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ご挨拶  

２月は、中学受験・高校受験・大学受験すべてが本

番を迎えました。どの生徒さんも自分の弱点や課題

を見つめ、目標に全力で向かっていました。受験ま

での期間、真剣に悩んで努力した分、生徒さん自身

も自分で成長を感じられるような経験になったと思

います。受験生の皆さん、また、支えてくださった保

護者の皆様、大変お疲れ様でした。 

2月最終週には多くの区立中学校で学年末試験が

行われました。こちらも学年最後の締めくくりとし

て、今年度の試験勉強の反省や課題などを生かし、

今まで以上に工夫して勉強する姿が見られました。 

３月中には学年末試験の返却があります。その結

果から何を学び取り、どう次に生かしていくのかは

自分次第です。しっかりと結果を振り返る機会を作

りましょう。 

新年度に向けて 

３月の通常授業からは新年度の予習を進めていま

す。また、3月27日からは春期講習を開講します。

新年度に向け気持ちを切り替え、新たな目標に向か

って、いいスタートを切るための準備を進めていき

ましょう！ 

 

３月・４月の予定  

 

 

  

1 水 理科実験教室 土 春期講習期間　3/27-4/5

2 木 日 休校日

3 金 月

4 土 保護者会 火

5 日 休校日 水 講習期間終了

6 月 木 休校日

7 火 金 通常授業開始

8 水 読書感想文発表会 土 休校日

9 木 日 休校日

10 金 翌月コース変更等　締切日 月 翌月コース変更等　締切日

11 土 休校日 火

12 日 休校日 水

13 月 木

14 火 金

15 水 土 休校日

16 木 日 休校日

17 金 月

18 土 休校日 火

19 日 休校日 水

20 月 通常授業終了 木

21 火 休校日 金

22 水 土 休校日

23 木 日 休校日

24 金 春期講習期間　3/27-4/5 月

25 土 火

26 日 休校日 水

27 月 木

28 火 金

29 水 休校日 土 休校日（GW休暇）4/29-5/7

30 木 日 休校日

31 金
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保護者会のご報告  

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。 

今年度は中学部、高校部共に３月４日（土）に開催

いたしました。お忙しい中ご参加いただき、誠にあ

りがとうございました！ 

中学部保護者会 

 中学部の保護者会では、入試制度や今後の入試の

流れ、入試を控えたお子様へのアプローチの仕方、

接し方のコツなどをお話ししました。 

 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。また、学習指導要領

の改訂に伴い、日々の学習内容、定期試験が難化し

ています。 

 日々変化する状況に対し、Freewill 学習塾は保護

者の方と共に子供たちをサポートしていきたいと考

えております！ 

高校部保護者会 

高校部の保護者会では、今年度から新しく導入さ

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した。 

また、大学入試を終えたばかりの高校３年生が大

学受験を通して学んだことや自身の学習法、

Freewill 学習塾の活用の仕方やこれから受験を控え

る方々へ伝えたいことなどをまとめた体験記も見て

いただきました。 

春休みの過ごし方  

修了式や卒業式など、学業の節目となる３月。そ

の後に来る春休みは子どもたちにとって、小休止の

ような感覚のお休みなのではないでしょうか。中学

生や高校生の中には、学年末試験もようやく終わり、

一旦勉強から少し離れて好きなことをしたい、と思

っているお子さんも多いと思います。 

学習習慣を崩さない期間に 

 そのように落ち着きたい時期、乱れがちなのが学

習習慣です。その顕著な例が受験生です。中学受験

や高校受験を終えた子供たちは、極端に勉強量が減

ってしまいます。特に高校生の保護者様からは「驚

くほど勉強しなくなりました…。」という声を聞く

ことが少なくありません。 

 学習習慣というものは一朝一夕に身につくもので

はありません。苦労して毎日コツコツ取り組める状

態を作り上げても、少しやらない期間を作ってしま

うだけで、あっという間に勉強習慣は崩れていきま

す。 

だからこそこの時期に大切なのが、日々の学習ル

ーティンです。何時間も机に向かって全ての科目を

一通り勉強する必要はありません。例えば小中学生

なら計算問題を１日１ページやったり、漢字を毎日

１０語ずつ書いて覚えたりします。高校生ならば、

英単語帳をコツコツと進めていくのが良いでしょう。

ルーティン学習は、質よりも量を明確にして続ける

ことが効果的です。 

新年度で遅れをとらないために 

夏休みや冬休みは学年の途中であるため、学校か

らの宿題があり、次の定期試験に向けた勉強も意識

しやすいです。一方、春休みは勉強するための動機

が少ない時期です。Freewill 学習塾では、そうした

期間もしっかりと目標を持ち、学習に取り組んでも

らえるように生徒さんたちにお話ししています。生

徒さんと新年度に向けた話し合いをし、自らが自主

的に学習に取り組めるような働きかけを今月もし

ていきたいと思います。 

また、以前よりお知らせしております「春期講習」

を実施しますので、こちらもご参加ください。 

 

 
高校部の保護者会の様子です。来年度も精一杯サポート

させていただきます！ 
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小学部 イベントのご報告  

Freewill学習塾では年に数回、約3ヶ月おきに1回

授業外で楽しめるイベントを行なっています。3月

には今年度最後となるイベントを開催しました。 

理科実験教室 

恵比寿校では3月9日(木)に、それ以外の教室では

3月1日(水)に理科実験教室を開催しました。 

今回は「君だけの宇宙を手に入れよう」と題しまし

て、手のひらサイズの宇宙を作り、宇宙の仕組みに

ついて学びました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

どうして星は回るのか 

地球は太陽の周りを回っているというのはみなさ

んご存知かと思いますが、ではどうして回っている

のでしょうか。今回の実験キットを用いると、実は

それが分かってしまうのです。 

 また「地球がビー玉だとしたら太陽の大きさはど

のくらい？」というクイズでは、地球の大きさと太

陽の大きさのギャップに驚く様子が見られ、楽しく

宇宙について学ぶことができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

読書感想文発表会 

3月8日(水)には各教室で読書感想文発表会を開

催しました。前回までは1つのテーマで行っていま

したが、今年度最後となる今回は、「君だけの読書」

と題し、「科学」「ファンタジー」「まったり日常」

「外国のお話」と4つのテーマを設定しました。 

 前回パワーアップしたワークシートを今回も用い

て、それぞれバラエティに富んだ自分の感想を、自

信を持って発表することができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この本を一言で表すなら？ 

ワークシートでは、自分の意見が持てる様々な項目

が用意していますが、その中の一つに「この本を一

言で表すなら？」という項目があります。 

この項目は生徒さんの個性が出やすく、今回で言う

と「パチパチパニック」と答えた生徒さんがいまし

た。パチパチパニックを食べている時のような、驚

きと楽しさの連続だったということなのですが、大

人にはできないこうした発想を見ることができるの

も、読書感想文の醍醐味の一つです。 

来年度も皆さんの発表を楽しみにしています！ 

 

中目黒校では 6 人の生徒さんが参加してくれました。 

同じ本でも正反対の感想があり、それぞれの意見を交える

良い機会になりました。 

恵比寿校では NPO 法人 FARO と連携して開催し、 

いつにも増して盛り上がりました！ 

世田谷校の様子です。 

ビー玉を転がして星の動きを再現しました！ 

祐天寺校の様子です。 

発表者だけでなく、聞く側も真剣です。 
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中学部 理社マラソンのようす 

2月の第2、3週目の週末に、恵比寿校・世田谷校・

中目黒校・祐天寺校で、今年度最後の理社マラソン

を実施しました。学年末試験ということで、試験範

囲がとても広く、なかなかのボリュームでした。 

メリハリのある演習と休憩のサイクル 

Freewill学習塾の理社マラソンは、「ポモドーロ・

テクニック」という時間管理法に基づいて行います。

集中を保つ秘密は、25分の演習と5分の休憩という

サイクルです。理社マラソンは約5時間という長時

間の学習イベントですが、参加した生徒さんからは

「あっという間だった！」という感想が返ってきま

す。集中力が続いているからこそ、思っていたより

時間を短く感じることができます。勉強と休憩を交

互に取ることで、無理なく勉強を続けられます。 

受験生の気合いを目の当たりにして 

今回の理社マラソンは、都立入試直前ということ

で、参加者には受験生が多くいました。また、世田谷

校では中学３年生の入試特訓と同時に開催されまし

た。受験勉強を通して成長してきた中学3年生の存

在が、後輩の生徒さんたちにとって良い刺激となっ

ていました。中学3年生たちのつくる雰囲気が教室

に広がり、緊張感のある環境の中で、参加した生徒

さんみんなが集中できていました。 

来年度も多くの生徒さんにイベントの効果を実感

してもらえるように、より良い雰囲気作りをしてい

きます。理社マラソンは、塾生ではないお友だちも

参加できます。最適な環境で勉強に取り組める数少

ない機会です。 

ぜひお友だちも誘って来年度もご参加ください！ 

 

 

 

祐天寺校は 2 月 18 日に開催しました。長時間でも集中し

て取り組めていました！ 

世田谷校では 2 月 19 日に開催しました。２階の教室で入

試特訓を受ける中学３年生たちを見て、来年・再来年自分

たちも頑張ろうという刺激を受けていました！ 

中目黒校は 2 月 11 日と 18 日に開催しました。たくさ

んの生徒さんが参加してくれました！ 

恵比寿校は 2 月 11 日と 18 日に開催しました。それぞれ

が目標を立てて取り組んでいました！ 
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まずは、教室長から当日の心構えについて。 

中学部 入試壮行会のご報告  

２月１９日（日）に、最後の中３入試特訓講座が

ありました。入試特訓後には毎年恒例の壮行会を行

いました。はじめに各校舎の教室長から本番当日に

向けての心構えや試験中の注意点を伝えました。入

試特訓を終えた直後でしたが、差し迫る本番にどの

生徒さんも真剣な面持ちで聞いてくれていました。 

そして、講師一人ひとりからそれぞれの熱い思い

を生徒さんに伝えました。当日直接は参加できなか

った講師からは録画したメッセージを届けました。

形は違っても「受験」という壁を乗り越えてきた先

輩たちからのメッセージはしっかりと彼らに伝わっ

たと思います。 

各校舎の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

どんな結果であれそのプロセスが大事 

高校受験は結果だけが全てではありません。目標

が高くても最後まで諦めなかった生徒さん、なかな

か点数が上がらずともひたむきに頑張り続けた生徒

さんなど、一人ひとりに違った物語がありました。

こうした貴重な経験を約１年間見続けられたことを

大変嬉しく思います。壮行会では、そうした彼らの

努力の積み重ねをしっかりと伝えてあげられる機会

となりました。 

ご家庭でも彼らの努力を改めて振り返っていただ

き、できるようになったことをたくさん承認してあ

げてください。受験をしっかりと振り返ることで、

高校のスタートも大きく変わってきます。３月は、

これまでの過程を子供たちと一緒に話し、高校生に

なってから何をしたいのかなども考えていければと

思います。 

 

講師から熱いメッセージが届きました。 

 

 

担当した先生からのメッセージ付き祈願鉛筆を配りまし

た。 

一人ひとりに違うメッセージが届けられました。 
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高校部  英単語合宿のようす 

２月20日(月)～22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。 

 2月の下旬や3月の上旬に学年末試験が迫ってい

ることから、「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

徒さんが多かったです。多くの生徒さんがテストの

対策の学習をしていました。 

英単語合宿には、2つの目的があります。まず1つ

目は、「2時間集中して英単語を覚えられた！」とい

う経験と達成感を得ることです。この経験によって、

英単語が覚えられるのはもちろん、英単語学習への

苦手意識を無くしてほしいと考えています。もう１

つは「参加した以上、2時間勉強しなければならな

い。」という環境を作ることです。勉強したくない

ことには、ある程度の強制力が必要となります。英

単語学習を「やりたくない！」と思う生徒さんほど、

この英単語合宿を利用してもらいたいです。 

今年度の英単語合宿は2月で終了ですが、来年度

も定期的に開催する予定です。高校生の勉強はまず

何をやればいいのか困ったら、英単語がおすすめで

す。英単語学習の意欲上げるためや、英単語暗記を

得意にするためにも、ぜひ来年度もご参加ください。 

 

塾長・柴山の子育て講座  

注意をしたり叱ったり

しても、子どもの態度が

一向に変わらず困ってい

る。そんな経験をしたこ

とはありませんか? 

「なんでこんな行動を

するのだろう?」と思っ

た時、もしかすると以下

のような原因があるかも

しれません。  

怒るのではなく、あえて無視をする 

子どもは、一番「無視」をきらいます。  

反抗期には、「悪いことをして注目されるこ

と」=「大人にみとめられた」ととる子もい

るのです。彼らにとっては、怒られる方が、

無視されるよりもいいのですね。  

だから、反抗期で悪態をつく子に対しては、 

あえて無視することも、時には必要なので

す。  

柴山健太郎著「子にかける×子にかけない」p146 より 

子どもの言動の裏には、私たちには見えていな

い別の気持ちが隠されていることがあります。 

上記のように、大人の反応を間違って捉えてい

る場合もあれば、意図的に本当のことを隠してい

る場合もあります。いずれも大人と子どものミス

コミュニケーションによるものです。 

それは言い換えると、私たち大人が変化を起こ

せば、必ず彼らの行動にも変化が表れてくるとい

うことでもあります。彼らは、親に嫌われようと

悪い態度をとるわけではないのです。少し難しい

ですが「本心はなんだろう」と一呼吸おいて引い

てみることで、悩みが改善されるかもしれませ

ん。 

 

 

 

 

 

 

用紙に覚えたい英単語５０個を書き、２５分間の暗記タイ

ム→７分間のテストを３ターム繰り返します。 

 

２日目の様子です。熱心に英単語と向き合います！ 
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頭の体操  

先月の問題 

? ？に入るアルファベットは何？ 

 

 

 

答え：S 

パソコンのキーボードのアルファベットを確認し

てみましょう。 

上の段がQWERTYUIOPで、下の段が

ZXCVBNMとなっています。 

よって、真ん中の列がASDFGHJKLなので、答

えは Sとなります。 

 

今月の問題 

 今回は iphone で有名なApple 社の入社試験に

出された問題です。 

 （？）に入る数字は？ 

 

 

 

 

 

 

 

ヒント：挟み撃ち 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★「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 3 月 27 日（月）となります。

ご請求内容につきましては、3 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 
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２月頃から Freewill 学習塾に嬉しいお知らせが続々と舞い込んできています！夢や目標のために悩み、苦労

して喜びを勝ち取るまでの一連のストーリーを、Freewill 学習塾で実現してくれたことを大変嬉しく思います。 

節目ごとに伝えていることですが、「合格」がゴールではありません。この先、中高生には大学受験があり、

大学生も大学での勉強の先に就職活動があります。自分の人生の選択をする機会は、まだたくさんあります。 

もしかすると、不安や悩みが出てくるかもしれません。 

そんなときは Freewill 学習塾で一生懸命に努力したことを思い出してください。「あのときもがんばれた。

だから、きっと大丈夫！」そう思えるはずです。ぜひ、この体験を心の糧にしてください。 

みなさんの今後の活躍を心から期待し、応援しています。合格おめでとう！ 

 

中学受験 
都立桜修館中学校 

浦和実業学園中学校 

光塩女子中学校 

淑徳SC中学校 

多摩大学目黒中学校 

星槎中学校 

品川翔英中学校       

横浜創英中学校 

高校受験 
＜国立・私立高校＞ 

早稲田佐賀高校 

品川翔英高校 

朋優学院高等学校 

東洋高等学校 

桐蔭学園高校（スタンダード） 

佼成学園高校 

國學院高等学校 

東京農業大学第一高等学校 

目黒学院高校       

駒澤大学高等学校 

日本工業大学駒場高校 

郁文館グローバル高等学校 

帝京高等学校 

国士舘高校 

関東国際高校 

芝国際高等学校 

東京家政学院高校 

女子美術大学付属高等学校 

正則高校 

自由ヶ丘学園高校      

自由が丘学園高校（サイエンス） 

貞静学園高校 

岩倉高校 

新渡戸文化高等学校     

日本工業大学駒場高校（文理） 

愛国高校（普通科） 

東京立正高等学校 

東京実業高校 

品川学藝高校       

品川エトワール女子高校（キャリ

アデザイン） 

国本女子高校（総合進学） 

＜都立・県立高校＞ 

戸山高校 

青山高校 

小山台高校 

駒場高校 

目黒高校 

雪谷高校          

広尾高校          

工芸高校 

杉並高校          

つばさ総合高校 

八王子桑志高校 

大崎高校 

園芸高校（食品）      

新宿山吹高校 

第一商業高校 

深沢高校 

大山高校 

広島県立大崎海星高校 

愛媛県立長浜高校 

 

※学校により複数名合格あり 
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大学受験 
慶應義塾大学 総合政策学部 

慶應義塾大学 環境情報学部 

慶應義塾大学 経済学部・学科 

上智大学 経済学部 経営学科 

早稲田大学 基幹理工学部 学系Ⅰ 

東京工業大学 理学院 

青山学院大学 経済学部・学科 

東京理科大学 理学部第一部 数学科 

明治大学 総合数理学部 現象数理学科 

青山学院大学 コミュニティ人間科学部・学科 

立教大学 理学部 数学科 

東京都立大学 人文社会学部 人文学科 

東京家政大学 栄養学部・学科 

武蔵大学 人文学部 ヨーロッパ文化学科 

学習院大学 文学部 フランス語圏文化学科 

明治大学 理工学部 数学科 

駒澤大学 文学部 日本史学科 

日本赤十字看護大学 看護学部・学科 

國學院大学 経済学部・学科 

昭和女子大学 人間文化学部 歴史文化学科 

実践女子大学 文学部 英文学科 

実践女子大学 文学部 日本文学科 

実践女子大学 文学部 美学美術史学科 

武蔵野大学 看護学部・学科 

北里大学 海洋生命科学部・学科 

国士舘大学 理工学部 電子情報学系 

帝京大学 文学部 史学科 

女子美術大学 芸術学部 

アート・デザイン表現学科メディア表現領域 

獨協大学 外国語学部 フランス語学科 

武蔵野美術大学 造形学部 油絵学科油絵専攻 

東邦大学 理学部 生命圏環境科学科 

 

文化学園大学 国際文化学部 

国際文化ファッション学科 

立正大学 地球環境科学部 地理学科 

東洋英和女学院大学 国際社会学部  

国際コミュニケーション学科 or国際社会学科 

東洋学園大学 人間科学部 人間科学科 

尚美学園大学 スポーツマネジメント学部・学科 

帝京高等看護学院 

東京工科大学 

麻布大学 生命・環境科学部 環境学科 

東海大学 情報理工学部 

文教大学 情報学部 

 

※短期大学、専門学校、省庁等所管の学校含む 
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