
 

 

 

vol.120vol.120vol.120vol.120    (2014(2014(2014(2014 年・年・年・年・５５５５月号月号月号月号))))    

    

   今月の目標 
 

勝って、勝ちに傲

お ご

ることなく、 

負けて、負けに屈することなく、 

安きにありて、油断することなく、 

危うきにありて、恐れることもなく、 

ただ、ただ、一筋の道を、踏んでゆけ。    
    

    

嘉納嘉納嘉納嘉納    治五郎治五郎治五郎治五郎（（（（かのうかのうかのうかのう    じごろうじごろうじごろうじごろう））））1860 年 12 月 09 日 - 1938 年 05 月 04 日 

明治から昭和にかけての柔道家、教育者。講道館柔道の創始者であり、柔道・スポーツ・教育分野の発展や日本のオリン

ピック初参加に尽力するなど、日本に於けるスポーツの道を開いた。「柔道の父」と呼ばれる。 

    
 

５５５５////１１１１

（火）（火）（火）（火）    

 

 

 

プラス思考のすゝめ 

 

 

 

「英語は出来ない」とか「数学は嫌い」という生徒がいます。 

 

これは,非常にもったいないもったいないもったいないもったいない    考えだ、と私は思っています。なぜなら、全部苦手な 

わけがないからです。数学全部ではなくて図形が苦手だ、とか文章題(方程式)が苦手だ、 

というように苦手な箇所苦手な箇所苦手な箇所苦手な箇所があるだけで、出来るところもある出来るところもある出来るところもある出来るところもある はずです。 

だからこそ、出来ないことに目を向けるのではなく、出来ることにもっと自信を持つこと 

です。そのうえで、「ここが出来ればここが出来ればここが出来ればここが出来れば    もっと得点アップできる」と考えてはどうで 

しょうか。 

 弱点ばかりにとらわれすぎて、「あ～ダメだ～」「あ～ダメだ～」「あ～ダメだ～」「あ～ダメだ～」と意気消沈しヤル気を失くすよりも、 

「ここは出来る」「ここは出来る」「ここは出来る」「ここは出来る」って自分を褒めながら、ノリノリで取り組むほうが、ヤル気も出て 

良い結果が得られる良い結果が得られる良い結果が得られる良い結果が得られる    はずです。 

子どもたちが「結果を出せる」ためには、プラス思考プラス思考プラス思考プラス思考    で取り組むことが大切です。 

 

 

 

 

 

 

 



 

≪お知らせ≫ 

 

《１学期中間テスト》 

 

５月中旬には、１学期中間テストがあります。中３生の修学旅行の都合上、日程変更のあ

る学校や学年がありますので、事前にご確認ください。 

新中１生は、初めてのテストです。 

①①①①    学校ワーク・ノートなどの提出物を学校ワーク・ノートなどの提出物を学校ワーク・ノートなどの提出物を学校ワーク・ノートなどの提出物を期限を守って期限を守って期限を守って期限を守って出す出す出す出す    

②②②②    授業で先生が言ったことをメモする授業で先生が言ったことをメモする授業で先生が言ったことをメモする授業で先生が言ったことをメモする    

 

 

以上の２点に細心の注意を払ってください。特に提出物はいつ提出するのか、どこまです 

るのか、丸つけをするのか、など、各先生によって指示が異なります。その都度、メモを 

しておくようにしましょう！ 

 

《テスト対策》 

 

 各教室で、中間テスト対策を実施します。上記のとおり、中学校によってテスト日が異な

るため対策授業日を統一できませんので、本紙裏面にて日程表を載せてあります。 

 新中１生の皆さんは初めてのことですのでお知らせしておきます。テスト対策週間(テスト

日より前１週間)は、ほぼ毎日、対策授業を実施します。土曜日、日曜日はお昼をはさみ対策

授業をする予定ですので、昼食を持参して頂く必要があります。また、自習日も必ず塾へ来

て下さい。 

 

【2014 年度の新しい取り組みとして(第１弾)】 

   

    

①①①①    チェックテストの実施チェックテストの実施チェックテストの実施チェックテストの実施 

（授業の理解度をはかるために実施。英語は授業後に“即チェック”の実施） 

②②②②    チェックテストの間違い直しの徹底。チェックテストの間違い直しの徹底。チェックテストの間違い直しの徹底。チェックテストの間違い直しの徹底。    

（専用用紙に間違えた内容や理由など書かせ、自分がつまずいた原因を把握させます） 

③③③③    再テストの実施再テストの実施再テストの実施再テストの実施 

（解けることが最大の目的です。出来るまでフォローします） 

 

 

【ホームページ開設します】 

“塾長のつぶやき”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    

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                ○○○○         

１１１１    木木木木            算算算算            ○○○○◎◎◎◎    中３木太中テスト対策 

２２２２    金金金金        算算算算        ○○○○        ◎◎◎◎    中３木太中テスト対策 

３３３３    土土土土                             

４４４４    日日日日                             

５５５５    月月月月                             

６６６６    火火火火                        ◎◎◎◎    中３木太中テスト対策 

７７７７    水水水水    国国国国                ○○○○    ◎◎◎◎    中３木太中テスト対策 

８８８８    木木木木            算算算算    

テスト対策日程テスト対策日程テスト対策日程テスト対策日程    

＊別紙参照＊別紙参照＊別紙参照＊別紙参照    

中間テスト：木太中中間テスト：木太中中間テスト：木太中中間テスト：木太中        修：桜町中修：桜町中修：桜町中修：桜町中    

９９９９    金金金金        算算算算        中間テスト：木太中中間テスト：木太中中間テスト：木太中中間テスト：木太中        修：桜町中修：桜町中修：桜町中修：桜町中    

11110000    土土土土    算算算算            修：桜町中修：桜町中修：桜町中修：桜町中    

11111111    日日日日                修：桜町中修：桜町中修：桜町中修：桜町中    

12121212    月月月月            国国国国////英英英英        

13131313    火火火火        国国国国         

14141414    水水水水    国国国国            修：修：修：修：木太木太木太木太中中中中 

15151515    木木木木        

    

算算算算    中間テスト中間テスト中間テスト中間テスト        修：木太中修：木太中修：木太中修：木太中 

16161616    金金金金        算算算算        中間テスト中間テスト中間テスト中間テスト        修：木太中修：木太中修：木太中修：木太中 

17171717    土土土土    算算算算             

18181818    日日日日                    

19191919    月月月月            国国国国////英英英英    中間テスト：中間テスト：中間テスト：中間テスト：桜町桜町桜町桜町中中中中         

20202020    火火火火        国国国国        休休休休            中間テスト：中間テスト：中間テスト：中間テスト：桜町桜町桜町桜町中中中中            

21212121    水水水水    国国国国                休休休休         

22222222    木木木木            算算算算            ○○○○        

23232323    金金金金        算算算算        ○○○○             

24242424    土土土土    算算算算                ○○○○         

25252525    日日日日                             

26262626    月月月月            国国国国////英英英英            ○○○○     

27272727    火火火火        国国国国        ○○○○             

28282828    水水水水    国国国国                ○○○○         

29292929    木木木木            算算算算            ○○○○        

30303030    金金金金        算算算算        ○○○○             

31313131    土土土土    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。 

    

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

1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 ： 学校の教科書・ワーク、塾のワーク、やる気!! 

 

【【【【対策日程対策日程対策日程対策日程】】】】    
中中中中１１１１    中中中中２２２２    中中中中３３３３    

 桜町中 その他 桜町中 木太中 

１日(木)    平常授業 18:30～22:00 

２日(金) 平常授業    18:30～22:00 

3 日(土)～5 日(月) 休校 

６日(火)     10:00～17:00 

７日(水)  平常授業 平常授業  15:00～ 

８日(木)   19:00～22:00 修学旅行修学旅行修学旅行修学旅行    14:00～ 

９日(金) 平常授業  自習 修学旅行修学旅行修学旅行修学旅行     

１０日(土)  平常授業 19:00～22:00 修学旅行修学旅行修学旅行修学旅行     

１１日(日)   13:00～17:00 修学旅行修学旅行修学旅行修学旅行     

１２日(月) 
自習 自習 19:00～22:00 19:00～22:00 19:30～22:00 

１３日(火) 19:00～22:00 19:00～22:00 19:00～22:00 自習  

１４日(水) 19:00～22:00 19:00～22:00 14:00～ 自習 修学旅行修学旅行修学旅行修学旅行    

１５日(木) 自習 自習 14:00～ 19:00～22:00 修学旅行修学旅行修学旅行修学旅行    

１６日(金) 19:00～22:00 自習  19:00～22:00 修学旅行修学旅行修学旅行修学旅行    

１７日(土) 10:00～13:00 19:00～22:00 休み 14:00～17:00  

１８日(日)  10:00～17:00  10:00～17:00   

１９日(月) 13:00～ 13:00～  13:00～ 平常授業 

２０日(火) 
休み     

２１日(水)  休み 休み   

２２日(木)    平常授業  

自習室は、夕方 16時から利用可能です。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。 
 

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。 

＜5月 17日(土)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!! 



 

   

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    

28282828    月月月月    国国国国                    ○○○○    修：龍雲中修：龍雲中修：龍雲中修：龍雲中 

29292929    火火火火                            修：龍雲中修：龍雲中修：龍雲中修：龍雲中 

30303030    水水水水            国国国国////英英英英    ○○○○            修：龍雲中修：龍雲中修：龍雲中修：龍雲中 

１１１１    木木木木    算算算算                    ○○○○    修：修：修：修：龍雲龍雲龍雲龍雲中中中中 

２２２２    金金金金        算算算算            ○○○○            

３３３３    土土土土                             

４４４４    日日日日                             

５５５５    月月月月                             

６６６６    火火火火                             

７７７７    水水水水            国国国国////英英英英    

テスト対策日程テスト対策日程テスト対策日程テスト対策日程    

＊別紙参照＊別紙参照＊別紙参照＊別紙参照    

修：修：修：修：山田山田山田山田中中中中 

８８８８    木木木木    算算算算            修：修：修：修：山田山田山田山田中中中中 

９９９９    金金金金        算算算算        修：修：修：修：山田山田山田山田中中中中・協和・協和・協和・協和中中中中 

11110000    土土土土            算算算算    修：協和中修：協和中修：協和中修：協和中 

11111111    日日日日                修：協和中修：協和中修：協和中修：協和中 

12121212    月月月月    国国国国                

13131313    火火火火        国国国国         

14141414    水水水水            国国国国////英英英英     

15151515    木木木木    算算算算            中間テスト中間テスト中間テスト中間テスト 

16161616    金金金金        算算算算            休休休休        中間テスト中間テスト中間テスト中間テスト    

17171717    土土土土            算算算算    休休休休             

18181818    日日日日                                

19191919    月月月月    国国国国                    ○○○○     

20202020    火火火火        国国国国            ○○○○            

21212121    水水水水            国国国国////英英英英    ○○○○             

22222222    木木木木    算算算算                    ○○○○        

23232323    金金金金        算算算算            ○○○○         

24242424    土土土土            算算算算    ○○○○             

25252525    日日日日                             

26262626    月月月月    国国国国                    ○○○○     

27272727    火火火火        国国国国            ○○○○         

28282828    水水水水            国国国国////英英英英    ○○○○             

29292929    木木木木    算算算算                    ○○○○        

30303030    金金金金        算算算算            ○○○○         

31313131    土土土土            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。 

    

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

１学期・中間テスト対策講座 

 

日程…5 月 7 日(水)～15 日(木)の 9 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!! 

 

    中１ 中２ 中３ 

5555 月月月月 7777 日日日日((((水水水水))))    19：30～22：00 

19：30～22：00 

A 自  習 

19：30～22：00 

5555 月月月月 8888 日日日日((((木木木木))))    自  習 

19：00～22：00 

B 自  習 

19：00～22：00 

5555 月月月月 9999 日日日日((((金金金金))))    19：00～22：00 19：00～22：00 自  習 

5555 月１月１月１月１0000 日日日日((((土土土土))))    

13：00～16：30 

19：00～21：00 

A  9：00～15：00 

B 15：00～21：00 

 9：00～12：00 

13：00～16：30 

5555 月１月１月１月１1111 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 

5555 月１月１月１月１2222 日日日日((((月月月月))))    19：00～21：30 19：00～22：00 19：00～22：00 

5555 月１月１月１月１3333 日日日日((((火火火火))))    19：00～21：30 19：00～22：00 19：00～22：00 

5555 月１月１月１月１4444 日日日日((((水水水水))))    14：00～ 14：00～ 14：00～ 

 

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。    

＜＜＜＜5555 月月月月 10101010 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!! 


