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   今月の目標 
 

 

・もう 1歩すゝめ！  

 

一念発起は誰でもする。 

努力までならみんなする。 

そこから一歩抜き出るためには、 

努力の上に辛抱という棒を立てろ。 

この棒に花が咲く。桂小金治（落語家） 
 

 

12121212////1111（（（（月月月月））））    

 

 

 

辛抱の先には希望がある！ 

 

 

・便利な世の中になったなぁ、と感じるのは 以前はなかったものが新しくできたときです。 

例えば昔はレコード。それをカセットテープに録音して楽しんでいました。懐かしい、と思わ 

れる保護者様も多いのでは…？ 

また、お気に入りの曲の歌詞を手書きで写していた記憶があります。しかし、今ではインターネ 

ットで検索すればすぐに歌詞がわかるようになりました。 

 

 

・便利になることは良いことですが、結果が出るまでの時間やあるいはその過程における行程が 

面倒くさくなって、辛抱する、ということが苦手な人が増えてきているように思います。 

カレーもグツグツ煮込んで良い香りを家じゅうに充満させてから食べるので、よりいっそう 

“おいしい”と感じるでしょう？  

手間暇かけてできるからこそ愛おしい(カレーに愛おしいはおかしいですが…)存在にもなるし、出来た時の喜 

びも大きくなります。また、次はこうしよう、と工夫も生まれます。各家庭の味ができるように、 

個性やオリジナリティができます。 

 

 

・耐えることを辛抱と言いますが、なぜか辛いイメージしか浮かばない人がいます。 

「耐える」という状況を表す言葉には、①辛抱する、②我慢する、という２つがあり、辛抱の先 

には希望が、我慢の先には不満があるように思えます。 

 

 

我慢ではなく辛抱を。これが心棒となって心の強い人に育ちます！ 

                    

         

 

 

 



 

 

 

 

 

 

≪お知らせ≫ 

 

《中３・第５回香統模試》 

 

中 3 生は第５回「香統模試」は 12/1412/1412/1412/14（日）（日）（日）（日）香川誠陵高校香川誠陵高校香川誠陵高校香川誠陵高校にてにてにてにて公開模試公開模試公開模試公開模試を予定しております。を予定しております。を予定しております。を予定しております。

詳細は詳細は詳細は詳細は別紙にて別紙にて別紙にて別紙にて、お子様に配布して、お子様に配布して、お子様に配布して、お子様に配布しておおおおりりりります。ます。ます。ます。 

 

 

《懇談会》 

 

２学期末懇談会を実施致します。詳細は別紙にてお知らせいたします。ぜひご参加ください。 

 

 

《冬の講習会》 

 

小学生は短期集中で「算数」に特化した講習会を、中学１･２年生は２学期の復習と診断テスト

対策をおこないます。中３生は志望校決定の重要な第５回診断テストに向けて対策をします。

また新年早々私立高校入試がありますので過去問を解いて対策をします。 

＊講習会の会費は、会費封筒にて集金会費封筒にて集金会費封筒にて集金会費封筒にて集金させていただきます。 

 

 

《ボーリング大会》 

 

夏の遠足は、台風の影響もあり、遊園地でしっかりと遊ぶことが出来ず不十分な思い出とな

ってしまいました。そこで、冬の講習後に「ボーリング大会」を開催予定です。ボーリング場

を予約する都合上、お早目の申し込みをお願いしたいと思います。皆さんのご参加をお持ちし

ております。卒業生や弟妹の方もご参加頂けます。保護者様も是非ご参加ください！ 

 

 

 

《大手前高校見学》 

   

11/1(土)大手前高松高校へ見学に行って参りました。保護者さまもご参加頂き、有意義な見学会

となりました。特に森本校長 自ら保護者様との懇談をして頂けたことは非常にありがたいこと

だと思います。溝渕教頭はわざわざ生徒たちを学校施設案内に引率して頂き、三池先生は生徒た

ちに高校の説明や進路の話をして頂け、とても充実した時間でした。が、少々長めの校長先生の

話にコックリコックリ…。お昼には食堂でうどんをご馳走になりました。 

 

 

《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、12 月 15 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。 

 



   

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

２２２２    火火火火        国国国国        ○○○○                

３３３３    水水水水    国国国国                ○○○○            

４４４４    木木木木            算算算算            ○○○○        

５５５５    金金金金        算算算算        ○○○○                

６６６６    土土土土    算算算算                ○○○○    ●●●●        

７７７７    日日日日                                

８８８８    月月月月            国国国国////英英英英            ○○○○        

９９９９    火火火火        国国国国        ○○○○                

11110000    水水水水    国国国国                ○○○○            

11111111    木木木木            算算算算            ○○○○        

12121212    金金金金        算算算算        ○○○○                

13131313    土土土土    算算算算                ○○○○    ●●●●        

14141414    日日日日                            中３中３中３中３    第５回第５回第５回第５回    香統模試（公開試験）香統模試（公開試験）香統模試（公開試験）香統模試（公開試験）    

15151515    月月月月            国国国国////英英英英            ○○○○        

16161616    火火火火        国国国国        ○○○○                

17171717    水水水水    国国国国                ○○○○            

18181818    木木木木        

    

算算算算            ○○○○     

19191919    金金金金        算算算算        ○○○○             

20202020    土土土土    算算算算                ○○○○    ●●●●     

21212121    日日日日                             

22222222    月月月月                    ○○○○    ○○○○    冬の講習スタート冬の講習スタート冬の講習スタート冬の講習スタート            懇談会    

23232323    火火火火                ○○○○        ○○○○    懇談会 

24242424    水水水水                    ○○○○    ○○○○    懇談会 

25252525    木木木木    ○○○○    ○○○○    ○○○○    ○○○○        ○○○○     

26262626    金金金金    ○○○○    ○○○○    ○○○○        ○○○○    ○○○○        

27272727    土土土土    ○○○○    ○○○○    ○○○○    ○○○○        ○○○○        

28282828    日日日日                            第第第第 1111 回回回回    ボーリング大会ボーリング大会ボーリング大会ボーリング大会    

29292929    月月月月                                

30303030    火火火火                                

31313131    水水水水                                

＊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。    

    

 

  
 

 

 

 

 

 

 

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。 

 



   

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    月月月月    国国国国                    ○○○○        

２２２２    火火火火        国国国国            ○○○○            

３３３３    水水水水            国国国国////英英英英    ○○○○                

４４４４    木木木木    算算算算                    ○○○○        

５５５５    金金金金        算算算算            ○○○○            

６６６６    土土土土            算算算算    ○○○○        ●●●●        

７７７７    日日日日                                

８８８８    月月月月    国国国国                    ○○○○        

９９９９    火火火火        国国国国            ○○○○            

11110000    水水水水            国国国国////英英英英    ○○○○                

11111111    木木木木    算算算算                    ○○○○        

12121212    金金金金        算算算算            ○○○○            

13131313    土土土土            算算算算    ○○○○        ●●●●        

14141414    日日日日                            中３中３中３中３    第５回第５回第５回第５回    香統模試（公開試験）香統模試（公開試験）香統模試（公開試験）香統模試（公開試験）    

15151515    月月月月    国国国国                    ○○○○        

16161616    火火火火        国国国国            ○○○○            

17171717    水水水水            国国国国////英英英英    ○○○○                

18181818    木木木木    算算算算    

    

            ○○○○     

19191919    金金金金        算算算算            ○○○○         

20202020    土土土土            算算算算    ○○○○        ●●●●     

21212121    日日日日                             

22222222    月月月月                ○○○○        ○○○○    冬の講習スタート冬の講習スタート冬の講習スタート冬の講習スタート            懇談会    

23232323    火火火火                    ○○○○    ○○○○    懇談会 

24242424    水水水水                ○○○○        ○○○○    懇談会 

25252525    木木木木    ○○○○    ○○○○    ○○○○        ○○○○    ○○○○     

26262626    金金金金    ○○○○    ○○○○    ○○○○    ○○○○        ○○○○        

27272727    土土土土    ○○○○    ○○○○    ○○○○        ○○○○    ○○○○        

28282828    日日日日                            第第第第 1111 回回回回    ボーリング大会ボーリング大会ボーリング大会ボーリング大会    

29292929    月月月月                                

30303030    火火火火                                

31313131    水水水水                                

＊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。    

    

 

  
 

 

 

 

 

 

 

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。 

 

 


