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ご挨拶  

今年は昨年より外に関心が向くようなニュースが

たくさんありました。グローバルな動乱に直接影響

を受けていると感じる出来事もありました。一方、

日々目の前の生徒さんを見ていると、環境は変わっ

ても子ども達のエネルギーは相変わらずで、頼もし

い成長を感じさせてくれています。その成長は今後

の大きな変化の波に乗れる強さとなってくれること

と思います。 

さて、冬休みがやってきます。1月には中３受験

生の高校推薦入試や大学受験生の共通テストがあ

り、２月には一般入試が待ち構えています。それ以

外の中高生は２月に定期テストの山場、学年末試験

が控えています。そのため、冬の過ごし方次第で来

年度の方向性が決まるといって過言ではありませ

ん。それぞれが新学年に上がるための最後の復習期

間でもあります。１年間の学習習慣を途絶えさせ

ず、来年の下準備をしておきましょう。 

 

 

 

 

１２・１月の予定  
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冬休みの取り組みかた 

Freewill学習塾では１２月２２日（木）〜１月９日

（月）までの期間、冬期講習を行います。冬休みは夏

休みより期間が短い上に、クリスマス、お正月など

イベントも盛り沢山であっという間に過ぎてしまい

ます。だからこそ、冬休みに勉強習慣を切らさず、

勉強を継続することが重要になってきます。ここで

どれだけ自分の課題と向き合えたかが、入試や次学

年での大きな差につながるのです。 

冬休みのポイントは「復習」 

受験生以外の生徒さんにとって、冬休みに大事な

のは「復習」です。学年が変わってから「よし、今

年から頑張ろう！」と思ってもこれまでの知識が定

着していないと、なかなか結果は出てきません。特

に英語と数学に関しては、今年度学習する内容が理

解できている前提で次の学習内容が始まってしまう

ので、「復習」が最重要の課題になります。 

少し先の話にはなりますが、次の春期講習では次

学年の「予習」をしていきます。したがって、まと

まった時間で「復習」ができるのは冬休みが最後で

す。この冬休みを生かし、しっかりと復習しましょ

う。 

入試に向けた実践 

受験生の生徒さんは、いよいよ入試に向けた実践

の期間になります。志望校に合わせた過去問演習に

取り組みますが、その際に以下の2つのポイントを

大切にしてほしいと思います。 

1つ目は『解き直しをすること』です。大量の演

習を行いますが、解きっぱなしにはせず、しっかり

採点し、間違えたところの解き直しを徹底しましょ

う。 

2つ目は、入試問題の『形式や時間配分になれてい

くこと』です。まずは各試験に対する時間配分につ

いて考え、解答時間を意識しはじめましょう。また、

形式に慣れていないと、どれだけ基礎を固めても点

が取れないというのは珍しくありません。そこで、

冬休みにはしっかりと本番で点数が取れるよう、本

番形式で練習をし、演習量を増やしていきましょう。 

本番までの約２ヶ月、いい結果が出せるように、

全力で冬休みを過ごしましょう。 

 

 

友人紹介キャンペーンのお知らせ 

Freewillでは現在「友人紹介キャンペーン」を開催

中です！保護者の皆様のご友人やお知り合いの方で、

お子様の学習に対してお悩みのある方はいらっしゃ

いませんか？冬休みにも入り、まとまって学習する

には絶好の機会になりますので、ぜひこのキャンペ

ーン期間中にFreewill学習塾の授業を体験してくだ

さい。 

仲間と共に切磋琢磨！ 

この友人紹介キャンペーンには、仲間たちと切磋

琢磨して、刺激を受け合いながら成長してほしいと

いう願いもあります。やはり同じ学校のクラスメイ

トや近所の知り合いなどがいると、あの子には負け

ないと自ずと競争心が働くものです。競争心でなく

とも、あの子がいるから塾に行くのが楽しくなっ

た！という声も聞きます。最近では、あの子が残る

なら私も残って自習しようという姿が、なんと小学

生にも見られるほどです。 

仲間がいるから頑張れた、仲間がいるから塾に行

きたい。友人紹介とは、一見新規の学習にお困りの

方へ向けたキャンペーンに見えますが、実は現在通

っているお子様へも多大に影響のあるキャンペーン

なのです。 

兄弟・姉妹でも適用できます！ 

兄弟・姉妹でもキャンペーンは適用されます。冬

休み期間もキャンペーン対象に含まれますので、ぜ

ひこの機会をご活用ください。詳しくは教室にて案

内を配布しております。ご不明な点がございました

ら、各教室までお気軽にお問い合わせください。 
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理科実験教室

雪が降り積もるクリスマス。
「この景色がずっと続いたらいいのに！」
と思ったことはありませんか？

実は化学の力を知ることで
お天気の神様になって、
その願いを叶えられるのです♪

手のひらの上に、
君だけのホワイトクリスマスを
作りましょう☆

＼＼お友達も大歓迎!!／／

小学部  理科実験教室のお知らせ 

１２月７日（水）に第３回理科実験教室を開催し

ます。今回はクリスマスに合わせて「ツリー作り」

を行います。これまでに何度か実施したことがある

内容ですが、毎回、実験に参加してくれた子からは

多くの満足の声をきくことができる人気の実験です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回は身近にあるもので行う実験 

今回は、いくつかの材料を合わせ、クリスマスツ

リーを表現します。これまでと同様に、実験では基

本的にお家でも用意できるものを扱った簡単な実験

を行います。とはいっても、周りの仲間のアイデア

を参考にできること、協力して最適な方法を見つけ

ていくことなど、家での実験ではできない経験を理

科実験の醍醐味です。感動も他の子達と共有するこ

とで高まります。 

感動の先に好奇心がある 

Freewill学習塾の理科実験は大前提として、子ど

も達に楽しんでもらえる内容を選定しています。な

ぜなら、好奇心や興味というものには、そのきっか

けとなるような感動が必要だからです。そのために、

内容も高度な作業を必要とする実験でなく、子ども

達自身で行えるようなものを扱います。科学のレン

ズを通すことによって、日常の些細な現象に対して

好奇心を膨らませてもらうのがこのイベントの目的

です。 

 

 

中学部 定期試験のご報告  

公立中学校では、11月中旬に定期試験が行われま

した。どの学年の生徒さんも、試験前にはいつもよ

り早く自習室に来て課題を進めたり、授業では質問

がさらに増えたりと、積極的に学習する姿勢が見ら

れました。 

そのなかでも、中学3年生は、今回の試験結果が最

終内申に関わる重要な試験であったため、どの生徒

さんも自習に来て質問をしてくれたり、どのような

問題を解いたら良いか、教科ごとにどのような対策

をすれば良いのか相談に来てくれたりと、一生懸命

に勉強していました。 

試験後に必ずすべきこと 

どの試験も同じですが、試験後には必ず解き直し

をしましょう。今回の試験範囲は各学年とも、1年の

うちで重要かつ、難しい単元が含まれています。１

～２年生は次の学年に発展していく単元が出題範囲

となっています。高校入試では中学１～２年生の範

囲から60～70％が出題されます。今のうちに解き

直しをしておくことが、次の学年末試験や、高校入

試の対策になります。 

また、多くの学校で高校入試を意識して、入試問

題に似た形式の問題が出題されているので、しっか

りと解き直しをしましょう。 

勉強して分からないことがあれば、いつでも教室

の先生たちに質問してください。みなさんの「わか

った」や「できた」が何よりの喜びです。一人ひとり

の目標達成のため全力でサポートしますので、引き

続き一緒にがんばりましょう！ 

 

 

 

具体的な内容は実験当日までのお楽しみ♪ 

恵比寿校の試験前の様子です。みなさん集中して頑張って

います！ 
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中学部 理社マラソンのようす 

11月5日（土）、11月13日（日）に各校舎にて

理社マラソンを行いました。理社マラソンは、試験

前に理科・社会の問題演習を徹底的に行い仕上げる

人気イベントです。 

長時間集中できた達成感 

Freewill学習塾の理社マラソンでは、演習時間と

休憩時間を細かく設定しています。勉強の合間に短

い休憩をはさむことで、集中力を保てるようにして

います。この勉強方法は脳科学的に効率の良い方法

だと言われています。参加した生徒さんの多くが、

「家だとこんなに勉強できなかった」「最後まで集

中できた」と感想を口にしています。いつもより長

い時間勉強できた、という達成感を感じさせる姿が

印象的でした。 

 

 

 

態度で引っ張る3年生 

11月の定期試験は最終内申に関わる重要な試験

ということもあり、3年生は特に気合が入っていま

した。休憩時間が終わってすぐに問題を解けるよう

に、準備をする、解説を読んでも分からないことは

質問する、初めに立てた目標を達成したら、自分で

次の課題を見つけまた解き進める、といった自主的・

積極的な行動ができていました。 

そんな3年生を見て、１～２年生たちも真剣に課

題に取り組んでいったことで、教室全体でメリハリ

のある空気を作ることができました。 

 

次回の理社マラソンは2月下旬〜３月上旬にかけ

て行われる学年末試験に合わせて実施する予定です。

1年間の集大成となる試験で、有終の美を飾れるよ

う一緒に頑張りましょう。次回もぜひ参加してくだ

さい。 

 

 

中目黒校の様子です。松倉先生の話をしっかり聞いていま

す！ 

世田谷校の様子です。試験前の中学３年生たちをはじめ、

みなさん積極的に質問をしてくれています！ 

祐天寺校の様子です。静かな教室で集中して取り組んでい

ます！ 恵比寿校の様子です。何やら福田先生を囲んで楽しそうで

す！勉強の合間の楽しい時間ですね♪ 
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高校部  英単語合宿のようす 

１１月2２日（月）〜2４日（水）の3日間にわた

り、恵比寿校2階にて『英単語合宿』を開催しました。 

多くの生徒さんは12月の初旬に2学期末試験が

あります。「英単語のテスト勉強はこの英単語合宿

だけで済ませたい！」と言って参加してくれる生徒

さんが今回も多かったです。テスト１週間前になる

と、どうしても他科目の勉強に力を入れることにな

ってしまうので、ぜひテスト２週間前の英単語合宿

を有効活用してほしいと思います。 

英単語を覚えることは地味で面倒な作業だと思い

ます。「英単語の勉強がとにかく大好き！」という生

徒さんは非常に少ないでしょう。英語でのコミュニ

ケーションを幼少期からする機会があった生徒さん

ですら単語勉強は苦手だという声をよく耳にします。

それでも、大学受験を攻略するには、英単語の勉強

を高校１・２年生のうちからコツコツしないといけ

ないと分かっている生徒さんが大多数かと思います。 

そこで、英単語の勉強を得意にする１つのきっか

け作りのためにも『英単語合宿』という機会を活用

してほしいのです！ 

英単語を1人で覚えるのが苦手な生徒さん、英単

語を集中して勉強した経験があまりない生徒さん、

是非1度参加してみて「英単語を集中して覚えられ

た！」「こんなに多くの単語を効率的に覚えられて

嬉しい！」という経験をしてみませんか？この経験

が英単語への苦手意識を無くし、英語攻略の突破口

となるはずです！ 

次回の開催は１月を予定しています。詳細が決ま

り次第お伝えしますので、ぜひご参加ください！ 

 

 

 

塾長・柴山の子育て講座  

お子様が反抗期に差し掛かると、できていないこ

とに「〜〜しなさい！」と指摘しても、なかなか素直

に動いてくれず、親子喧嘩になってしまう……とい

うことはありませんか？ 

うるさく言うとぶつかっ

てしまうと分かっていても、

お子様が「やるべきことをや

らないまま」なのも困ります

よね。思春期のお子様となる

べくぶつからずに、必要なこ

とをやってもらうには、どの

ように声をかけると良いの

でしょうか。 

 

言葉のかけ方を変えてみよう 

「あなたは〜しなければならない。」 

というメッセージの伝え方だと、どうしても指示

や命令になってしまいます。 

子どもにかける言葉を 

「〜してくれたらうれしいな」 

「〜してみたらどうかな（いいと思うよ）」 

に変えてみましょう。 

「言葉」のかけ方を変えるだけで、 

子どもへの伝わり方は大きく変わります。 

柴山健太郎著「子にかける×子にかけない」p141より 

 

 同じことを伝えていても、使う言葉が変わると、

内容の印象ががらっと変わります。また、自分自身

の感情も自分の発する言葉の影響を無意識に受けて

います。肯定的な声掛けをすれば、自然とお子様に

対する感情も柔らかくなります。まず大人である私

たちが変わっていくことで、お子様の態度や行動が

少しずつ変化していくのです。変わることは大変で

すが、まず我々から変わりましょう！ 

 

 

 

 

 

暗記タイム２５分→テスト７分間を１日計３回行います！ 

最高150個の英単語に触れることができます。 
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赤→か 

白→しろ 

黒→くろ 

青→□□ 

頭の体操  

前回の問題 

A+B+C+D+Eはいくつ？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

答え：１２０ 

 全ての矢印の先は、左の数字の１ケタ目と２ケタ

目を掛け合わせた数になります。つまり、Aは２×９

＝１８、同様にしてＢは２４、Ｃは２８、Ｄは３０、

Ｅは２０となります。よって、Ａ〜Ｅの合計は１２

０となります。 

今月の問題 

□□に入る文字は？ 

 

 

 

 

 

 

 

ヒント：ある共通の言葉を前に置くと？ 

 

 

 

 

 

 

★「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1２月2６日（月）となります。

引落金額につきましては、1２月15日（木）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 


