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   今月の目標 
 

 

・時間と集中力の絶妙なバランスをとれ！  

 

学習効果は懸けた時間に比例する。 

但し、一定の集中力を要していなければ、 

限りなく 0000(ゼロ)に等しい結果となる。 
 

総合学習塾 Effort [エフォート]  代表 吉岡大輔 
 

 

２２２２////１１１１（（（（日日日日））））    

 

 

 

努力すればいいんじゃない、正しい努力が必要なんだ！  

 

 

 

 

塾名の Effort(エフォート)。これは、“努力”という意味の英語です。昔も今も、努力 

することは素晴らしいことだと言われています。私も当然そう思っています。 

 

 

・「努力する」ということはそれなりの時間をかけるということでもあります。結果が 

出るまで根気よく続けることを意味するからです。2，3 回挑戦してダメだ、とあきらめ 

るようでは結果は得られませんし、努力したとは認められません。 

 

・しかしながら 何時間しても効果が出ない、という不平不満の声をよく聞きます。 

うちの子はず～っと机に向かっているのに…なんてことないですか？ 

 

・間違えた努力をいくら続けても効果は出ません。“解答”を見て、それを書き写し、 

わけもわからぬまま丸暗記。そんな努力は実を結びません。 

 

・この問題を解けるようにしよう、という目的があれば、解き方を質問し、自分でやっ 

てみて、上手くいかなければもう一度…。それを繰り返し、やっと「出来た！」と言え 

る。そのためには集中力を持って取り組まなければなりません。 

 

 

 

努力すればいいんじゃない、正しい努力が必要なんだ！ 

                    

         

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

≪お知らせ≫ 

 

《学年末テスト対策》 

2/12(木)は「学習の診断テスト」です。そのテストが終わればすぐに「学年末テスト」となり

ます。エフォートでは、2/12（木）～2/24（火）まで、テスト対策を行います。 

 

 

《中３・授業について》 

 

中３生は、２/２５～「フィニッシュアップ講習」に入ります。授業日と時間が変更になりま

すので、ご注意ください。本講習では、過去問演習を中心に最後まで精一杯指導させていただ

きます。＊詳細は詳細は詳細は詳細は別紙にて別紙にて別紙にて別紙にて、配布し、配布し、配布し、配布します。ます。ます。ます。 

 

 

《小６・授業について》 

 

小６生は、3 月より「先取り学習会」を行います。中 1 で習う内容を簡易に教えておきます。 

同内容は 4 月の平常授業でもう一度指導予定ですが、少しでも早く学習しておくことで中学入

学への不安感を取り除けると思います。また、ノートの取り方なども指導して参ります。 

＊詳細は別紙にて、配布します。詳細は別紙にて、配布します。詳細は別紙にて、配布します。詳細は別紙にて、配布します。 

 

 

《春の講習会》 

 

エフォートでは、毎年、3/23「春の新学年準備講習」より新学年授業を開始致します。 

小学生は算数の復習と予習を、中学生は英語と数学の予習を行います。特に中３は４月よりと

ても忙しくなりますので、早やめの準備が必要です。 

＊詳細は別紙にて、配布します。詳細は別紙にて、配布します。詳細は別紙にて、配布します。詳細は別紙にて、配布します。    

    

《来年度の授業について》 

 

来年度の授業については、３月の懇談会で詳しくお話しをする予定にしております。 

伏石教室の小学生はリニューアルして新システムで授業で行う予定です。 

詳細はもうしばらくお待ちください。 

 

 

 

 

 

《会費引き落としについて》 

 

会費を銀行引き落としにさせて頂いております。 

毎月 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、2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    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                ○○○○            

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                                

12121212    木木木木            算算算算            ○○○○    診断テスト診断テスト診断テスト診断テスト    

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            ○○○○        

17171717    火火火火        国国国国        ○○○○                

18181818    水水水水    国国国国    

    

        ○○○○         

19191919    木木木木            算算算算            ○○○○     

20202020    金金金金        算算算算        ○○○○             

21212121    土土土土    算算算算                ○○○○    ●●●●     

22222222    日日日日                                

23232323    月月月月            国国国国////英英英英            ○○○○    学年末テスト学年末テスト学年末テスト学年末テスト    

24242424    火火火火        国国国国        ○○○○            学年末テスト学年末テスト学年末テスト学年末テスト    

25252525    水水水水    国国国国                ○○○○    ◎◎◎◎    学年末テスト学年末テスト学年末テスト学年末テスト    

26262626    木木木木            算算算算            ○○○○        

27272727    金金金金        算算算算        休み休み休み休み        ◎◎◎◎        

28282828    土土土土    算算算算                休み休み休み休み    ○○○○        

                                    

                                    

                                    

＊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    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    ○○○○                

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                                

12121212    木木木木    算算算算                    ○○○○    診断テスト診断テスト診断テスト診断テスト    

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                    ○○○○        

17171717    火火火火        国国国国            ○○○○            

18181818    水水水水        

    

国国国国////英英英英    ○○○○             

19191919    木木木木    算算算算                    ○○○○     

20202020    金金金金        算算算算            ○○○○         

21212121    土土土土            算算算算    ○○○○        ●●●●     

22222222    日日日日                                

23232323    月月月月    国国国国                    ○○○○    学年末テスト学年末テスト学年末テスト学年末テスト    

24242424    火火火火        国国国国            ○○○○        学年末テスト学年末テスト学年末テスト学年末テスト    

25252525    水水水水            国国国国////英英英英    ○○○○        ◎◎◎◎    学年末テスト学年末テスト学年末テスト学年末テスト    

26262626    木木木木    算算算算                    ○○○○        

27272727    金金金金        算算算算            休み休み休み休み    ◎◎◎◎        

28282828    土土土土            算算算算    休み休み休み休み        ○○○○        

                                    

                                    

                                    

＊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。 

 


