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   今月の目標 
 

 

・努力×時間の法則、一日 24時間。 
 

成功はいかなる人にも平等平等平等平等にににに与与与与えられたえられたえられたえられた、、、、このこのこのこの 24242424時間時間時間時間にどれだけ努力するかにかかっている。 

人生に満塁ホームランはない。ゴロやバントを狙え。 

人間の頭の中身など、もともと大差大差大差大差などない。 
 

最後はいつも本人の「努力×時間」。 
 

 

藤田田（日本マクドナルド創業者） 

 

10101010////１１１１

（（（（水水水水））））    

 

 

 

Time is money！～学習はリズムよく～～学習はリズムよく～～学習はリズムよく～～学習はリズムよく～ 

 

 

 

我々が、平等に与えられた物。それは 1 日 24 時間という時間です。 

特に中 3 生は、10/1 現在、公立高校入試まで、残り残り残り残り 160160160160 日！日！日！日！    およそ、23 週。 

あまりピンとこないかもしれませんが、曜日で考えると、日曜日があと 23 回という計算に 

なります。中３生はこれを聞いて「焦るなぁ」「焦るなぁ」「焦るなぁ」「焦るなぁ」と思うもかもしれません。 

でも、これはどの受験生にも平等に与えられた時間です。残りの時間を聞いて焦る必要は 

ありません。ただし、この限られた時間を有効に使えていなければ、少々焦る必要があるか 

もしれませんね。 

「目標にしている高校に合格するために、あと～点取りたい。どうすればいいですか」 

という切実な質問をよく聞きます。 

「「「「今できることを精一杯する今できることを精一杯する今できることを精一杯する今できることを精一杯する！！！！」」」」とアドバイスしています。 

つい、あれもこれもしなくちゃいけない、と思い焦り、すべてが中途半端になりがちです。 

1111 つのことを完結つのことを完結つのことを完結つのことを完結してから次へ行くことが大切です。ここで言う 1 つは、例えば 

1 単元でも 1 章でも問題１つでも１ぺーじでもいいので、キリの良いところという意味です。 

そうすることで、リズムよく学習ができ、達成感を多く味合うことでモチベーションも 

上がり、学習が継続できるはずです。 

                    

         

 

 

 



 

 

 

 

 

 

≪お知らせ≫ 

 

《中３・第３回香統模試返却と第４回香統模試のお知らせ》 

 

中 3 生は 9/20 に第３回「香統模試」を受験しました。後日、個人成績表を返却予定です。 

返却の際、お子様と懇談を予定しております。また、第４回「香統模試」を 10/25(土)に予定

しております。 

 

 

《中１･２、第１回香統模試返却のお知らせ》 

 

中１･２生は夏に「香統模試」を受験しました。随時、個人成績表を返却予定です。 

返却の際、お子様と懇談を予定しております。保護者様が懇談を希望される場合は、ご都合

の良い日程をお知らせください。 

 

《中３・私立高校見学ツアー》 

 

毎年エフォートの中３は全員、市内の私立高校見学へ行きます。 

10/11(土) 香川誠陵高校 と 11/1(土)大手前高松高校 です。 

中３保護者様、並びに他学年の保護者様のご参加も受け付けておりますので、ご遠慮なくご

参加ください。参加希望の方は各教室へお電話ください。 

 

 

《中学生・定期テスト対策》 

 

中学生は、10/2・3 に「２学期中間テスト」があります。よって、エフォートでは 9/22(月)

より「２学期中間テスト対策」を行います。学校への提出物への準備を早めに取りかかって

ください。 

 

 

《中２･１授業時間変更》 

 

10 月より、中２･１は授業時間を変更します。19 時～22 時と変更になります。 

また授業時間増加に伴い、会費が変更となります。 

 

 

《会費引き落としについて》 

 

会費を銀行引き落としにさせて頂いております。 

毎月 26 日に、お申込みいただいた口座より振替をさせて頂いております。ご確認ください。 

今後、変更等がございましたら、11 月 17 日までにお申し出ください。それ以降の処理はシス

テム上できませんのでご理解ください。 

 

 

 エフォート通信は、今後ホームページ上でご覧ください。

ご希望の方のみ、今後、現在の形で配布させて頂きます。 

 



 

   

伏石伏石伏石伏石    

小学生小学生小学生小学生    中学生中学生中学生中学生    

行行行行    事事事事    予予予予    定定定定    

４４４４    ５５５５    ６６６６    １１１１    ２２２２    ３３３３    

１１１１    水水水水    国国国国            

＊別紙参照＊別紙参照＊別紙参照＊別紙参照    

中学生中学生中学生中学生    テスト対策テスト対策テスト対策テスト対策    

２２２２    木木木木            算算算算    中学生中学生中学生中学生    テスト対策テスト対策テスト対策テスト対策 

３３３３    金金金金        算算算算        休休休休             

４４４４    土土土土    算算算算                休休休休    ●●●●        

５５５５    日日日日                                

６６６６    月月月月            国国国国////英英英英            ○○○○     

７７７７    火火火火        国国国国        ○○○○                

８８８８    水水水水    国国国国                ○○○○        中３ 第３回診断テスト 

９９９９    木木木木            算算算算            ○○○○    
 

11110000    金金金金        算算算算        ○○○○            
 

11111111    土土土土    算算算算                ○○○○    ●●●●    
香川誠陵見学会 

12121212    日日日日                            
 

13131313    月月月月                                

14141414    火火火火        国国国国        ○○○○             

15151515    水水水水    国国国国                ○○○○            

16161616    木木木木            算算算算            ○○○○        

17171717    金金金金        算算算算        ○○○○            
 

18181818    土土土土    算算算算    

    

        ○○○○    ●●●●    
 

19191919    日日日日                            
 

20202020    月月月月            国国国国////英英英英            ○○○○    
 

21212121    火火火火        国国国国        ○○○○             

22222222    水水水水    国国国国                ○○○○         

23232323    木木木木            算算算算            ○○○○     

24242424    金金金金        算算算算        ○○○○                

25252525    土土土土    算算算算                ○○○○    ●●●●    中３ 第４回香統模試 

26262626    日日日日                             

27272727    月月月月            国国国国////英英英英            ○○○○     

28282828    火火火火        国国国国        ○○○○             

29292929    水水水水    国国国国                ○○○○         

30303030    木木木木            算算算算            ○○○○     

31313131    金金金金        算算算算        ○○○○                

＊小１～３の生徒さんは授業日を記載しておりません。  ＊休校日は暦どおりです。日・祝日は基本的にお休みです。    

入塾生入塾生入塾生入塾生募集中！募集中！募集中！募集中！    

塾をお探しの方がいらっしゃいましたら是非ご紹介塾をお探しの方がいらっしゃいましたら是非ご紹介塾をお探しの方がいらっしゃいましたら是非ご紹介塾をお探しの方がいらっしゃいましたら是非ご紹介下さい下さい下さい下さい。。。。    

初めて初めて初めて初めて････他他他他塾から、の塾から、の塾から、の塾から、の生徒さんも慣れるまでしっかりケアを致します。生徒さんも慣れるまでしっかりケアを致します。生徒さんも慣れるまでしっかりケアを致します。生徒さんも慣れるまでしっかりケアを致します。    

    

 

  
 

 

 

 

 

 

 

来月より、エフォート通信は HP にてご覧下さい。HP の閲覧が出来ない場合は紙面にてお渡し致します。 



 

2学期・中間テスト対策講座 

 

総合学習塾Effort【エフォート】伏石教室 

 

 

 

 

持ってくる物 ： 学校のワーク、塾のワーク、やる気!! 

 

【対策日程】 
中１ 中２ 中３ 自習室利用自習室利用自習室利用自習室利用    

22日 (月) 
自宅学習 

(教科書まとめなど) 

自宅学習 

(教科書まとめなど) 

19:00～22:00 要連絡 

24日 (水) 
自宅学習 

(教科書まとめなど) 

19:00～22:00 19:00～22:00 要連絡 

25日 (木) 19:00～22:00 

自宅学習 

(教科書まとめなど) 

19:00～22:00 要連絡 

26日 (金) 

自宅学習 

(教科書まとめなど) 

19:00～22:00 

自宅学習 

(教科書まとめなど) 

要連絡 

27日 (土) 19:00～22:00 19:00～22:00 12:30～15:30 

12:30～16:30 

19:00～22:00 

28日 (日) 13:30～16:30 13:30～16:30 10:00～13:00 

自習室利用時間

10:30～16:30 

29日 (月) 19:00～22:00 

自宅学習 

(教科書まとめなど) 

19:00～22:00 要連絡 

30日 (火) 19:00～22:00 19:00～22:00 

自宅学習 

(教科書まとめなど) 

要連絡 

10/1日 (水) 
＊帰宅後、すぐに来て下さい。 

＊16:30～19:00 は小学生授業のため一旦帰宅して下さい。 

＊家が遠い生徒さんはそのまま残れるよう席を確保します。 
2日 (木) 

次回、授業日 

中１・２は、中１・２は、中１・２は、中１・２は、10/10/10/10/３３３３～～～～４４４４日はお休みです。日はお休みです。日はお休みです。日はお休みです。    

中３は中３は中３は中３は 10/410/410/410/4 土曜日の昼授業があります。土曜日の昼授業があります。土曜日の昼授業があります。土曜日の昼授業があります。 

・自習室は、いつでも利用可能です。 

ただし、満席になることがありますので、事前に連絡をしてから利用して下さい。 

・また、月～土の 16：30～19：00は小学生授業のため自習室利用はできません。 
 

テストまでに準備しておくこと 

１．テスト範囲の学校のワークを仕上げる。＜9月 30日(火)塾に提出＞ 

２．学校で出されたプリントを整理する。＜ここからもよく出される＞ 

３．教科書まとめノートの作成やノートの清書。＜ここで差がつく＞ 

 

目標 ： 過去最高順位の更新更新更新更新!! 



 

   

仏生山仏生山仏生山仏生山    

小学生小学生小学生小学生    中学生中学生中学生中学生    

行行行行    事事事事    予予予予    定定定定    

４４４４    ５５５５    ６６６６    １１１１    ２２２２    ３３３３    

１１１１    水水水水            国国国国////英英英英    

＊別紙参照＊別紙参照＊別紙参照＊別紙参照    

中学生中学生中学生中学生    テスト対策テスト対策テスト対策テスト対策    

２２２２    木木木木    算算算算            中学生中学生中学生中学生    テスト対策テスト対策テスト対策テスト対策 

３３３３    金金金金        算算算算            休休休休         

４４４４    土土土土            算算算算    休休休休        ●●●●        

５５５５    日日日日                                

６６６６    月月月月    国国国国                    ○○○○     

７７７７    火火火火        国国国国            ○○○○            

８８８８    水水水水            国国国国////英英英英    ○○○○            中３ 第３回診断テスト 

９９９９    木木木木    算算算算                    ○○○○    
 

11110000    金金金金        算算算算            ○○○○        
 

11111111    土土土土            算算算算    ○○○○        ●●●●    
香川誠陵見学会 

12121212    日日日日                            
 

13131313    月月月月                                

14141414    火火火火        国国国国            ○○○○         

15151515    水水水水            国国国国////英英英英    ○○○○                

16161616    木木木木    算算算算                    ○○○○        

17171717    金金金金        算算算算            ○○○○        
 

18181818    土土土土            算算算算    ○○○○        ●●●●    
 

19191919    日日日日                            
 

20202020    月月月月    国国国国                    ○○○○    
 

21212121    火火火火        国国国国            ○○○○         

22222222    水水水水            国国国国////英英英英    ○○○○             

23232323    木木木木    算算算算                    ○○○○     

24242424    金金金金        算算算算            ○○○○            

25252525    土土土土            算算算算    ○○○○        ●●●●    中３ 第４回香統模試 

26262626    日日日日                             

27272727    月月月月    国国国国                    ○○○○     

28282828    火火火火        国国国国            ○○○○         

29292929    水水水水            国国国国////英英英英    ○○○○             

30303030    木木木木    算算算算                    ○○○○     

31313131    金金金金        算算算算            ○○○○            

＊小１～３の生徒さんは授業日を記載しておりません。  ＊休校日は暦どおりです。日・祝日は基本的にお休みです。 

入塾生入塾生入塾生入塾生募集中！募集中！募集中！募集中！    

塾をお探しの方がいらっしゃいましたら是非ご紹介塾をお探しの方がいらっしゃいましたら是非ご紹介塾をお探しの方がいらっしゃいましたら是非ご紹介塾をお探しの方がいらっしゃいましたら是非ご紹介下さい下さい下さい下さい。。。。    

初めて初めて初めて初めてあるいはあるいはあるいはあるいは他塾からの生徒さんも慣れるまでしっかりケアを致します。他塾からの生徒さんも慣れるまでしっかりケアを致します。他塾からの生徒さんも慣れるまでしっかりケアを致します。他塾からの生徒さんも慣れるまでしっかりケアを致します。    

    

 

  
 

 

 

 

 

 

来月より、エフォート通信は HP にてご覧下さい。HP の閲覧が出来ない場合は紙面にてお渡し致します。 



 

2 学期・中間テスト対策講座 

 

日程…9 月 22 日(月)～10 月 3 日(金)の 12 日間 

総合学習塾総合学習塾総合学習塾総合学習塾 EffortEffortEffortEffort【エフォート】【エフォート】【エフォート】【エフォート】仏生山教室仏生山教室仏生山教室仏生山教室    

 

 

 

 

 

持ってくる物 ： 学校の教科書・ワーク、塾のワーク、やる気!! 

 

【仏生山【仏生山【仏生山【仏生山】】】】    中１ 中２ 中３ 

9999 月月月月 22222222 日日日日((((月月月月))))    19：30～22：00 自習 19：00～22：00 

9999 月月月月 24242424 日日日日((((水水水水))))    19：30～22：00 19：30～22：00 自習 

9999 月月月月 25252525 日日日日((((木木木木))))    自習 19：00～22：00 19：00～22：00 

9999 月月月月 26262626 日日日日((((金金金金))))    19：00～22：00 19：00～22：00 自習 

9999 月月月月 27272727 日日日日((((土土土土))))    

12：30～15：30 

19：00～21：00 

12：30～15：30 

19：00～21：00 

12：30～15：30 

19：00～21：00 

9999 月月月月 28282828 日日日日((((日日日日))))    

9：00～12：00 

13：00～17：00 

9：00～12：00 

13：00～17：00 

9：00～12：00 

13：00～17：00 

9999 月月月月 29292929 日日日日((((月月月月))))    19：00～22：00 自習 19：00～22：00 

9999 月月月月 30303030 日日日日((((火火火火))))    自習 19：00～22：00 19：00～22：00 

10101010 月月月月 1111 日日日日((((水水水水))))    帰宅、昼食後すぐ 帰宅、昼食後すぐ 帰宅、昼食後すぐ 

 

テストまでに準備しておくこと 

１．テスト範囲の学校のワークを仕上げる。１．テスト範囲の学校のワークを仕上げる。１．テスト範囲の学校のワークを仕上げる。１．テスト範囲の学校のワークを仕上げる。    

＜＜＜＜9999 月月月月 27272727 日日日日((((土土土土))))塾に提出＞塾に提出＞塾に提出＞塾に提出＞    

２．学校で出されたプリントを整理する。２．学校で出されたプリントを整理する。２．学校で出されたプリントを整理する。２．学校で出されたプリントを整理する。    

＜ここからもよく出される＞＜ここからもよく出される＞＜ここからもよく出される＞＜ここからもよく出される＞    

３．教科書まとめノートの作成やノートの清書。３．教科書まとめノートの作成やノートの清書。３．教科書まとめノートの作成やノートの清書。３．教科書まとめノートの作成やノートの清書。    

＜ここで差がつく＞＜ここで差がつく＞＜ここで差がつく＞＜ここで差がつく＞    

 

 

 

 

 

目標：過去最高順位を更新すること!! 


