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   今月の目標 
 
 

・出会えたことに感謝。 

 

人と人とのつながりには、 

個人の意思や希望をこえた 

深い縁の力が働いている。 

このつながりを大事にしさらに強めてゆきたい。 
松下幸之助松下幸之助松下幸之助松下幸之助    

 

 

1111////1111（（（（木木木木））））    

 

 

 

ありがとうの気持ちを込めて！ 

 

 

 

新年を迎える 1 月号。でも作っているのは年末なので、頭の中は 2014 年の回想ばかり。 

 

１年前からは長井先生が復帰され、冬からはニューフェイスの片山先生が来てくれて 

います。大西先生も開塾早々から来て頂き、何かとまわりの人々に助けられているな 

ぁと改めて思いました。こうやって巡り合う人達に感謝しつつ、さらに助けて頂こう 

と…、というのは冗談ですが私も何かお役に立てるよう努めていきたいと思います。 

 

今年度もたくさんの生徒さんや保護者さまにお会いできたことに感謝しております。 

数ある学習塾のなかでエフォートを選んで下さったことは、深い縁の力が働いている 

としか言いようがありません！ 

 

このご縁を大事にし、皆さまのお役にたてるよう職員一同 精一杯お子様の指導に 

当たらせて頂く所存です。 

 

２０１５年もどうぞよろしくお願いいたします。 

 

（株）BEEGOOD 

総合学習塾 Effort [エフォート] 代表 吉岡大輔 

 

 

                    

         

 

 

 

 

 

 



 

 

 

≪お知らせ≫ 

 

《中学生・香統模試》 

 

中学生は１月９日、１０日の両日、香川県統一模擬試験(かとうもし)を受験します。 

志望校を３校までご記入頂けますと、個人成績表にて志望校判定を受けられます。 

今回の受験を、高校や将来についてお話合いくださる良いチャンスとして下さいますようお願

い致します。個人成績表は３学期学年末の懇談にて返却予定ですが、お子様にはそれ以前に個

人面談でお見せする予定です。 

 

 

《中３ 私立高校入試》 

 

中３生はいよいよ私立高校入試です。１/１０～１２がほぼどの高校も入試となっています。 

できるだけ入試前日も塾へ来て過去問等に取り組んでください。過去問は各学校によって出題

形式が異なりますので入試当日に慌てないためです。 

入試前日の生徒さんは早めに帰宅させます。 

 

 

《中３ 公立高校受験校決定のための懇談》 

 

第５回の診断テストまでの結果で最終的に公立高校の受験校を決定しなければならない時期と

なりました。私立高校の入試が終わり次第、懇談を予定しております。 

この期間以外でも、懇談をさせて頂きますので遠慮なくお申し出ください。 

また「学校での懇談後、もう一度」という場合もすぐに対応させて頂きます。 

ご都合の良い日をお知らせ下さい。お子様にとって一番良い受験を一緒に考えさせて頂きます。 

 

 

《ボーリング大会》 

 

夏の遠足は、台風の影響もあり、遊園地でしっかりと遊ぶことが出来ず不十分な思い出とな

ってしまいました。そこで、冬の講習後に「ボーリング大会」を開催致しました。 

各チームで総合点を競い優勝者には景品を、参加者には参加賞をお渡ししました。 

     
 

 

 

 

 

《会費引き落としについて》 

 

２月分会費を銀行引き落としにさせて頂いております。 

1 月 26 日に、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、1月 15 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。 

 

 

 



 

   

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    木木木木                                

２２２２    金金金金                                

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    ぜんけん模試ぜんけん模試ぜんけん模試ぜんけん模試    ○○○○    ○○○○    ○○○○        

８８８８    木木木木            算算算算            私立対策私立対策私立対策私立対策        

９９９９    金金金金        算算算算        香統模試香統模試香統模試香統模試（国・数・社）（国・数・社）（国・数・社）（国・数・社）            

11110000    土土土土    算算算算            香統模試香統模試香統模試香統模試（英・理・採点）（英・理・採点）（英・理・採点）（英・理・採点）    私立対策私立対策私立対策私立対策        

11111111    日日日日                                

12121212    月月月月                                

13131313    火火火火        国国国国        ○○○○                

14141414    水水水水    国国国国                ○○○○            

15151515    木木木木            算算算算            ○○○○        

16161616    金金金金        算算算算        ○○○○                

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            ○○○○     

20202020    火火火火        国国国国        ○○○○             

21212121    水水水水    国国国国                ○○○○         

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                ○○○○    ●●●●    中３中３中３中３直前直前直前直前回回回回    香統模試香統模試香統模試香統模試    

＊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。    

    

 

  
 
 
 
 
 
 
 

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    木木木木                                

２２２２    金金金金                                

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    ぜんけん模試ぜんけん模試ぜんけん模試ぜんけん模試    ○○○○    ○○○○    ○○○○        

８８８８    木木木木    算算算算                    私立対策私立対策私立対策私立対策        

９９９９    金金金金        算算算算        香統模試香統模試香統模試香統模試（国・数・社）（国・数・社）（国・数・社）（国・数・社）            

11110000    土土土土            算算算算    香統模試香統模試香統模試香統模試（英・理・採点）（英・理・採点）（英・理・採点）（英・理・採点）    私立対策私立対策私立対策私立対策        

11111111    日日日日                                

12121212    月月月月                                

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                    ○○○○        

16161616    金金金金        算算算算            ○○○○            

17171717    土土土土            算算算算    ○○○○        ●●●●        

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    ○○○○        ●●●●    中３中３中３中３直前直前直前直前回回回回    香統模試香統模試香統模試香統模試    

＊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。    

    

 

  
 
 
 
 
 
 
 

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。 



 

2014201420142014    ２学期期末テスト２学期期末テスト２学期期末テスト２学期期末テスト    成績アップ成績アップ成績アップ成績アップ    
(赤字は過去最高順位) 

 

学校名学校名学校名学校名    前回前回前回前回        今回今回今回今回    UpUpUpUp    学校名学校名学校名学校名    前回前回前回前回        今回今回今回今回    UpUpUpUp    

過去最高順位更新過去最高順位更新過去最高順位更新過去最高順位更新

龍雲中龍雲中龍雲中龍雲中 3333    54545454    ↗↗↗↗    53535353    1111 位位位位    UpUpUpUp    
過去最高順位更新過去最高順位更新過去最高順位更新過去最高順位更新

龍雲中龍雲中龍雲中龍雲中 3333    
170170170170    ↗↗↗↗    132132132132    38383838 位位位位    UpUpUpUp    

過去最高順位更新過去最高順位更新過去最高順位更新過去最高順位更新

塩江中塩江中塩江中塩江中 3333    9999    ↗↗↗↗    7777    2222 位位位位    UpUpUpUp    
過去最高順位更新過去最高順位更新過去最高順位更新過去最高順位更新

太田中太田中太田中太田中 3333    133133133133    ↗↗↗↗    114114114114    19191919 位位位位    UpUpUpUp    

前回順位更新前回順位更新前回順位更新前回順位更新    

桜町中桜町中桜町中桜町中 3333    172172172172    ↗↗↗↗    166166166166    6666 位位位位    UpUpUpUp    
過去最高順位更新過去最高順位更新過去最高順位更新過去最高順位更新    

木太中木太中木太中木太中 3333    89898989    ↗↗↗↗    55555555    44444444 位位位位    UpUpUpUp    

前回順位更新前回順位更新前回順位更新前回順位更新    

桜町中桜町中桜町中桜町中 3333    174174174174    ↗↗↗↗    149149149149    25252525 位位位位    UpUpUpUp    
前回順位更新前回順位更新前回順位更新前回順位更新    

木太中木太中木太中木太中 3333    195195195195    ↗↗↗↗    187187187187    8888 位位位位    UpUpUpUp    

前回順位更新前回順位更新前回順位更新前回順位更新    

木太中木太中木太中木太中 3333    141141141141    ↗↗↗↗    124124124124    17171717 位位位位    UpUpUpUp    
前回順位更新前回順位更新前回順位更新前回順位更新    

龍雲中龍雲中龍雲中龍雲中 3333    110110110110    ↗↗↗↗    95959595    15151515 位位位位    UpUpUpUp    

前回順位更新前回順位更新前回順位更新前回順位更新    

龍雲中龍雲中龍雲中龍雲中 3333    35353535    ↗↗↗↗    20202020    15151515 位位位位    UpUpUpUp    
前回順位更新前回順位更新前回順位更新前回順位更新    

龍雲中龍雲中龍雲中龍雲中 3333    55555555    ↗↗↗↗    54545454    1111 位位位位    UpUpUpUp    

前回順位更新前回順位更新前回順位更新前回順位更新    

龍雲中龍雲中龍雲中龍雲中 3333    100100100100    ↗↗↗↗    68686868    32323232 位位位位    UpUpUpUp    
前回順位更新前回順位更新前回順位更新前回順位更新    

龍雲中龍雲中龍雲中龍雲中 3333    90909090    ↗↗↗↗    79797979    11111111 位位位位    UpUpUpUp    

前回順位更新前回順位更新前回順位更新前回順位更新    

協和中協和中協和中協和中 3333    55555555    ↗↗↗↗    34343434    21212121 位位位位    UpUpUpUp    
前回順位更新前回順位更新前回順位更新前回順位更新    

桜町中桜町中桜町中桜町中 3333    53535353    ↗↗↗↗    27272727    26262626 位位位位    UpUpUpUp    

過去最高順位更新過去最高順位更新過去最高順位更新過去最高順位更新

桜町中桜町中桜町中桜町中 2222    145145145145    ↗↗↗↗    128128128128    17171717 位位位位    UpUpUpUp    
前回順位更新前回順位更新前回順位更新前回順位更新    

桜町中桜町中桜町中桜町中 2222    220220220220    ↗↗↗↗    204204204204    16161616 位位位位    UpUpUpUp    

前回順位更新前回順位更新前回順位更新前回順位更新    

桜町中桜町中桜町中桜町中 2222    177177177177    ↗↗↗↗    144144144144    33333333 位位位位    UpUpUpUp    
前回順位更新前回順位更新前回順位更新前回順位更新    

桜町中桜町中桜町中桜町中 2222    202202202202    ↗↗↗↗    182182182182    20202020 位位位位    UpUpUpUp    

前回順位更新前回順位更新前回順位更新前回順位更新    

桜町中桜町中桜町中桜町中 2222    166166166166    ↗↗↗↗    111111111111    55555555 位位位位    UpUpUpUp    
前回順位更新前回順位更新前回順位更新前回順位更新    

香川一中香川一中香川一中香川一中 2222    81818181    ↗↗↗↗    80808080    1111 位位位位    UpUpUpUp    

前回順位更新前回順位更新前回順位更新前回順位更新    

龍雲中龍雲中龍雲中龍雲中 2222    33333333    ↗↗↗↗    22222222    11111111 位位位位    UpUpUpUp    
前回順位更新前回順位更新前回順位更新前回順位更新    

龍雲中龍雲中龍雲中龍雲中 2222    179179179179    ↗↗↗↗    173173173173    6666 位位位位    UpUpUpUp    

前回順位更新前回順位更新前回順位更新前回順位更新    

龍雲中龍雲中龍雲中龍雲中 2222    146146146146    ↗↗↗↗    142142142142    4444 位位位位    UpUpUpUp    
前回順位更新前回順位更新前回順位更新前回順位更新    

龍雲中龍雲中龍雲中龍雲中 2222    70707070    ↗↗↗↗    63636363    7777 位位位位    UpUpUpUp    

前回順位更新前回順位更新前回順位更新前回順位更新    

龍雲中龍雲中龍雲中龍雲中 2222    72727272    ↗↗↗↗    55555555    17171717 位位位位    UpUpUpUp    
前回順位更新前回順位更新前回順位更新前回順位更新    

龍雲中龍雲中龍雲中龍雲中 2222    87878787    ↗↗↗↗    65656565    22222222 位位位位    UpUpUpUp    

前回順位更新前回順位更新前回順位更新前回順位更新    

龍雲中龍雲中龍雲中龍雲中 2222    45454545    ↗↗↗↗    40404040    5555 位位位位    UpUpUpUp                            

過去最高順位更新過去最高順位更新過去最高順位更新過去最高順位更新

龍雲中龍雲中龍雲中龍雲中 1111    58585858    ↗↗↗↗    42424242    16161616 位位位位    UpUpUpUp    
過去最高順位更新過去最高順位更新過去最高順位更新過去最高順位更新

龍雲中龍雲中龍雲中龍雲中 1111    80808080    ↗↗↗↗    73737373    7777 位位位位    UpUpUpUp    

過去最高順位更新過去最高順位更新過去最高順位更新過去最高順位更新

龍雲中龍雲中龍雲中龍雲中 1111    49494949    ↗↗↗↗    38383838    11111111 位位位位    UpUpUpUp    
過去最高順位更新過去最高順位更新過去最高順位更新過去最高順位更新

協和中協和中協和中協和中 1111    45454545    ↗↗↗↗    43434343    2222 位位位位    UpUpUpUp    

過去最高順位更新過去最高順位更新過去最高順位更新過去最高順位更新

桜町中桜町中桜町中桜町中 1111    
86868686    ↗↗↗↗    37373737    49494949 位位位位    UpUpUpUp    

過去最高順位更新過去最高順位更新過去最高順位更新過去最高順位更新

桜町中桜町中桜町中桜町中 1111    
207207207207    ↗↗↗↗    170170170170    37373737 位位位位    UpUpUpUp    

前回順位更新前回順位更新前回順位更新前回順位更新    

協和中協和中協和中協和中 1111    17171717    ↗↗↗↗    10101010    7777 位位位位    UpUpUpUp    
前回順位更新前回順位更新前回順位更新前回順位更新    

協和中協和中協和中協和中 1111    73737373    ↗↗↗↗    63636363    10101010 位位位位    UpUpUpUp    

前回順位更新前回順位更新前回順位更新前回順位更新    

龍雲中龍雲中龍雲中龍雲中 1111    53535353    ↗↗↗↗    52525252    1111 位位位位    UpUpUpUp    
前回順位更新前回順位更新前回順位更新前回順位更新    

桜町中桜町中桜町中桜町中 1111    225225225225    ↗↗↗↗    207207207207    18181818 位位位位    UpUpUpUp    

 

 


