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   今月の目標 
 

まず夢夢夢夢を持つ。 

問題を割算割算割算割算し、ひとつずつ片付ける。 

心の中の可能性を掛算掛算掛算掛算する。 

あらゆるネガティブな考えを引算引算引算引算して、始める。 

情熱と決意を足算足算足算足算する。 

そうすれば、目標目標目標目標がががが達成達成達成達成されるだろう。    出典『達成の数学』 
 

 

 

７７７７////１１１１

（（（（火火火火））））    

 

 

 

目標達成のための公式！ 

 

 

 

「なんだかうまくいかない。」と言って、すぐにあきらめてしまう人がいます。 

そういう場合、一度にあるいは一気にやろうとして挫折することがほとんどです。 

そうして、「無理だった」とか「うまくいかない」と言って自信を無くしてしまっているの 

ではないでしょうか。 

 

・一度にできることの量は限られています。だから、まず、しなければならないことを 

小分けにしていく必要があります。これが計画です。 

・計画を日々実行するなかで、上手くいく日もそうでないときもあります。 

上手くいった時の気持ちを次への原動力としましょう。 

・その原動力が目標達成の情熱や決意につながります。 

 

掛ける･割る･足す･引く、という途中過程を経て目標が達成されるのです。 

“結果は大事。でも途中過程がなければ、結果は生まれません” 

 

 

 

 

 

 



 

 

≪お知らせ≫ 

 

《テスト対策を振り返って》 

 

中１は初めての期末テストでした。４教科のテスト勉強が増え大変でしたね。 

また、どの学年も徐々に学習単元が難しくなってきています。テスト前だけで対応しようと

することなく、普段からの学習で理解を深めていきましょう。 

    

２学期中間テスト対策２学期中間テスト対策２学期中間テスト対策２学期中間テスト対策(9/25)(9/25)(9/25)(9/25)までに、までに、までに、までに、    

①①①①    １学期の復習をして１学期の復習をして１学期の復習をして１学期の復習をしておくおくおくおく    ②②②②    理社理社理社理社の教科書をまとめておくの教科書をまとめておくの教科書をまとめておくの教科書をまとめておく    

以上の２点を、しておきましょう。 

 

《懇談会》 

 

１学期個人懇談会を行います。別紙にて懇談希望時間のアンケートにお答えください。 

 

《中３入試対策テキスト購入》 

 

今後、入試対策演習授業を行いますが、その際使用するテキストを 7 月分会費にて集金させ

ていただきます。 

 

《会費引き落としについて》 

 

9 月分会費より、会費を銀行引き落としにさせて頂きます。申込用紙のご提出がまだの方はご

提出くださいますようよろしくお願いいたします。 

 

《夏の講習会》 

 

7/22 より、夏の講習会「ステップアップ講習」「ステップアップ講習」「ステップアップ講習」「ステップアップ講習」を行います。 

① 小１～中２生は、復習と予習をメインにカリキュラムを組んでいます 

② 中３生は、診断テスト対策をメインに、たっぷり 18 日間の講習を行います。 

また、選択コースもご用意しました。是非、ご参加ください。 

 

・小６小６小６小６「理・社コース」「理・社コース」「理・社コース」「理・社コース」…中学での基礎となる単元を指導します！ 

・小学生小学生小学生小学生英語コース英語コース英語コース英語コース…早めの準備で英語が楽しく学習できます。 

・理科実験教室理科実験教室理科実験教室理科実験教室…今年は“望遠鏡”を作ります。この夏は星の観察をしましょう！ 

・小６･５小６･５小６･５小６･５「中学入学体験」「中学入学体験」「中学入学体験」「中学入学体験」…勉強も部活も先取り体験しましょう。 

・小学生小学生小学生小学生・全国テスト・全国テスト・全国テスト・全国テスト…ライバルは全国にいる！自分の実力を試してみよう。 

・中３中３中３中３「中「中「中「中 1111 内容、徹底復習コース」内容、徹底復習コース」内容、徹底復習コース」内容、徹底復習コース」…忘れかけている中 1 内容。徹底復習で得点倍増。 

・中３･２中３･２中３･２中３･２映像授業「国語・論理エンジン」映像授業「国語・論理エンジン」映像授業「国語・論理エンジン」映像授業「国語・論理エンジン」…全国的に有名な出口先生の教材で国語力アップ。 

・中３～１中３～１中３～１中３～１映像授業映像授業映像授業映像授業「ネオスタディ」「ネオスタディ」「ネオスタディ」「ネオスタディ」…PC やタブレットでも視聴できます。家庭学習に最適です。 

・夏の個別コース夏の個別コース夏の個別コース夏の個別コース…これだけは出来るようにしたい。という要望にお応えします。 

・校外学習校外学習校外学習校外学習…行先は未定ですが、みんなで思い切り遊びましょう。 

 

【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    火火火火        国国国国        ○○○○                

２２２２    水水水水    国国国国                ○○○○         

３３３３    木木木木            算算算算            ○○○○     

４４４４    金金金金        算算算算        ○○○○                

５５５５    土土土土    算算算算                ○○○○            

６６６６    日日日日                             

７７７７    月月月月            国国国国////英英英英            ○○○○        

８８８８    火火火火        国国国国        ○○○○            懇談会 

９９９９    水水水水    国国国国                ○○○○        懇談会 

11110000    木木木木            算算算算            ○○○○    懇談会 

11111111    金金金金        算算算算        ○○○○    ○○○○        懇談会 

12121212    土土土土    算算算算                振替振替振替振替        懇談会 

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                             

22222222    火火火火    

しおりにて講習日をご確認ください。しおりにて講習日をご確認ください。しおりにて講習日をご確認ください。しおりにて講習日をご確認ください。    

夏野講習スタート 

23232323    水水水水     

24242424    木木木木        

25252525    金金金金        

26262626    土土土土        

27272727    日日日日        

28282828    月月月月     

29292929    火火火火        

30303030    水水水水     

31313131    木木木木        

＊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    火火火火        国国国国            ○○○○            

２２２２    水水水水            国国国国////英英英英    ○○○○             

３３３３    木木木木    算算算算                    ○○○○        

４４４４    金金金金        算算算算            ○○○○         

５５５５    土土土土            算算算算    ○○○○                

６６６６    日日日日                             

７７７７    月月月月    国国国国                    ○○○○        

８８８８    火火火火        国国国国            ○○○○        懇談会 

９９９９    水水水水            国国国国////英英英英    ○○○○            懇談会 

11110000    木木木木    算算算算            ○○○○        ○○○○    懇談会 

11111111    金金金金        算算算算            ○○○○        懇談会 

12121212    土土土土            算算算算    振替振替振替振替            懇談会 

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                             

22222222    火火火火    

しおりにて講習日をご確認ください。しおりにて講習日をご確認ください。しおりにて講習日をご確認ください。しおりにて講習日をご確認ください。    

夏野講習スタート 

23232323    水水水水     

24242424    木木木木        

25252525    金金金金        

26262626    土土土土        

27272727    日日日日        

28282828    月月月月     

29292929    火火火火        

30303030    水水水水     

31313131    木木木木        

＊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。    

    

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


