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ご挨拶  

新年、明けましておめでとうございます。昨年は

大変お世話になり、誠にありがとうございました。

本年も、どうぞよろしくお願いいたします。 

昨年は様々な社会問題が起きた激動の年でした。

ニュースを見て将来に不安を感じた方も多いことで

しょう。こんなご時世だからこそ、Freewill学習塾に

通う生徒のみなさんには明るく前向きな気持ちを忘

れないでほしいと思います。みなさんの輝かしい未

来のために、我々講師陣も、知識だけでなく、社会で

生き抜く力を身につけられる授業をしていきます！ 

受験⽣はラストスパート！ 

新年となり、受験が控えている生徒さんは本番が

迫っています。学力の向上を実感している生徒さん

もいれば、焦りを感じている生徒さんもいることで

しょう。 

どんなに状況が悪いとしても、「自分はダメだ…」

と自己否定する必要はありません。ここまで頑張っ

てきたという事実に目を向け、毎日コツコツ、やる

べきことをこなしていきましょう！ 

 

１・２月の予定  
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冬期講習のご報告  

Freewill学習塾では、12月24日(土)から1月9日

(日)までの期間、冬期講習を行いました。受講してく

れた生徒さんは皆、冬の寒さに負けず元気に通って

くれました。今年も感染症予防対策を徹底し、塾内

ではインフルエンザや新型コロナウイルス感染症の

流行もなく、無事に終えることができました。 

各教室の個別指導は1コマ75分、高校部は1コマ

100分の長時間の授業でしたが、 一人ひとりがし

っかりと目的を持ち、集中して取り組む姿をたくさ

ん見ることができました。 

 

特に受験学年の生徒さんたちは、入試レベルの問

題や過去問の演習を行い、本番にむけて各科目をし

あげていく時期となりました。冬期講習を通して、

「できるようになったところ」「まだ伸ばせる課題

点」が見えてきたはずです。本番まであと少し。最後

まで気を引き締め、諦めずに取り組みましょう！ 

 

また、他学年の生徒さんも、これまで学習してき

た重要単元の復習と、学年末試験に向けた先取りを、 

一人ひとりの状況に合わせて計画的に行いました。 

難しく感じていた単元も少しずつ理解が進み、自信 

が出てきたと思います。 

 

冬休みの貴重な時間を使って努力したことは、こ

れから必ず結果として出てきます。すぐに結果に表

れずに辛いこともあるかもしれませんが、焦らずコ

ツコツと継続してください。私たちも精一杯のサポ

ートをしていきますので、冬休み明けの授業も一緒

にがんばりましょう！ 

 

 

世田谷校の様子です。普段は自習スペースとして使用して

いる席も授業で埋まってしまうほど、たくさんの生徒さん

が頑張っています！ 

授開校して初めての冬期講習を迎えた祐天寺校も賑やかで

す！ 

中目黒校の様子です。小学生の授業では、予習や復習の間

に算数パズルなどの頭の体操の時間を設けて、長時間の授

業でも飽きないように工夫しています！ 

 

恵比寿校の様子です。この日はクリマスイブなので、サン

タの帽子を被りながら楽しく授業に取り組んでいます！ 

恵比寿校２階高校部の様子です。各々の志望校に沿って過

去問や予想問題の演習をしています！ 
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【重要】新中１・新高１へ向けての進学準備  

①  ＜新中１＞中学準備について 

年が明け、新年度が間近に迫ってまいりました。

小学校から中学校への進学では、授業進度や生活リ

ズムも大きく変化します。「中学校では定期テスト

があり、授業についていけるか不安…。」「部活が始

まり、勉強と両立できるかな…。」1月から3月は、

そのような心配事が出てくる時期でもあります。 

Freewill学習塾では進学を目前とした小学6年生

に、中学準備のためのカリキュラムを一人ひとりに

ご用意しています。中学に向けて勉強習慣を付け、

早めに準備しておくことで中学からの授業の理解度

を上げることができます。授業がわかれば、学習に

対し自信を持つことができ、前向きに勉強できるよ

うになります。 

新学習指導要領に対応 

中学校では、昨年度から新学習指導要領が適用さ

れました。英語では、小学校卒業までに600～700

語を習得している前提で、中学校の授業が行われま

す。また、中学3年間全体を通しても、習得単語が

1200語から1800語と増加しました。 

数学では、定期試験において思考力を問う記述問

題が、どの学年でも出題されるようになりました。

Freewill学習塾では、このような新学習指導要領に

もしっかりと対応したカリキュラムをご準備してお

ります。 

中学校最初の定期試験はその後の中学3年間の成

績を大きく左右する大切なテストです。どの教科も

応用問題が出題されるようになりましたが、やはり

基本的な問題も例年と変わらず出題されています。

早めに中学準備を始めて基礎を固めておくことが、

中学校での学習にとって重要になります。中学最初

の定期試験で90点以上を取り、その後の勉強に対し

ても自信を付けられるよう、一緒に頑張りましょ

う！ 

 

 

 

 

 

 

②＜新高１＞高校準備講座のお知らせ 

高校入試が終わるとどの生徒さんも勉強量がガク

ッと減ってしまいます。減ること自体は仕方のない

ことですが、高校に上がるまで全く勉強しなくなっ

てしまうのとそうでないのとでは、入学後の学力差

が大きく開いてしまいます。だからこそ、私立単願

や推薦入試で早く進学が決まってしまう生徒さんに

は、一般入試で入ってくる子たちと同じくらいの量

の勉強は必ずするように伝えています。 

⼤学受験で多くの選択肢を持てるように 

多くの生徒さんは２月いっぱいで入試を終え、３

月は中学校の授業も進みません。そのため、３月に

は新高校１年生を対象に高校準備講座というものを

設けています。大学入試改革や学習指導要領の改定

により、子供たちは高校に入ってすぐに大きな変化

に適応していかなければなりません。大学受験では

およそ半分の生徒さんが、一般入試でないAO入試

や指定校推薦などの特別選抜で進学先を決めるよう

になりました。そのため、勉強が難しくなるにも関

わらず学校の成績を取ることがこれまで以上に大切

になってきているのです。 

⾼校１年⽣からの成績全てが対象 

実はそこで重要となる成績というのは、高校１年

生の最初の定期試験から全てとなります。１・２年

次を気にすることなく、３年次だけ頑張ればよかっ

た中学生活とは全く異なるのです。こうした現状を

踏まえ、高校準備講座では４月以降に高校で習う内

容を先取りし、早めのスタートダッシュを切れるよ

うなサポートをしています。とはいっても、高校受

験生並みの量を維持する必要はありません。あくま

で習慣を崩さないことを目的とし、それに加え、４

月以降の高校生活を生徒さんたちがどのように過ご

していくべきかを話し合う時間にしたいと思ってお

ります。 

毎年、高校準備講座以降も継続してくれている生

徒さん達は、最初の定期試験に万全の状態で臨むこ

とができており、実際に中学では出せなかったよう

な良い結果を残してくれています。受験で身につい

た学習習慣を途絶えさせないよう、必ずご参加くだ

さい。 
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高校部 英単語合宿のお知らせ 

1月11日（水）、12日（木）、13日（金）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。 

「学校の英語の内容が全然理解できない・・・。」

とお悩みの生徒さんはいませんか？高校に入ると、

英語は覚えることが多くなり、一気に難しくなりま

す。英語ができない原因の９９％は英語の基礎が固

まっていないことです。 

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、英語の基礎の中で最も重要な英単語の学習に好

循環を生みだします。今回は英検直前の開催となり

ますので、1月の英検に挑む生徒さんはもちろん、多

くの生徒さんに活用していただきたいと思います。 

 

 

保護者面談のお知らせ 

1月２３日（月）より保護者面談を行います。今回

の保護者面談では冬期講習のご報告や塾での様子、

今後の学年末試験や来年度に向けた学習計画につい

てもお話しします。受験生の保護者様は、ご家庭で

の不安なことも含め、しっかりと志望校や受験まで

のスケジュールについてもお伝えします。新高1生

をはじめ高校生の保護者様につきましては、大学入

試が変化して高校での学習が重要性を増してきてい

ますので、今後の学習についてもお伝えします。 

Freewill学習塾では、学年末試験や進級・進学後も

見据えつつ、一人ひとりが目標を達成できるような

カリキュラムを作成しているため、お子様の今後の

学習について、ご家庭との認識をあわせて行くこと

が重要であると考えています。 

塾、ご家庭それぞれでお子様が見せる姿の違いを

共有し、多感な時期のお子様の様子を把握すること

で、よりよい学習時間の提供に努めます。お忙しい

折に恐縮ではありますが、ぜひお話しする時間をい

ただけますと幸いです。 

また、お子様のご家庭での様子をふまえ、不安な

ことや相談したいことなどがございましたら、遠慮

なく面談にてお話しください。 

保護者面談の詳細につきましては、各教室にてお

手紙の配布を行います。アプリ「Comiru」でもご連

絡しますので、併せてご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

１月２３日（月） 

～ 

２月１０日（金） 

＜保護者面談期間＞ 
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小学部 読書感想文発表会のようす 

11月16日（水）に各校舎で第２回読書感想文発

表会を開催しました。今回のテーマは、「人間と動

物」です。生徒さんそれぞれが、人間と動物の関わり

方、動物への接し方など、普段とは違う視点で見た

動物についてたくさん考えることができました。 

ワークシートが進化！ 

前回の発表会までは、パワーポイントを作成する

かのようにそれぞれ個人で画用紙を準備し、それら

を用いた発表の形式を取っていました。しかし今回

は、様々な項目を一枚にまとめた画用紙を新たに用

意し、そちらを用いて発表会を行いました！ 

ワークシートには自分の意見が言える様々な項目

が凝縮されていますので、感想文を書く過程の中で

発表用資料を作ることができてしまう他、そもそも

の感想文自体も書きやすくなるのです！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊張に打ち勝つ 

読書感想文は、文章を読み、自分の意見を言葉で

表現する練習です。一方で発表会は、自分の意見を

相手に伝える「プレゼンテーション」の練習です。 

人前で自分の意見を表現するのは、誰でも緊張し

てしまうものです。しかし、この力は、お子さまた

ちが今後社会に出た際には必ず必要になります。学

校や学年の異なる仲間たちの前で発表できる読書感

想文発表会は、とても貴重な機会です。発表会を通

して、少しずつそうした力を身につけていってほし

いと考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回の読書感想⽂について 

第3回読書感想文のイベントは2月〜3月を予定し

ています。読書の面白さに触れられるようなテーマ

を毎回準備しております。次回もぜひご参加くださ

い！お楽しみに！ 

 

恵比寿校の様子です。 

新しくなったワークシートを使って発表しています！ 

祐天寺校の様子です。 

色々な項目があるので聞く側も興味津々！ 

世田谷校の様子です。 

緊張はしているものの一生懸命発表をしてくれました！ 

中目黒校の様子です。 

実際に読んだ本を持ってきて中身を紹介してくれました！ 

実物があると聞いている生徒さんの食いつきも違います。 
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理科実験教室のようす 

１２月７日（水）に小学生を対象に第３回理科実

験教室を開催しました。クリスマスシーズンという

こともあり、尿素の結晶作りを実験で行いました。

すぐに実験結果が出ないという、少し特異な内容で

したが、生徒さんそれぞれが工夫を凝らし、個性的

な作品を完成させてくれました。 

 

乾燥させると綺麗な結晶が出現！ 

水に尿素だけでなく、洗濯のりや食器用洗剤を加

えて混ぜましたが、あえて子供たちには詳細は伝え

ず、クイズ形式で仕組みを考えてもらいました。今

回は個性が出る取り組みとして、モールを使った造

形を行いました。2本以上のモールを使って複雑な

形を作成する子もいました。 

完成形は、水分が抜けることで溶けていた尿素が

白い結晶と化し、まるで雪が積もったかのように見

え、とても綺麗です。１時間の実験では微かに結晶

がつき始めていました。次に授業で会った参加者か

らは「すごく雪が積もったよ！」と感動の声を聞く

ことができました。 

 

次回は３⽉の開催 

毎回、理科実験教室では参加してくれた子に対し

て感動してもらうことを大切にして内容を考えてい

ます。そして、身近なものを使った実験をすること

で、お家でもう一度チャレンジができるような内容

にもなっています。次回も引き続き子供たちの感動

を呼び起こせる実験を用意いたしますので、ぜひお

友達を誘ってご参加いただければと思います！ 周りの工夫を参考に、楽しく実験を進めていました！ 

完成形がどんなものになるか不思議そうに取り組んでいま

した。 

学校の違う子とも仲良く協力していました！ 

クイズで実験内容を推理してもらいました。 

当たったかな？ 

翌日の授業で「できたよ！」と照れながらも嬉しそうに持

ってきてくれました！ 
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赤→か 

白→しろ 

黒→くろ 

青→□□ 

塾長・柴山の子育て講座  

ルールを守る大切さは大人な

ら誰でも理解しています。 

しかしお子様が破ってしまっ

たときは叱らなければいけま

せん。子育てをしていると、

どうしても叱らなければいけ

ない状況というのは出てくる

ものですよね。そして、 

「叱る」事は難しいものです。 ただ怒鳴るのでは

なく、伝えたいことが相手にきちんと伝わらなけれ

ば意味がありません。 

自立のための第一歩・ルールをマモル 

フリーウィル学習塾では、ルールを守ること

の大切さを徹底して教えます。それは、ルー

ルを守る練習は、自律への大きな一歩だから

です。だから、次の 3 つの約束を破った

ら、シバケンは本気で怒ります。 

〜中略〜 

叱るときに、僕が徹底している 4 つのこと

があります。 まず、理由を聞き、次に改善

策を聞きます。そして、それを先生と約束し

ます。最後に、「約束をやぶったから怒って

いるのだ。」というように、叱った意味をお

しえるのです。この叱り方、覚えておくと便

利です。 

柴山健太郎著「子にかける×子にかけない」p62より 

自律のために、ルールを守れるようにする。その練

習として約束だから守ることを教え、それを破った

時には叱ることを伝えておきます。叱る時には、行

動のみを怒り、お子様自身のことを否定することは

しないでください。感情的になると、ついつい「あ

なたは本当にダメね」「いつもこうじゃない」と、お

子様自体を否定してしまいます。そんな時こそ冷静

になって、何に対して怒るべきなのか、しっかり分

析することが「叱る」コツです。 

 

頭の体操  

前回の問題 

□□に入る文字は？ 

 

 

 

 

 

 

 

答え：さお 

それぞれの漢字の前に【真っ】を付けてみましょ

う。赤の前に付けると「真っ赤（か）」、白は「真っ

白（しろ）」、黒は「真っ黒（くろ）」にそれぞれな

ります。よって、青は「真っ青（さお）」が正解です。 

今月の問題 

 ?に入る数字は？ 

 

 ヒント：この数式にはある単位がつきます。 
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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1月2６日（木）となります。

引落金額につきましては、1月1６日（月）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 
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 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 

目黒区立目黒中央中学校 
中1 

 点 

目黒区立目黒中央中学校 
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 

目黒区立第十中学校 
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 

渋谷区立原宿外苑中学校 
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 

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 

目黒区立大鳥中学校 
中3 

 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 

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 

渋谷区立松濤中学校 
中2 

 点 

渋谷区立鉢山中学校 
中3 

 点 
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渋谷区立原宿外苑中学校 
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 

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 

渋谷区立原宿外苑中学校 
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 

目黒区立目黒中央中学校 
中1 

 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 

目黒区立目黒中央中学校 
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 

目黒区立第十中学校 
中3 

 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 

渋谷区立松濤中学校 
中2 

 点 

渋谷区立原宿外苑中学校 
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 

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 

目黒区立第十中学校 
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 
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目黒区立目黒中央中学校 
中3 

 点 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ２学期制：後期中間試験   ３学期制：２学期期末試験  
 
11月中旬～12月上旬にかけて、定期試験がありました。 
それぞれの課題に取り組み、その解決に努力している姿が多く見られました。 
積極的に質問する様子や勉強の仕方のアドバイスを求めにくる様子もあり、
勉強に向ける熱い思いによる活気が、校舎全体に溢れていました。 
 
特に中学３年生にとっては内申点が決定する最後の試験であり、いつも以上
に高い目標を掲げて学習に取り組むことができました。 
 
今回は載らなかった生徒さんも、一生懸命に勉強している姿を私たちは見て
います。満足のいく結果につながるよう、引き続きサポートします。 
 
次回の試験もFreewill学習塾で一緒に頑張りましょう！ 
 

 
 
 


