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   今月の目標 
 

 

 

 

世世世世のののの中中中中でででで成功成功成功成功しているといわれるしているといわれるしているといわれるしているといわれる人人人人ってってってって    

ずっとずっとずっとずっと光光光光のののの中中中中をををを歩歩歩歩んでいるんじゃなくてんでいるんじゃなくてんでいるんじゃなくてんでいるんじゃなくて    

何度暗闇何度暗闇何度暗闇何度暗闇がががが訪訪訪訪れてもれてもれてもれても歩歩歩歩みをみをみをみを止止止止めずめずめずめず    

光光光光をををを目指目指目指目指しししし続続続続けたけたけたけた人人人人なんじゃないでしょうかなんじゃないでしょうかなんじゃないでしょうかなんじゃないでしょうか。。。。 
 

奥田政行（世界の料理人１０００人に選ばれたイタリアンシェフ） 
 

 

３３３３////１１１１（（（（日日日日））））    

 

 

 

走る前に転ぶことを恐れるな！  

 

 

 

 

とうとう、中３生は“公立高校入試”がやってきます。この日のために学習を続けてきた

と言っても過言ではありませんね。とにかく、“合格”の二文字が欲しいところです。 

今までの診断テストや香統模試でのことを思い出してください。ずっと満足いく結果だった

とは限らないはずです。それでもあきらめずに最後までやり遂げたみんなは素晴らしい、の

一言です。今までの歩みを信じて残り１０日間頑張りましょう！ 

 大人になるまでに、あるいはなってからも人生には岐路があり、どちらの道を進むか、ど

れを選択するか、という決断を強いられます。その決断がいつも上手くいくとは限りません。 

上手くいかないことのほうが多いかもしれません。だからこそ、逆境にあっても歩みを止め

ずに進み続けた人だけが“成功”できるのです。 

 成功とは何か？ それは、自分の目指したものを手に入れられること、だと思います。 

必ず手に入れたい、と強く願えば願うほど、その道中は険しいものになるでしょう。 

だからこそ、歩みを止めないという気持ちが必要なんだと思います。 

 成功だけの人生が無いように、失敗だけの人生もありません。今がうまくいっている人は

慢心せずに、今がうまくいってないと感じる人はあきらめることなく努力を続けて下さい！ 

   

 

 

走るまえに転ぶことを恐れるな！ 

                    

         

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

≪お知らせ≫ 

 

 

 

 

 

《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》 

来年度のしおり、春の講習会のしおりを配布します。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。その内容については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。 

 

《懇談会》 

来年度のしおり、春の講習会のしおりを配布します。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。その内容については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。 

 

《速読国語の導入決定！》 

4 月より、速読国語を導入いたします。伏石教室のみの開講となります。懇談会でお話し

させていただきます。 

 

 

《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。次回は、春の講習と 4月分会費を引き落としさせていた

だきます。年間テキストは 5 月分会費にて引き落としさせていただきます。 

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、3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            数数数数////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            数数数数////英英英英            ○○○○        

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            数数数数////英英英英            ●●●●        

11110000    火火火火        国国国国        ○○○○            公立高校公立高校公立高校公立高校    学力試験学力試験学力試験学力試験    

11111111    水水水水    国国国国                ○○○○        公立高校公立高校公立高校公立高校    面接実技試験面接実技試験面接実技試験面接実技試験    

12121212    木木木木            数数数数////英英英英                懇談会懇談会懇談会懇談会    

13131313    金金金金        算算算算        ○○○○            懇談会懇談会懇談会懇談会、、、、中学校卒業式中学校卒業式中学校卒業式中学校卒業式    

14141414    土土土土    算算算算                ○○○○        懇談会懇談会懇談会懇談会    

15151515    日日日日                                

16161616    月月月月            数数数数////英英英英        ○振替○振替○振替○振替        中３中３中３中３    合格祝賀会合格祝賀会合格祝賀会合格祝賀会    

17171717    火火火火        国国国国        ○○○○            小学校卒業式小学校卒業式小学校卒業式小学校卒業式    

18181818    水水水水    国国国国    

    

        ○○○○         

19191919    木木木木            数数数数////英英英英                 

20202020    金金金金        算算算算        ○○○○            公立高校公立高校公立高校公立高校    合格発表合格発表合格発表合格発表    

21212121    土土土土    これ以降、新学年表示です。これ以降、新学年表示です。これ以降、新学年表示です。これ以降、新学年表示です。     

22222222    日日日日    新小４新小４新小４新小４    新小５新小５新小５新小５    新小６新小６新小６新小６    新中１新中１新中１新中１    新中２新中２新中２新中２    新中３新中３新中３新中３        

23232323    月月月月                ◎◎◎◎        ◎◎◎◎    新学年新学年新学年新学年    春の準備講習春の準備講習春の準備講習春の準備講習    スタート！スタート！スタート！スタート！    

24242424    火火火火                    ◎◎◎◎            

25252525    水水水水    ◎◎◎◎    ◎◎◎◎    ◎◎◎◎    ◎◎◎◎        ◎◎◎◎        

26262626    木木木木    ◎◎◎◎    ◎◎◎◎    ◎◎◎◎        ◎◎◎◎            

27272727    金金金金    ◎◎◎◎    ◎◎◎◎    ◎◎◎◎    ◎◎◎◎        ◎◎◎◎        

28282828    土土土土                    ◎◎◎◎            

29292929    日日日日                                

30303030    月月月月                ◎◎◎◎        ◎◎◎◎        

31313131    火火火火    ◎◎◎◎    ◎◎◎◎    ◎◎◎◎        ◎◎◎◎            

＊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            ○○○○        公立高校公立高校公立高校公立高校    学力試験学力試験学力試験学力試験    

11111111    水水水水            国国国国////英英英英    ○○○○            公立高校公立高校公立高校公立高校    面接実技試験面接実技試験面接実技試験面接実技試験    

12121212    木木木木    算算算算                        懇談会懇談会懇談会懇談会    

13131313    金金金金        算算算算            ○○○○        中学校卒業式中学校卒業式中学校卒業式中学校卒業式    

14141414    土土土土            算算算算    ○○○○            懇談会懇談会懇談会懇談会    

15151515    日日日日                                

16161616    月月月月    国国国国            ○振替○振替○振替○振替            中３中３中３中３    合格祝賀会合格祝賀会合格祝賀会合格祝賀会    

17171717    火火火火        国国国国            ○○○○        懇談会懇談会懇談会懇談会、、、、小学校卒業式小学校卒業式小学校卒業式小学校卒業式    

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            ○○○○        公立高校公立高校公立高校公立高校    合格発表合格発表合格発表合格発表    

21212121    土土土土    これ以降、新学年表示です。これ以降、新学年表示です。これ以降、新学年表示です。これ以降、新学年表示です。     

22222222    日日日日    新小４新小４新小４新小４    新小５新小５新小５新小５    新小６新小６新小６新小６    新中１新中１新中１新中１    新中２新中２新中２新中２    新中３新中３新中３新中３        

23232323    月月月月                    ◎◎◎◎        新学年新学年新学年新学年    春の準備講習春の準備講習春の準備講習春の準備講習    スタート！スタート！スタート！スタート！    

24242424    火火火火                ◎◎◎◎        ◎◎◎◎        

25252525    水水水水    ◎◎◎◎    ◎◎◎◎    ◎◎◎◎        ◎◎◎◎            

26262626    木木木木    ◎◎◎◎    ◎◎◎◎    ◎◎◎◎    ◎◎◎◎        ◎◎◎◎        

27272727    金金金金    ◎◎◎◎    ◎◎◎◎    ◎◎◎◎        ◎◎◎◎            

28282828    土土土土                ◎◎◎◎        ◎◎◎◎        

29292929    日日日日                                

30303030    月月月月                    ◎◎◎◎            

31313131    火火火火    ◎◎◎◎    ◎◎◎◎    ◎◎◎◎    ◎◎◎◎        ◎◎◎◎        

＊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。 

 


