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   今月の目標 
 

「ボールを１０回打つうち、 

何球目で最高のショットを打てればいいと思いますか？」 

と聞くと、たいていの人は「５、６球目」と答えます。 

でもでもでもでも、、、、それではいけません。それではいけません。それではいけません。それではいけません。    
できるかどうかは別として 

「「「「１球目１球目１球目１球目からナイスショットにしよう」からナイスショットにしよう」からナイスショットにしよう」からナイスショットにしよう」という気持ちで打つ方が、早く上達します。 

これは、「最初から積極的にいこう」 
というメンタルが行動に反映され、行動の質を高めていくから行動の質を高めていくから行動の質を高めていくから行動の質を高めていくからだと思います。  

松岡修造(日本の元プロテニス選手) 
 

６６６６////１１１１

（（（（日日日日））））    

 

 

 

始めるのはいつ？ 

 

 

 

最近の流行語。「いつやるの？「いつやるの？「いつやるの？「いつやるの？    －今でしょ！－」－今でしょ！－」－今でしょ！－」－今でしょ！－」    

これには、やられたっ！やられたっ！やられたっ！やられたっ！    と思いました。 

大事なことを一言で表せて、しかもインパクトもありますよね。 

今今今今というこの瞬間を大切にしなければならないことは多いような気がします。 

特に、勉強で一番大切なのは、授業を受けてる授業を受けてる授業を受けてる授業を受けてる今、なのです。 

宿題をしても、授業で学んだことがわからなければ解けずに困ります。 

質問すればいいのですが、もう一度同じ時間を費やさなければいけません。 

限られた時間を有効に使う、もっと言えば、楽して成績アップ楽して成績アップ楽して成績アップ楽して成績アップをしたいなら、 

授業(学校でも塾でも)を真剣に受けるべきです。 

 

さあ、授業を大切にするのは いついついついつからやるのからやるのからやるのからやるの？？？？  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

≪お知らせ≫ 

 

《テスト対策を振り返って》 

 

テスト対策はよく頑張りましたね。特に中１は初めてのテスト対策でした。 

「こんなに勉強しなければいけないのか」と思った人も多かったようです。そこで、今後

のために、テスト対策をもっと楽にする方法を考えてみましょう。 

    

学校で学習学校で学習学校で学習学校で学習終了した単元の終了した単元の終了した単元の終了した単元の    

①①①①    学校ワークを学校ワークを学校ワークを学校ワークを進めておく進めておく進めておく進めておく    ②②②②    社会の教科書をまとめておく社会の教科書をまとめておく社会の教科書をまとめておく社会の教科書をまとめておく    

以上の２点を、次回期末テスト対策 開始時(6/16(6/16(6/16(6/16 月月月月曜日曜日曜日曜日))))までにしましょう。 

        ①…①…①…①…学校ワークは出題の中心。また、提出物の評価の対象。学校ワークは出題の中心。また、提出物の評価の対象。学校ワークは出題の中心。また、提出物の評価の対象。学校ワークは出題の中心。また、提出物の評価の対象。←重要！←重要！←重要！←重要！        

         テスト発表になってから慌ててやりだすのが「学校ワーク」です。しかしながら、 

提出することだけに目を向け、答えを埋めればよい、という風にしてしまう人が多く 

います。これは学習学習学習学習ではなく作業作業作業作業です。対策までにわからないところは質問して 1 度 

は解いておくべきです。対策期間中には、何度も反復して完璧に出来るようにするこ 

とが大切です。 

＊書き込みをしてはいけない場合がありますので、ノートにするようにしましょう。 

②…②…②…②…教科書教科書教科書教科書////ノートは基本中の基本。これを読まずしてテストはできません。ノートは基本中の基本。これを読まずしてテストはできません。ノートは基本中の基本。これを読まずしてテストはできません。ノートは基本中の基本。これを読まずしてテストはできません。←基本←基本←基本←基本！！！！        

         テスト期間中に「学校ワーク」や「塾ワーク」などを解くことをメインに対策授業 

     を組んでいますが、見落としがちなのが教科書教科書教科書教科書////ノートを読むノートを読むノートを読むノートを読むこと。テスト期間になっ 

てからではなく、普段から教科書をまとめておくなど事前の準備をしておきましょう。    

   ＊教科書まとめノート 

 

卒業生 K さんが、中１～中３まで書き溜めた「教科書まとめノート」を参考にして下さい。 

卒業生 K さんは、最初、理社が思うように得点できず、「教科書をまとめたノートを作 

れば？」という吉岡先生のアドバイス通りコツコツ 3 年間書き溜めていました。 

 

【2014 年度の取り組み】 

   

    

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） 

 

【ホームページ開設中】 

“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    

１１１１    日日日日                                

２２２２    月月月月            国国国国////英英英英            ○○○○     

３３３３    火火火火        国国国国        ○○○○             

４４４４    水水水水    国国国国                ○○○○        中３中３中３中３    第第第第 1111 回診断テスト回診断テスト回診断テスト回診断テスト    

５５５５    木木木木            算算算算            ○○○○        

６６６６    金金金金        算算算算        ○○○○             

７７７７    土土土土    算算算算                ○○○○            

８８８８    日日日日                             

９９９９    月月月月            国国国国////英英英英            ○○○○        

11110000    火火火火        国国国国        ○○○○             

11111111    水水水水    国国国国                ○○○○            

12121212    木木木木            算算算算            ○○○○     

13131313    金金金金        算算算算        ○○○○                

14141414    土土土土    算算算算                ○○○○         

15151515    日日日日                                

16161616    月月月月            国国国国////英英英英    

対策日程表をお配りします対策日程表をお配りします対策日程表をお配りします対策日程表をお配りします    

テスト対策週間テスト対策週間テスト対策週間テスト対策週間    

17171717    火火火火        国国国国        テスト対策テスト対策テスト対策テスト対策 

18181818    水水水水    国国国国    

    

    テスト対策テスト対策テスト対策テスト対策 

19191919    木木木木            算算算算    テスト対策テスト対策テスト対策テスト対策 

20202020    金金金金        算算算算        テスト対策テスト対策テスト対策テスト対策 

21212121    土土土土    算算算算            テスト対策テスト対策テスト対策テスト対策 

22222222    日日日日                テスト対策テスト対策テスト対策テスト対策 

23232323    月月月月            国国国国////英英英英    テスト対策テスト対策テスト対策テスト対策 

24242424    火火火火        国国国国        期末テスト期末テスト期末テスト期末テスト    

25252525    水水水水    国国国国            期末テスト期末テスト期末テスト期末テスト    

26262626    木木木木            算算算算            休休休休    期末テスト期末テスト期末テスト期末テスト    

27272727    金金金金        算算算算        休休休休                

28282828    土土土土    算算算算                休休休休         

29292929    日日日日                                

30303030    月月月月            国国国国////英英英英            ○○○○     

                                    

＊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。    

    

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 



 

   

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    日日日日                                

２２２２    月月月月    国国国国                    ○○○○     

３３３３    火火火火        国国国国            ○○○○            

４４４４    水水水水            国国国国////英英英英    ○○○○            中３中３中３中３    第第第第 1111 回診断テスト回診断テスト回診断テスト回診断テスト 

５５５５    木木木木    算算算算                    ○○○○        

６６６６    金金金金        算算算算            ○○○○         

７７７７    土土土土            算算算算    ○○○○                

８８８８    日日日日                             

９９９９    月月月月    国国国国                    ○○○○        

11110000    火火火火        国国国国            ○○○○         

11111111    水水水水            国国国国////英英英英    ○○○○                

12121212    木木木木    算算算算                    ○○○○     

13131313    金金金金        算算算算            ○○○○            

14141414    土土土土            算算算算    ○○○○             

15151515    日日日日                                

16161616    月月月月    国国国国            

対策日程表をお配りします対策日程表をお配りします対策日程表をお配りします対策日程表をお配りします    

テスト対策週間テスト対策週間テスト対策週間テスト対策週間    

17171717    火火火火        国国国国        テスト対策テスト対策テスト対策テスト対策 

18181818    水水水水            国国国国////英英英英    テスト対策テスト対策テスト対策テスト対策 

19191919    木木木木    算算算算            テスト対策テスト対策テスト対策テスト対策 

20202020    金金金金        算算算算        テスト対策テスト対策テスト対策テスト対策 

21212121    土土土土            算算算算    テスト対策テスト対策テスト対策テスト対策 

22222222    日日日日                テスト対策テスト対策テスト対策テスト対策 

23232323    月月月月    国国国国            テスト対策テスト対策テスト対策テスト対策 

24242424    火火火火        国国国国        期末テスト期末テスト期末テスト期末テスト    

25252525    水水水水            国国国国////英英英英    期末テスト期末テスト期末テスト期末テスト    

26262626    木木木木    算算算算                    休休休休    期末テスト期末テスト期末テスト期末テスト    

27272727    金金金金        算算算算            休休休休            

28282828    土土土土            算算算算    休休休休             

29292929    日日日日                                

30303030    月月月月    国国国国                    ○○○○     

                                    

＊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。    

    

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

卒業生卒業生卒業生卒業生 KKKK さんの「教科書まとめノート」さんの「教科書まとめノート」さんの「教科書まとめノート」さんの「教科書まとめノート」    
 
 
 
 
 
 
 
 
 


