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   今月の目標 

 

 

下手糞の上級者への道のりは 

 

己が下手さを知りて一歩目！ 

 

出典:スラムダンク   キャラ:安西監督 

 

９９９９////１１１１

（（（（月月月月））））    

 

 

 

夢の持ち方、努力の源！ 

 

 

 

誰もが憧れるサクセスストーリーサクセスストーリーサクセスストーリーサクセスストーリーは、運が良いだけではありません。 

マンガやドラマみたいに上手くいくことばかりでもありません。 

まずは野望野望野望野望と言ってもいいくらいの夢夢夢夢を強く持つこと！  

そういう人は“出来るか出来ないか”という悩みはなく、“できるまでやるぞ”“できるまでやるぞ”“できるまでやるぞ”“できるまでやるぞ”という 

強い気持ち強い気持ち強い気持ち強い気持ちがあるから、少々の辛いことは はねのけてしまいます。 

また、成功する人は「今の自分」の状況「今の自分」の状況「今の自分」の状況「今の自分」の状況をちゃんとわかっています。 

だから、自分に必要なことを集中的にでき、多くの時間を費やせます。やらされている感が 

なく、ヤル気が持続します。プラスの思考が循環することで、反復も苦になりません。 

そうして成功に近づきます。 

逆に「今の自分」の状況を知って、尻込みしてしまう人がいるかもしれません。 

夢や野望が大きければ大きいほど、マイナス要素を一蹴できるはずです。 

 

 

    「「「「下手糞の上級者への道のりは下手糞の上級者への道のりは下手糞の上級者への道のりは下手糞の上級者への道のりは、、、、己が下手さを知りて一歩目！己が下手さを知りて一歩目！己が下手さを知りて一歩目！己が下手さを知りて一歩目！」」」」    

            

ポイント①  夢(野望)を強く持つ。強ければ強いほど、大きければ大きいほど良い！ 

ポイント②  「今の自分の状況」を知ること。弱点だけではなく、良いところも知ることが大切。 

ポイント③  自分に必要なことをとことんやる。ただし、バランスは保つこと。 

            

         

 

 

 

 

 

 



 

≪お知らせ≫ 

 

《中３・第 2 回香統模試返却と第 3 回香統模試のお知らせ》 

 

中 3 生は 8/17 に第 2 回「香統模試」を受験しました。8/27・28 に個人成績表を返却予定です。 

返却の際、お子様と懇談を予定しております。また、第 3 回「香統模試」を 9/20(土)に予定

しております。 

 

《中３・診断テスト対策授業開始》 

 

中 3 生は、９月より授業時間を 19 時～22 時に変更します。また 9 月より毎週土曜日に診断テ

スト対策をメインに授業をします。中学校での学習をしっかり習得することが志望校合格だ

けではなく、高校入学後にも役立つと思います。また授業回数増加に伴い、会費が変更とな

ります。 

 

《中３・私立高校見学ツアー》 

 

毎年エフォートの中３は全員、市内の私立高校見学へ行きます。大手前高松高校と香川誠陵

高校です。今年は、英明高校の特進クラス(希望者のみ)も予定しています。 

保護者様のご参加も受け付けておりますので、ご遠慮なくご参加ください。 

また上記３校につきましては、受験するコース決定の際、不明な点があれば塾へご相談くだ

さい。各私立高校の担当者へ直接我々が問い合わせます。 

 

《中学生・定期テスト対策》 

 

中学生は、10/2・3 に「２学期中間テスト」があります。よって、エフォートでは 9/24 より

「２学期中間テスト対策」を行います。いつものことですが学校への提出物への準備を早め

に取りかかってください。 

 

《中２･１授業時間変更》 

 

10 月より、中２･１は授業時間を変更します。19 時～22 時と変更になります。 

また授業時間増加に伴い、会費が変更となります。 

 

《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。 

8/26 にお申込みいただいた口座より振替をさせて頂いております。ご確認ください。 

今後、変更等がございましたら、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。 

 

《8 月の遠足》 

 

8/8 に遠足に行きましたが、あいにくの天気と遊園地付近が停電というトラブルのため 

十分に楽しんでもらうことができませんでした。よって、遊園地の入園料を一部返金して頂

けました。遠足の費用は 8/26 の口座振替で 9 月分会費と一緒に引き落としさせて頂きます。 

遠足で十分楽しめませんでしたので、何か楽しい企画を冬までにはしたいと企画中です。 

 

         

 

 



 

   

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

２２２２    火火火火        国国国国        ○○○○            中３ 第２回診断テスト 

３３３３    水水水水    国国国国                ○○○○         

４４４４    木木木木            算算算算            ○○○○        

５５５５    金金金金        算算算算        ○○○○                

６６６６    土土土土    算算算算                ○○○○    ●●●●     

７７７７    日日日日                                

８８８８    月月月月            国国国国////英英英英            ○○○○     

９９９９    火火火火        国国国国        ○○○○            
 

11110000    水水水水    国国国国                ○○○○        
 

11111111    木木木木            算算算算            ○○○○    
 

12121212    金金金金        算算算算        ○○○○            
 

13131313    土土土土    算算算算                ○○○○    ●●●●        

14141414    日日日日                             

15151515    月月月月                                

16161616    火火火火        国国国国        ○○○○                

17171717    水水水水    国国国国                ○○○○        
 

18181818    木木木木        

    

算算算算            ○○○○    
 

19191919    金金金金        算算算算        ○○○○            
 

20202020    土土土土    算算算算                ○○○○    ●●●●    
中３ 第３回香統模試 

21212121    日日日日                             

22222222    月月月月            国国国国////英英英英            ○○○○     

23232323    火火火火                             

24242424    水水水水    国国国国            

＊別紙参照＊別紙参照＊別紙参照＊別紙参照    

中学生中学生中学生中学生    テスト対策テスト対策テスト対策テスト対策    

25252525    木木木木            算算算算    中学生中学生中学生中学生    テスト対策テスト対策テスト対策テスト対策 

26262626    金金金金        算算算算        中学生中学生中学生中学生    テスト対策テスト対策テスト対策テスト対策 

27272727    土土土土    算算算算            中学生中学生中学生中学生    テスト対策テスト対策テスト対策テスト対策 

28282828    日日日日                中学生中学生中学生中学生    テスト対策テスト対策テスト対策テスト対策 

29292929    月月月月            国国国国////英英英英    中学生中学生中学生中学生    テスト対策テスト対策テスト対策テスト対策 

30303030    火火火火        国国国国        中学生中学生中学生中学生    テスト対策テスト対策テスト対策テスト対策 

                                    

＊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。    

    

 

  
 

 

 

 

 

 

 

来月より、エフォート通信は HP にてご覧下さい。HP の閲覧が出来ない場合は紙面にてお渡し致します。 



 

   

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    月月月月    国国国国                    ○○○○        

２２２２    火火火火        国国国国            ○○○○        中３ 第２回診断テスト 

３３３３    水水水水            国国国国////英英英英    ○○○○             

４４４４    木木木木    算算算算                    ○○○○        

５５５５    金金金金        算算算算            ○○○○            

６６６６    土土土土            算算算算    ○○○○        ●●●●     

７７７７    日日日日                                

８８８８    月月月月    国国国国                    ○○○○     

９９９９    火火火火        国国国国            ○○○○        
 

11110000    水水水水            国国国国////英英英英    ○○○○            
 

11111111    木木木木    算算算算                    ○○○○    
 

12121212    金金金金        算算算算            ○○○○        
 

13131313    土土土土            算算算算    ○○○○        ●●●●        

14141414    日日日日                             

15151515    月月月月                                

16161616    火火火火        国国国国            ○○○○            

17171717    水水水水            国国国国////英英英英    ○○○○            
 

18181818    木木木木    算算算算                    ○○○○    
 

19191919    金金金金        算算算算            ○○○○        
 

20202020    土土土土            算算算算    ○○○○        ●●●●    
中３ 第３回香統模試 

21212121    日日日日                             

22222222    月月月月    国国国国                    ○○○○     

23232323    火火火火                             

24242424    水水水水            国国国国////英英英英    

＊別紙参照＊別紙参照＊別紙参照＊別紙参照    

中学生中学生中学生中学生    テスト対策テスト対策テスト対策テスト対策    

25252525    木木木木    算算算算            中学生中学生中学生中学生    テスト対策テスト対策テスト対策テスト対策 

26262626    金金金金        算算算算        中学生中学生中学生中学生    テスト対策テスト対策テスト対策テスト対策 

27272727    土土土土            算算算算    中学生中学生中学生中学生    テスト対策テスト対策テスト対策テスト対策 

28282828    日日日日                中学生中学生中学生中学生    テスト対策テスト対策テスト対策テスト対策 

29292929    月月月月    国国国国            中学生中学生中学生中学生    テスト対策テスト対策テスト対策テスト対策 

30303030    火火火火        国国国国        中学生中学生中学生中学生    テスト対策テスト対策テスト対策テスト対策 

                                    

＊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。    

    

 

  
 

 

 

 

 

 

来月より、エフォート通信は HP にてご覧下さい。HP の閲覧が出来ない場合は紙面にてお渡し致します。 

 

 

 


