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ご挨拶  

１月に大学入試共通テスト・高校推薦入試・中学

受験が始まり、高校・大学の一般入試・二次試験まで

の期間が残りわずかとなりました。これから試験当

日までに気をつけることは、新たなものに手を出す

のではなく、用語の確認や解き直しなど、今までや

ってきたことをさらに磨き上げることです。「１点

でも多く点を取る！」という気持ちが最後の一伸び

に繋がります。 

また、早寝早起きはできているでしょうか？脳が

活性化するのは起きてから３時間後と言われていま

す。試験当日を意識して、生活リズムを整えましょ

う。日々の努力が実り、納得のいく結果に繋がるよ

う、Freewillの講師一同、全力で皆さんをサポートし

ます！ 

学年末試験も迫っています！ 

公立中学校では２月下旬、私立中学校や高校では

３月上旬に学年末試験が行われます。今年度の総ま

とめとして、いつもより範囲が広くなり、教科数も

多くなります。また、この試験で苦手を残すことは

次の学年にも影響します。コツコツと準備を進め、

試験にも次の学年にも繋げていきましょう！ 

 

２・３月の予定  
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保護者会のお知らせ 

今年度も終わりに近づき、新しい学年や今後の入

試などへの不安が生まれる時期かと思います。

Freewill学習塾では、保護者の皆さまに新年度のス

タートを安心して迎えていただきたいという思いか

ら、塾としての指導方針等を共有する機会として、

毎年３月に「保護者会」を開催しております。 

 保護者会では、高校入試、大学入試の仕組みにつ

いてはもちろん、Freewill学習塾の新年度の体制に

ついてもお伝えする予定です。 

中学部保護者会・詳細 

 中学部の保護者会では、都立高校と私立高校の入

試制度の違い、今後の入試の流れについてご説明し

ます。また、受験に向けて保護者の皆さまにご協力

いただきたいこと、入試を控えたお子様へのアプロ

ーチの仕方、接し方のコツなどもお話しします。 

 近年の高校入試は、大学入試が変化している影響

を少しずつ受けてきています。最新の情報をお伝え

いたしますので、高校受験を控えた新中学３年生の

保護者の皆さまは、必ずご参加ください。 

 高校部保護者会・詳細 

高校部の保護者会では、今年度から導入された新

学習指導要領のポイントと大学入試制度について詳

しくお話しします。 

また、大学入試では推薦選抜の枠を増やす大学が

増え、調査書（内申点）を重視する傾向にあります。

調査書には高校最初の定期試験の結果から記載され

るため、コツコツと勉強することが大切です。これ

からの大学受験は、高校１年生から始まります。 

年々複雑化する大学入試制度に、今の高校生たち

は対応していかなければなりません。新学習指導要

領の影響が大きいため、新高校１年生の保護者の皆

さまは奮ってご参加ください。大学入試の最新情報

もお伝えいたしますので、高校２・３年生の保護者

の皆さまも、ぜひご参加ください。今回はオンライ

ンではなく教室にお越しいただき、保護者会後に個

別相談の機会も設けますので、ご活用ください。 

上記日程とは別でオンラインでの保護者会を開催

します。できるだけ参加しやすいよう、２回に分け

て１回当たり３０分と短くしましたので、ぜひとも

ご参加ください。詳細は以下の通りです。 

３月４日（土） 
10：00～12：00 

主な内容： 

① 高校入試の制度 
② 高校入試スケジュール 
③ Freewillの受験指導 
④ ２０２３年度入試最新情報 
⑤ 合格へ導く親のアプローチ 
※受験をする中学3年生の保護者様には 

 原則全員参加をお願いしております。  

※中学1・2年生の保護者様も今後の参考 

 になりますので、ぜひご参加ください。 

新高1保護者様 

大学入試は高１からの準備が肝心  

〜その秘訣をお伝えします〜 

主な内容： 
①新学習指導要領のポイント 

②大学入試の現状と対策 等 

日時：３月４日（土）12:30～14:00 

場所：恵比寿校２階（高校部） 

 
 

新高2・３保護者様 

３０分オンライン保護者会     

〜必要な受験情報を全てお伝えします〜 

主な内容： 
① 親として知っておくべき志望校の決め方

と受験情報 
② 高校部の指導方針について 

日時：①２月１５日（水）１９：００～１９：３０     

②２月２２日（水）１９：００～１９：３０ 
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春期講習のお知らせ 

Freewill学習塾では３月２７日（月）〜４月５日

（水）の８日間で春期講習を行います。冬期講習は

1年間の復習を通して、これまでのつまずきを克服

する期間でした。春期講習では、「新学年へ向けた

先取り学習」をメインに行います。新しい年度が始

まり、環境の変化にようやく慣れた頃、中学校・高校

では新学年最初の定期試験が行われます。この新年

度初の試験は、１年を通して一番点数が取りやすい

試験となります。また、この定期試験で良いスター

トがきれた生徒さんの多くが、その後の試験にも自

信を持って取り組むことができています。春期講習

で新学年の準備をしっかり行い、自信を持って新年

度を迎えられるようにしましょう！ 

新年度に良いスタートがきれるよう、生徒さん一

人ひとりに合わせた春期講習のご提案を、各教室に

て配布しています。春期講習のお申し込みは、２月

１７日（金）までとなっております。春期講習の期

間は８日間と短いため、日程をご調整いただき、ご

参加くださいますようお願いします。締切日を過ぎ

てのお申し込みは、お席の確保ができなくなる場合

がございますので、ご注意ください。 

ご不明な点やご相談がございましたら、遠慮なく

各教室の室長またはスタッフまでご連絡ください。

よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学部 読書感想文のお知らせ 

前回は「人間と動物」をテーマに、動物のかわいら

しさを楽しみつつ、動物の種類によって人間側の

扱いに差が出るのはなぜだろう、そもそも人間と

他の動物との違いは何だろう、と普段は考えない

ような視点で動物について迫り、テーマの奥深さ

を味わう機会となりました。 

「君だけの読書」 

今年度最後となる読書感想文のテーマは「君だけの

読書」です。いつものように１つだけテーマが決ま

っている読書感想文ではなく、今回は「科学」「ファ

ンタジー」「外国のお話」「まったり日常」の４つの

テーマから好きなものを選んでもらいます。自分の

興味関心にそって、選んでみてください！ 

 

 

 

 

 

 

 

対象本の準備にあたり、今回も本をじっくり選びま

した。どの分野でも、大人になっても読み返せる、味

わい深い本になっています。お父さんお母さんと一

緒に読んでみても、子供の見方と大人の見方で違っ

て面白いかもしれません。塾でみなさんの感想を聞

けることを楽しみにしています！ 

読書感想文発表会について 

Freewill学習塾では、読書感想文を書くだけでな

く発表会も行います！他人の発表を聞き、解釈・考

察した内容を共有することは、感想文を書くのとは

また違った良い経験になります。 

日程は以下の通りですので奮ってご参加ください！ 

 

3月8日（水）15時10分〜16時10分 

 

春期講習 

講習期間 

３月2７日（月）～4月５日（水） 

 

内部生申込締切日 

2月1７日（金） 

様々な種類のお話があります。 

どれもおもしろそうで迷ってしまいますね！ 



 
4 

 

小学部 理科実験教室のお知らせ 

今年度最後の理科実験教室のお知らせです。前回

の実験は結晶を扱ったホワイトクリスマスツリーで

した。結晶ができるのに少し時間がかかる分、完成

品はとても写真映えするものになりました。今回の

実験は宇宙の仕組みを身近なものを使って擬似体験

してもらいます。 

体験型の実験 

テーマは「君だけの宇宙を手に入れよう！」。「宇

宙」と聞くと日常生活とはかけ離れたものを想像し

てしまいがちです。しかし、私たちの周りで起こっ

ている物理的な法則は宇宙の仕組みと繋がっていま

す。一般の人々にもこうした感覚を掴んでもらえる

ようにと、科学者たちは身近な現象を通してわかり

やすく説明する試みを行ってきました。 

その中でも重力による「時空のゆがみ」は、私た

ちの物理法則を使ってシンプルに説明できることで

有名です。科学のドキュメンタリーでもよく再現さ

れるこの仕組みを今回は現場で体験してもらおうと

思います。 

友達を誘って感動を共有しよう！ 

さて、開催日は３月１日（水）を予定しています。実

験で大切なことは「いかに成功するか」ではありま

せん。多様な工夫と試行錯誤こそが、子供たちの考

える力を養います。つまり参加人数が多ければ多い

ほどユニークなアイデアが集まり、実験の面白さも

倍増します。科学に興味のある兄弟やお友達がいま

したら、ぜひ一緒にご参加ください。 

 

 

中学部 理社マラソンのお知らせ 

2月の学年末試験に向け、Freewill学習塾では中学

生を対象に、理社マラソンを実施します。学年末試

験では、これまでの試験よりも広い範囲から出題さ

れるため、主要5教科の効率的なテスト勉強が重要

になります。なかでも理科と社会は試験直前の勉強

が点数につながりやすい教科です。理社マラソンは、

普段の学習で疎かになりがちな理科・社会のテスト

勉強を、試験前に徹底的に仕上げる人気イベントで

す。 

Freewill式学習方法で試験対策 

Freewill学習塾の理社マラソンは、ポモドーロ・テ

クニックという時間管理術を用いて実施します。こ

れは、25分の作業と短時間の休憩を１セットとし

て、時間を区切って作業を行う方法です。アウトプ

ットが主になる理社マラソンにおいては、集中力を

長時間持続させながら効率的に勉強することが重

要になります。 

また、質問の前に必ず解説を読むように指導して

います。解説を読み理解できた問題は解き直し、読

んでも分からない問題を質問する。この流れを繰り

返すことによって、自宅でひとりでも勉強ができる

という自信につながるので、理科や社会の得点アッ

プだけでなく、その他の科目の試験勉強にも役立て

ることができます。 

お友達も誘って参加しよう！ 

こちらの理社マラソンは、通常授業で理科や社会

を受講していない生徒さんはもちろんのこと、

Freewill学習塾に通われていない方もご参加いた

だけます。目前に迫った試験対策のためだけでなく、

今後の学習にも活用できる勉強方法を習得できる

チャンスです。ぜひお友達も誘ってご参加ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 
【理社マラソン実施日】 
２月１８日（土） 

教室により日時が異なる場合がありますので、

詳細は各教室でご確認ください！ 

前回の理科実験教室、中目黒校での様子です。 

みんな思考をめぐらせながら真剣に取り組んでいます。 
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高校部  入試壮行会のご報告  

１月１３日（金）の大学入学共通テスト前日、高

校部の高校３年生の生徒さんたちにむけ、『大学入

試壮行会』を行いました。当日は、まず高校部室長

の信重から「大学入試を控えて」という冊子が配ら

れました。受験にむけた心構えや、受験日までの生

活上の注意点を説明しました。 

その後、講師からの個別メッセージをお伝えしま

した。試験本番で役立つ心構えや、大学受験を通し

て伝えたいことなど、各講師で様々な話をしてくれ

ました。 

最後に、「受験当日の緊張を少しでもほぐせるよ

うに」という想いをこめて、各生徒さんたちへプレ

ゼントが配られました。プレゼントには各講師から

の、一緒に勉強した日々を思い出せるような手書き

のメッセージを込めました。 

大学入学共通テストは終了しましたが、大学受

験の本番はこれからです。共通テストの結果が思

うように振るわず、やる気をそがれた生徒さんも

いるかもしれませんが、ここまで努力してきて諦

めてしまうのはもったいないです。最後の最後ま

で諦めず、悔いのないようにあと少し一緒にがん

ばりましょう！ 

 

高校部 英単語合宿のお知らせ 

2月2０日（月）～2２日（水）の3日間、英単語合

宿を開催します。 

「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。 

英単語の勉強は苦手だと思う生徒さんも多いでし

ょう。実際に「英単語が覚えられない…」「そもそも

単語帳を開く気になれない…」と悩む生徒さんの姿

を目にすることがあります。 

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。この強制の力を利用して勉強時間を確保で

きることが英単語合宿のメリットです。 

今回で202２年度の英単語合宿は最後です。「存在

は知っているけど、一度も参加したことがないなあ。」

という生徒さんや、「最近英単語の勉強を後回しに

しているなあ。」と思う生徒さん、ぜひ一度参加して

みて、英単語学習への苦手を克服しましょう！ 

 

中には、現在社会人として働いている元講師も駆けつけ、生

徒さんにアドバイスをしてくれました。 

 

高校部室長信重が、一人ひとりに渡していきます。 
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塾長・柴山の子育て講座  

もうすぐ学年末試験が行

われます。「毎回テスト直

前になって課題に追われ満

足に準備できない」「試験

範囲が 1 年分なので何から

手を付けてよいのか分から

ない」このような悩みをお

持ちのお子様、保護者様も

多いのではないでしょう

か。  

自律のための勉強 

僕は、目標を達成するための計画を立て、実行

し、セルフチェックをする力を、 

勉強を通して学んでほしいと考えています。だか

ら、塾ではそのやり方を教えます。これが身に付く

と、子どもは自律的に勉強できるようになります。 

〜中略〜 

思春期の子どもは、親が「勉強しろ」と言うと反

発します。だから、そこは塾に任せてください。そ

のかわり、親がほめると実は子どもは 100倍よろ

こびます。無反応のように見えても内心、絶対によ

ろこんでいるのです。この役目は親にしかできませ

ん。だから、お子さんをほめてあげてください。 

柴山健太郎著「子にかける×子にかけない」p122より 

定期試験は、ただ成績を付けるためのテストでは

ありません。試験勉強を通して、お子様が自分で考

え自分で行動できる力をつける、まさに「自律」を

するための機会でもあります。また、自律にはステ

ップがあり、成長の度合いも人によって違います。

ある日突然自律できるようになるわけではありませ

ん。ご家庭、塾と役割分担をしつつ、お子様の成長

を見守っていきましょう。  

 

 

頭の体操  

先月の問題 

 ?に入る数字は？ 

 

 

 

 

 

答え：３ 

 

この数式に「円」という単位をつけてみましょう。

すると右の答えは１００円で買い物した時の、お釣

りの硬貨の枚数を表していることがわかります。（最

小の枚数のもの）。 

１００円引く９７円は１円玉３枚で「３」、１００

円引く９０円は１０円玉１枚で「１」。これに従っ

て、１００円引く３０円は５０円玉１枚と１０円玉

２枚で「３」ということになります。 

今月の問題 

 ？に入るアルファベットは何？ 

 

 

 

 

ヒント：両手で使うあるものに並んでいるアルファ

ベットの順番です。 
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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２月2７日（月）となります。

引落金額につきましては、２月1５日（水）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 

 

 


