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   今月の目標 
 

 

ハイハイハイハイという返事がキチンと出来るかどうか。 

挨拶挨拶挨拶挨拶がキチンと出来るかどうか。 

後片付け後片付け後片付け後片付けがキチンと出来るかどうか。 

教育はこの三つがキチンと出来るかどうかですね。 

 

永六輔［えい・ろくすけ］（放送作家・作詞家・エッセイスト、1933～） 

『「気楽に生きる知恵」─無名人語録』より 
 

 

 

８８８８////１１１１

（（（（金金金金））））    

 

 

 

守らせたい、３つのこと！ 

 

 

 

・最近、生徒によく注意するのが「返事をしなさい。」なんです。決して生徒たちも悪気が 

あるわけではないのですが、何も言わずにうなずくだけ。これではいけません。 

意思表示は大切。必ず、声にして返事をしてほしいと思います。 

 

・また、挨拶をするのが恥ずかしいという人がいます。特に若い世代の人たちは  

“コミュニケーション能力“コミュニケーション能力“コミュニケーション能力“コミュニケーション能力不足”不足”不足”不足”とよく言われています。それは、小さいうちから 

声を出して挨拶をしていないから。たったこれだけのことを小さいころから積み 

重ねていれば、コミュニケーション能力不足にはなりません。 

 

 

・塾では、授業後 机の上の消しかすを必ずゴミ箱に入れてから帰るように指導していま 

す。全員が授業後にゴミ箱の取り合いをする様を見て、習慣が身についている 

ことを改めて実感します。 

 

 「勉強ができる子は、返事や挨拶、片付けなど、 

      当たり前のことが当たり前にできる当たり前のことが当たり前にできる当たり前のことが当たり前にできる当たり前のことが当たり前にできる習慣習慣習慣習慣を身に付けている！」 

 

 

 

 

 

 



 

 

≪お知らせ≫ 

 

《懇談会》 

 

１学期個人懇談会を行いました。特に仏生山教室では、テスト期間中 副教科の学習は家では

やらないので、塾の自習室の利用を希望する保護者様が多数いらっしゃいました。次回には

ご要望にお応えできるようにしたいとお思います。 

 

《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。 

変更がございましたら、毎月 19 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。引き落とし日は毎月 26 日です。 

 

 

１学期（中間→期末） 成績アップ 

    

1111 位位位位→→→→1111 位位位位    231231231231 位位位位→→→→168168168168 位位位位    222222222222 位位位位→→→→171171171171 位位位位    111198989898 位位位位→→→→127127127127 位位位位    

香南中香南中香南中香南中    ２２２２年年年年    63636363 位位位位アップアップアップアップ    51515151 位位位位アップアップアップアップ    71717171 位位位位アップアップアップアップ    

    

111161616161 位位位位→→→→120120120120 位位位位    108108108108 位位位位→→→→89898989 位位位位    165165165165 位位位位→→→→131131131131 位位位位    98989898 位位位位→→→→79797979 位位位位    

41414141 位位位位アップアップアップアップ    19191919 位位位位アップアップアップアップ    34343434 位位位位アップアップアップアップ    19191919 位位位位アップアップアップアップ    

    

111165656565 位位位位→→→→139139139139 位位位位    28282828 位位位位→→→→10101010 位位位位    164164164164 位位位位→→→→152152152152 位位位位    72727272 位位位位→→→→60606060 位位位位    

26262626 位位位位アップアップアップアップ    18181818 位位位位アップアップアップアップ    12121212 位位位位アップアップアップアップ    12121212 位位位位アップアップアップアップ    

    

78787878 位位位位→→→→55555555 位位位位    178178178178 位位位位→→→→141141141141 位位位位    85858585 位位位位→→→→48484848 位位位位    21212121 位位位位→→→→11111111 位位位位    

23232323 位位位位アップアップアップアップ    37373737 位位位位アップアップアップアップ    37373737 位位位位アップアップアップアップ    10101010 位位位位アップアップアップアップ    

   

 

23232323 位位位位→→→→12121212 位位位位    27272727 位位位位→→→→24242424 位位位位    61616161 位位位位→→→→59595959 位位位位        

11111111 位位位位アップアップアップアップ    3333 位位位位アップアップアップアップ    2222 位位位位アップアップアップアップ        

他にも多数成績アップした人がいます！ 

 

 



 

   

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    

小小小小    

１～３１～３１～３１～３    

小小小小    

４～６４～６４～６４～６    

英語英語英語英語    

準備級準備級準備級準備級    

英語英語英語英語    

初・中級初・中級初・中級初・中級    

小６小６小６小６    

理社理社理社理社    

    中１中１中１中１    中２中２中２中２    中３中３中３中３    

復習復習復習復習    

英数英数英数英数    

復習復習復習復習    

理社理社理社理社    

22222222    火火火火    ●●●●        ●●●●    ●●●●        個別指導個別指導個別指導個別指導        ●●●●            ●●●●    

23232323    水水水水    ●●●●                 個別指導個別指導個別指導個別指導 ●●●●    ●●●● 

24242424    木木木木    ●●●●        ●●●●    ●●●●       ●●●●   ●●●● 

25252525    金金金金    ●●●●                        ●●●●                ●●●●    

26262626    土土土土    理科実験理科実験理科実験理科実験    個別指導個別指導個別指導個別指導        ●●●●        ●●●●        

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        ●●●●               ●●●● ●●●● ●●●●  

１１１１    金金金金        ●●●●           ●●●●     ●●●●    ●●●●     

２２２２    土土土土                        

３３３３    日日日日                                                

４４４４    月月月月                ●●●●    ●●●● 個別指導個別指導個別指導個別指導 ●●●●     ●●●● ●●●●     

５５５５    火火火火                    ●●●●    個別指導個別指導個別指導個別指導     ●●●●    ●●●● ●●●●     

６６６６    水水水水                ●●●●    ●●●●    個別指導個別指導個別指導個別指導    ●●●●  ●●●●    ●●●●        

７７７７    木木木木                    ●●●● 個別指導個別指導個別指導個別指導     ●●●● ●●●● ●●●●  

８８８８    金金金金    遠足遠足遠足遠足 

９９９９    土土土土                      香統模試香統模試香統模試香統模試       

17171717    日日日日    全国テスト全国テスト全国テスト全国テスト        ●●●●     香統模試香統模試香統模試香統模試      

18181818    月月月月    ●●●●                      ●●●●    ●●●●         

19191919    火火火火    ●●●●                     ●●●●     

20202020    水水水水    ●●●●                    個別指導個別指導個別指導個別指導     ●●●● ●●●●            

21212121    木木木木        ●●●●                    ●●●●        ●●●●      

22222222    金金金金        ●●●●                        ●●●●    ●●●●            

23232323    土土土土                                                

24242424    日日日日                                                

25252525    月月月月        ●●●●               ●●●●    ●●●●         

26262626    火火火火        ●●●●                 ●●●●     ●●●●      

27272727    水水水水        ●●●●               ●●●● ●●●●         

28282828    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    

小小小小    

１～３１～３１～３１～３    

小小小小    

４～６４～６４～６４～６    

英語英語英語英語    

準備級準備級準備級準備級    

英語英語英語英語    

初・中級初・中級初・中級初・中級    

小６小６小６小６    

理社理社理社理社    

    中１中１中１中１    中２中２中２中２    中３中３中３中３    

復習復習復習復習    

英数英数英数英数    

復習復習復習復習    

理社理社理社理社    

22222222    火火火火    ●●●●                            ●●●●            ●●●●    

23232323    水水水水    ●●●●        ●●●●    ●●●●      ●●●●    ●●●● 

24242424    木木木木    ●●●●                 個別指導個別指導個別指導個別指導  ●●●●   ●●●● 

25252525    金金金金    ●●●●        ●●●●    ●●●●        
個別指導個別指導個別指導個別指導 ●●●●                ●●●●    

26262626    土土土土    理科実験理科実験理科実験理科実験            ●●●●        ●●●●        

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        ●●●●               ●●●● ●●●● ●●●●  

１１１１    金金金金        ●●●●           ●●●●     ●●●●    ●●●●     

２２２２    土土土土                        

３３３３    日日日日                                                

４４４４    月月月月                    ●●●● 個別指導個別指導個別指導個別指導 ●●●●     ●●●● ●●●●     

５５５５    火火火火                ●●●●    ●●●●    個別指導個別指導個別指導個別指導  ●●●●    ●●●● ●●●●     

６６６６    水水水水                    ●●●●    個別指導個別指導個別指導個別指導 ●●●●  ●●●●    ●●●●        

７７７７    木木木木                ●●●●    ●●●● 個別指導個別指導個別指導個別指導     ●●●● ●●●● ●●●●  

８８８８    金金金金    遠足遠足遠足遠足 

９９９９    土土土土                      香統模試香統模試香統模試香統模試       

17171717    日日日日    全国テスト全国テスト全国テスト全国テスト  ●●●●     香統模試香統模試香統模試香統模試      

18181818    月月月月    ●●●●                   ●●●●    ●●●●         

19191919    火火火火    ●●●●                  ●●●●     

20202020    水水水水    ●●●●                      ●●●● ●●●●         

21212121    木木木木        ●●●●                
個別指導個別指導個別指導個別指導 ●●●●        ●●●●      

22222222    金金金金        ●●●●                個別指導個別指導個別指導個別指導     ●●●●    ●●●●            

23232323    土土土土                                                

24242424    日日日日                                                

25252525    月月月月        ●●●●             個別指導個別指導個別指導個別指導  ●●●●    ●●●●         

26262626    火火火火        ●●●●                
個別指導個別指導個別指導個別指導 ●●●●     ●●●●      

27272727    水水水水        ●●●●             個別指導個別指導個別指導個別指導  ●●●● ●●●●         

28282828    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。    

    

 

  
 

 

 

 

 

 


