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   今月の目標 
 

学問学問学問学問    なんてなんてなんてなんて、、、、    

覚覚覚覚えるとえるとえるとえると同時同時同時同時にににに    忘忘忘忘れてしまってもいいれてしまってもいいれてしまってもいいれてしまってもいい    ものなんだものなんだものなんだものなんだ。。。。    
    

    

    

けれどもけれどもけれどもけれども、、、、    全部忘全部忘全部忘全部忘れてしまってもれてしまってもれてしまってもれてしまっても、、、、    

そのそのそのその勉強勉強勉強勉強のののの    訓練訓練訓練訓練のののの底底底底    にににに    

一一一一つかみのつかみのつかみのつかみの砂金砂金砂金砂金    がががが残残残残っているものだっているものだっているものだっているものだ。。。。    
    

    

これだこれだこれだこれだ。。。。これがこれがこれがこれが貴貴貴貴
とうと

いのだいのだいのだいのだ。。。。    勉強勉強勉強勉強しなければいかんしなければいかんしなければいかんしなければいかん。。。。    
    

    

    

太宰治［だざい・おさむ］（明治～昭和の作家、1909～1948） 
    
 

４４４４////１１１１

（火）（火）（火）（火）    

 

 

 

新学年を前にして 

 

 

 

よく、「どうすれば結果が良くなるの(成績が上がるの)」という質問をされます。 

 

私はこう思っています。  結果は大事。結果は大事。結果は大事。結果は大事。 

でもその結果の前に「何をどうしたのか」という過程過程過程過程が必ずあるはずです。 

繰り返し、何度やっても、思うような結果にたどり着かないこともあります。 

努力だとか根性だとか、今時 流行らない言葉です。 

しかし、その努力努力努力努力や根性根性根性根性を繰り返す過程において得る経験経験経験経験こそが大切なことなのです。 

 

大人でも学生でも、結果を残している人には共通点があります。 

それは、過程を大切にしている過程を大切にしている過程を大切にしている過程を大切にしていること。そして、結果が出るまで継続し続ける継続し続ける継続し続ける継続し続けること。 

そういう訓練を幾度も積み重ねた人に結果結果結果結果が表れるのです。 

 

子どもたちが「結果を出せる」ためには、解答を導き出す過程解答を導き出す過程解答を導き出す過程解答を導き出す過程をしっかり訓練したいと 

思います。一見、遠回りに見えるかもしれませんが、これこそが一番の近道です。 

 

 

 

 

 

 

 



 

≪お知らせ≫ 

 

《お友達ご紹介キャンペーン》3/1～4/30 

 

 

【ご紹介して頂いた塾生【ご紹介して頂いた塾生【ご紹介して頂いた塾生【ご紹介して頂いた塾生((((保護者保護者保護者保護者))))様】様】様】様】には、粗品進呈！粗品進呈！粗品進呈！粗品進呈！  

＊ご紹介された生徒さんがご入塾の場合適用です。 

                             

【ご紹介されたお友達【ご紹介されたお友達【ご紹介されたお友達【ご紹介されたお友達((((保護者様保護者様保護者様保護者様))))】】】】には、入塾金 を 免除します！免除します！免除します！免除します！ 

＊ご紹介者の塾生のお名前を 1 名のみ、お伝え下さるようお伝え下さい。 

 

 

【学年末懇談会の御礼】 

 

学年末懇談会にご参加いただきありがとうございました。普段、なかなかゆっくりとお話

しできない保護者様と有意義なお話ができ、大変貴重な時間となりました。 

 近隣に学習塾がたくさんある中で、皆様に総合学習塾 Effort [エフォート]をお選び頂いた

からには、保護者様にもお子様にも満足して頂けるようこの1年精一杯務めさせて頂きます。 

今後とも宜しくお願い致します。 

 

【2014 年度のお知らせ】 

   

3/24(月)より、新学年授業をスタートさせていただきます。今年度は消費税率が変更にな

りますので、それに伴い会費の変更がございます。ご了承ください。 

 また、来年度より会費納入方法を自動引き落としにさせて頂きたく思います。只今準備中

ですが、準備ができ次第ご連絡させて頂きます。保護者様にはお手数をかけますがご協力く

ださいますよう宜しくお願い致します。 

 春の新学年準備講習よりテキストを使用します。よって、春の講習会の講習費とあわせて 

年間教材費も集めさせて頂きます。 

 

【ホームページ開設します】 

ホームページを開設します。 

塾長ブログもありますので、ぜひご覧になってください！ 

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]]]]    ホームページアドレス 

http://effort-juku.com/ 

 

裏面に授業予定があります 

 

 

 



 

   

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    火火火火    ●●●●    ●●●●    ●●●●    ●●●●    ●●●●         

２２２２    水水水水    ●●●●    ●●●●    ●●●●            ●●●●        

３３３３    木木木木    ●●●●    ●●●●    ●●●●    ●●●●        ●●●●     

４４４４    金金金金                             

５５５５    土土土土                             

６６６６    日日日日                             

７７７７    月月月月            国国国国////英英英英            ○○○○    平常授業スタート 

８８８８    火火火火        国国国国        ○○○○             

９９９９    水水水水    国国国国                ○○○○         

10101010    木木木木            算算算算            ○○○○     

11111111    金金金金        算算算算        ○○○○                

12121212    土土土土    算算算算                ○○○○            

13131313    日日日日                             

14141414    月月月月            国国国国////英英英英            ○○○○     

15151515    火火火火        国国国国        ○○○○             

16161616    水水水水    国国国国                ○○○○         

17171717    木木木木            算算算算            ○○○○     

18181818    金金金金        算算算算        ○○○○                

19191919    土土土土    算算算算                ○○○○         

20202020    日日日日                                

21212121    月月月月            国国国国////英英英英            ○○○○     

22222222    火火火火        国国国国        ○○○○                

23232323    水水水水    国国国国                ○○○○         

24242424    木木木木            算算算算            ○○○○     

25252525    金金金金        算算算算        ○○○○             

26262626    土土土土    算算算算                ○○○○         

27272727    日日日日                             

28282828    月月月月            国国国国////英英英英            ○○○○     

29292929    火火火火                                

30303030    水水水水    国国国国                ○○○○         

31313131    木木木木            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。 

    

    

★ 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。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。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。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。    

★★★★    卒業生･塾生･保護者様のご紹介で入塾される場合は入塾金を卒業生･塾生･保護者様のご紹介で入塾される場合は入塾金を卒業生･塾生･保護者様のご紹介で入塾される場合は入塾金を卒業生･塾生･保護者様のご紹介で入塾される場合は入塾金を    半額割引半額割引半額割引半額割引    させて頂きます。させて頂きます。させて頂きます。させて頂きます。    

 

  
 

 

 

 

 

 

 



 

   

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    火火火火    ●●●●    ●●●●    ●●●●    ●●●●    ●●●●         

２２２２    水水水水    ●●●●    ●●●●    ●●●●            ●●●●        

３３３３    木木木木    ●●●●    ●●●●    ●●●●    ●●●●        ●●●●     

４４４４    金金金金                             

５５５５    土土土土                             

６６６６    日日日日                             

７７７７    月月月月    国国国国                    ○○○○    平常授業スタート 

８８８８    火火火火        国国国国            ○○○○         

９９９９    水水水水            国国国国////英英英英    ○○○○             

10101010    木木木木    算算算算                    ○○○○     

11111111    金金金金        算算算算            ○○○○            

12121212    土土土土            算算算算    ○○○○                

13131313    日日日日                             

14141414    月月月月    国国国国                    ○○○○     

15151515    火火火火        国国国国            ○○○○         

16161616    水水水水            国国国国////英英英英    ○○○○             

17171717    木木木木    算算算算                    ○○○○     

18181818    金金金金        算算算算            ○○○○            

19191919    土土土土            算算算算    ○○○○             

20202020    日日日日                                

21212121    月月月月    国国国国                    ○○○○     

22222222    火火火火        国国国国            ○○○○            

23232323    水水水水            国国国国////英英英英    ○○○○             

24242424    木木木木    算算算算                    ○○○○     

25252525    金金金金        算算算算            ○○○○         

26262626    土土土土            算算算算    ○○○○             

27272727    日日日日                             

28282828    月月月月    国国国国                    ○○○○     

29292929    火火火火                                

30303030    水水水水            国国国国////英英英英    ○○○○             

31313131    木木木木    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。 

    

    

★ 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。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。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。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。    

★★★★    卒業生･塾生･保護者様のご紹介で入塾される場合は入塾金を卒業生･塾生･保護者様のご紹介で入塾される場合は入塾金を卒業生･塾生･保護者様のご紹介で入塾される場合は入塾金を卒業生･塾生･保護者様のご紹介で入塾される場合は入塾金を    半額割引半額割引半額割引半額割引    させて頂きます。させて頂きます。させて頂きます。させて頂きます。    

 

  
 

 

 

 

 


