

成長していないように見えても、みえないところで

深く根を張っている可能性だってあるのです。  

柴山健太郎著「子にかける×子にかけない」p140 より  

 目に見えない地中深くの成長を見逃してはいませ

んか。私たちは何かにつけて節目というものを作り

たがります。 

「この時期ならこうなってもいいはずなのに…」

「この年齢ならもうできていいはずなのに…」。 

 私たちの基準でお子様の成長のタイミングを図る

のではなく、彼らのタイミングをきちんと見てあげ

ましょう。 

 どの種も、親の木とは違います。親ができたから

子もできるはず、ついついそう思ってしまいますよ

ね。そう言った決めつけは捨ててください。成長の

途中で浮き沈みがあるのは当然です。今だけを見る

のではなく、不安になられた時には未来に目線を移

してください。必ず実はなります。 

 大切なのは、添え木を外し、自立させ、幹を太く

育てるということです。 

 

FreewillシステムPC
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頭の体操  

前回の問題 

？には何が入るでしょう。 

 

答え：12 

矢印の意味は、ひとつひとつの数字をすべて足し合

わせることを表しています。72と99の場合は、

7+2+9+9=27となります。よって「?」は、21と36

なので2+1+3+6=12になるのです。 

 

今月の問題 

A+B+C+D+Eはいくつ？ 

 

ヒント：全ての矢印は同じことを意味しています。 

★「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11月28日（月）となります。

引落金額につきましては、11月15日（火）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 

FreewillシステムPC
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渋谷区立広尾中学校 
中1 

 点 

渋谷区立広尾中学校 
中1 

 点 

目黒区立大鳥中学校 
中2 

 点 

目黒区立大鳥中学校 
中2 

 点 

渋谷区立広尾中学校 
中2 

 点 

渋谷区立広尾中学校 
中2 

 点 

目黒区立大鳥中学校 
中3 

 点 

渋谷区立鉢山中学校 
中3 

 点 

渋谷区立鉢山中学校 
中3 

 点 

目黒区立第一中学校 
中1 

 点 

目黒区立目黒中央中学校 
中1 

 点 

目黒区立目黒中央中学校 
中1 

 点 

目黒区立目黒中央中学校 
中1 

 点 

目黒区立目黒中央中学校 
中1 

 点 

目黒区立大鳥中学校 
中1 

 点 

渋谷区立鉢山中学校 
中2 

 点 

目黒区立大鳥中学校 
中2 

 点 

目黒区立大鳥中学校 
中3 

 点 

世田谷区立駒留中学校 
中1 

 点 

世田谷区立三宿中学校 
中1 

 点 

世田谷区立三宿中学校 
中2 

 点 

目黒区立東山中学校 
中2 

 点 

目黒区立東山中学校 
中3 

 点 

目黒区立東山中学校 
中3 

 点 

目黒区立大鳥中学校 
中3 

 点 

目黒区立大鳥中学校 
中2 

 点 

目黒区立目黒中央中学校 
中3 

 点 

港区立高陵中学校 
中3 

 点 

渋谷区立広尾中学校 
中2 

 点 

目黒区立大鳥中学校 
中3 

 点 
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渋谷区立鉢山中学校 
中3 

 点 

目黒区立大鳥中学校 
中3 

 点 

目黒区立目黒中央中学校 
中3 

 点 

目黒区立目黒中央中学校 
中3 

 点 

世田谷区立三宿中学校 
中2 

 点 

世田谷区立三宿中学校 
中2 

 点 

世田谷区立三宿中学校 
中3 
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世田谷区立三宿中学校 
中3 
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世田谷区立三宿中学校 
中3 

 点 

目黒区立東山中学校 
中2 

 点 

目黒区立東山中学校 
中3 

 点 

目黒区立東山中学校 
中3 

 点 

目黒区立東山中学校 
中3 
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目黒区立大鳥中学校 
中3 

 点 

目黒区立目黒中央中学校 
中3 

 点 

目黒区立大鳥中学校 
中2 

 点 

渋谷区立広尾中学校 
中2 

 点 

渋谷区立広尾中学校 
中2 

 点 

目黒区立大鳥中学校 
中3 

 点 

渋谷区立鉢山中学校 
中3 

 点 

渋谷区立鉢山中学校 
中3 

 点 

渋谷区立鉢山中学校 
中3 

 点 

目黒区立目黒中央中学校 
中1 

 点 

渋谷区立鉢山中学校 
中2 

 点 

目黒区立目黒中央中学校 
中3 

 点 

目黒区立第十中学校 
中3 

 点 

目黒区立大鳥中学校 
中3 

 点 

目黒区立第十中学校 
中3 

 点 

世田谷区立三宿中学校 
中2 

 点 

世田谷区立三宿中学校 
中2 

 点 
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世田谷区立三宿中学校 
中3 

 点 

目黒区立東山中学校 
中2 

 点 

目黒区立東山中学校 
中3 

 点 

目黒区立大鳥中学校 
中3 

 点 

世田谷区立三宿中学校 
中2 

 点 

世田谷区立駒留中学校 
中3 

 点 

目黒区立目黒中央中学校 
中2 

 点 

目黒区立目黒中央中学校 
中2 

 点 

渋谷区立広尾中学校 
中2 

 点 

目黒区立大鳥中学校 
中3 

 点 

目黒区立大鳥中学校 
中3 

 点 

目黒区立大鳥中学校 
中3 

 点 

渋谷区立鉢山中学校 
中3 

 点 

渋谷区立鉢山中学校 
中3 

 点 

渋谷区立原宿外苑中学校 
中3 

 点 

目黒区立目黒中央中学校 
中1 

 点 

目黒区立目黒中央中学校 
中1 

 点 

目黒区立大鳥中学校 
中1 

 点 

目黒区立大鳥中学校 
中3 

 点 

目黒区立大鳥中学校 
中3 

 点 

目黒区立大鳥中学校 
中3 

 点 

世田谷区立駒留中学校 
中1 

 点 

世田谷区立三宿中学校 
中2 

 点 

世田谷区立三宿中学校 
中2 

 点 

世田谷区立三宿中学校 
中3 

 点 

目黒区立東山中学校 
中2 

 点 

目黒区立東山中学校 
中2 

 点 

目黒区立東山中学校 
中2 

 点 

目黒区立東山中学校 
中3 

 点 

目黒区立東山中学校 
中3 

 点 
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目黒区立東山中学校 
中3 

 点 

目黒区立東山中学校 
中3 

 点 

目黒区立大鳥中学校 
中3 

 点 

目黒区立目黒中央中学校 
中2 

 点 

目黒区立目黒中央中学校 
中3 

 点 

渋谷区立広尾中学校 
中2 

 点 

目黒区立大鳥中学校 
中3 

 点 

渋谷区立鉢山中学校 
中3 

 点 

渋谷区立鉢山中学校 
中3 

 点 

渋谷区立原宿外苑中学校 
中3 

 点 

渋谷区立原宿外苑中学校 
中3 

 点 

目黒区立目黒中央中学校 
中1 

 点 

渋谷区立鉢山中学校 
中2 

 点 

目黒区立大鳥中学校 
中3 

 点 

目黒区立大鳥中学校 
中3 

 点 

世田谷区立三宿中学校 
中2 

 点 

世田谷区立三宿中学校 
中2 

 点 

世田谷区立三宿中学校 
中3 

 点 

目黒区立東山中学校 
中2 

 点 

目黒区立東山中学校 
中3 

 点 

目黒区立東山中学校 
中3 

 点 

目黒区立大鳥中学校 
中3 

 点 

世田谷区立三宿中学校 
中2 

 点 

    

          

 



 

 

 
 
 
 ２学期制：前期期末試験   ３学期制：２学期中間試験  

 
９月中旬から１０月上旬にかけ、定期試験がありました！ 
夏休みのがんばりを発揮するタイミングで 
多くの生徒さんが目標を持って学習に取り組みました。 
 
テスト直前に行われる「理社マラソン」では教室が真剣な空気に包まれ 
各校舎たくさんの生徒さんが定期試験にむけて努力しました。 
また、学習イベントだけでなく、塾の自習室を利用して 
試験へ向けた日々の学習計画をコツコツと進める様子も見られました。 
 
また、特に中学３年生は高校受験に必要な内申点アップにむけて 
受験勉強と並行しながらも気を抜かずにがんばりきることができました。 
 
自分自身で立てた目標は、突破できたでしょうか？ 
悔しい思いをした人は、テストの振り返りは済んでいますか？ 
「次はどう行動するか」を考えておくことが大切です。 
 
次回の試験もFreewill学習塾で一緒にがんばりましょう！ 
 
 

 
 


