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   今月の目標 
 

 

 

 

明日から明日から明日から明日からがんばるんじゃない。 

今日今日今日今日をがんばり始めた者にのみ明日明日明日明日がくるんだよ！ 

出典出典出典出典::::賭博破壊録カイジ賭博破壊録カイジ賭博破壊録カイジ賭博破壊録カイジよりよりよりより    

 

 

４４４４////１１１１（（（（水水水水））））    

 

 

 

希望や目標の前に反省を…  

 

 

 

 

卒業式や終業式も終わり、ひと段落！ さあ、次に向かって…、なんて気持ちも新たにして

いる頃ではありませんか。それはそれでいいのですが、ちょっと待って。 

次の目標や希望は、前の結果があるから考えられるものなのです。だから必ず振り返り、そ

して反省をしてから次のステップに進むべきです。 

そして目標を決めたら、明日からじゃなく今日から始めること。意外と時間は少ないもの

ですよ。 

新中３生は、４/１現在で考えると、公立高校入試まであと 315315315315 日日日日。公立高校を決めるの

に重要な診断テストの第 3 回まであと 190190190190 日日日日。。。。あと 27 週間とちょっと。 

ということは例えば日曜日のサザエさんを 27 回見れば診断テスト第 3 回になるわけで… 

だから、早く目標を決めて進みだすべきですね！ 

 

「いつかしよう！ 明日からしよう！」そのいつかと明日は永遠に来ないから… 

本当にやらなければならないことはスグしなさい！ 

 

                    

         

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

≪お知らせ≫ 

 

 

 

 

 

 

《春の講習会》 

エフォートでは、「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。 

中学生はここで学習したことが 5 月の中間テストの範囲になりますので、しっかりと学習

しましょう。＊詳細は別紙にて、配布しております。詳細は別紙にて、配布しております。詳細は別紙にて、配布しております。詳細は別紙にて、配布しております。    

    

《懇談会を振り返って》 

懇談会にご参加頂きありがとうございました。保護者様と今後の指導に役立てることが出

来る有意義なお話しができたこと感謝しております。 

今回特にお伝えしたいことは、 「学習における“正しい努力”への意識変換」「学習における“正しい努力”への意識変換」「学習における“正しい努力”への意識変換」「学習における“正しい努力”への意識変換」です。 

 

  中学校での学習は“覚えること”“覚えること”“覚えること”“覚えること”がメインとなります。 

① 単語や漢字、公式、用語を覚える覚える覚える覚えるということに始まり 

② 次にそれらを使って “解き方を覚える覚える覚える覚える”ということをしなければなりません。 

 

しかしながら、理解を伴わない丸暗記という方法で学習時間のみを費やしている場合は、

残念ながら成績向上は望めません。成績向上のための「正しい努力」「正しい努力」「正しい努力」「正しい努力」を身に付けてもらい

たいと思います。そうすれば、短時間集中でダラダラ学習する必要もなくなります！ 

 

《お子様の携帯電話について》 

お子様の携帯電話、塾へ持ってくることは問題ないのですが、塾内での使用を禁止致しま

す。これは塾に来ている時間は学習に集中させるためです。塾へ来たら一旦携帯電話をお

預かりしますのでご了承ください。 

お子様への緊急連絡は各教室へお電話各教室へお電話各教室へお電話各教室へお電話くださいますようよろしくお願いいたします。 

 

《保護者様にお願い～提出物～》 

昨今の高校入試の結果を見ていますと「内申点」を非常に重視している傾向が見受けられ

ます。特に提出物に関してですが、これが出来ていなければ内申点が下がります。お子様

自身が提出物への意識を高く持つことが重要なのですが「忘れてた」がないようお声かけ

をご家庭でお願いしたいと思います。 

 

 

 

《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、年間テキストと 5 月分会費を引き落としさせて

いただきます。 

今月 27 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、4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    

15151515：：：：30303030～～～～    16161616：：：：30303030～～～～    17171717：：：：30303030～～～～    １１１１    ２２２２    ３３３３    

１１１１    水水水水                                

２２２２    木木木木                                

３３３３    金金金金                            休校休校休校休校    

４４４４    土土土土                            休校休校休校休校    

５５５５    日日日日                                

６６６６    月月月月    ST ST ST         ○○○○    新学年新学年新学年新学年    平常授業平常授業平常授業平常授業    スタート！スタート！スタート！スタート！    

７７７７    火火火火    ST ST ST ○○○○    ○○○○            

８８８８    水水水水    ST ST ST ST ST ST     

９９９９    木木木木    ST ST ST         ○○○○        

11110000    金金金金    ST ST ST ○○○○    ○○○○            

11111111    土土土土    ST ST ST ST ST ST     

12121212    日日日日                       

13131313    月月月月    ST ST ST         ○○○○        

14141414    火火火火    ST ST ST ○○○○    ○○○○        （修学旅行）桜町（修学旅行）桜町（修学旅行）桜町（修学旅行）桜町    

15151515    水水水水    ST ST ST ST ST ST （修学旅行）桜町（修学旅行）桜町（修学旅行）桜町（修学旅行）桜町    

16161616    木木木木    ST ST ST         ○○○○    （修学旅行）桜町（修学旅行）桜町（修学旅行）桜町（修学旅行）桜町    

17171717    金金金金    ST ST ST ○○○○    ○○○○            

18181818    土土土土    ST ST ST ST ST ST  

19191919    日日日日                    

20202020    月月月月    ST ST ST         ○○○○        

21212121    火火火火    ST ST ST ○○○○    ○○○○         

22222222    水水水水    ST ST ST ST ST ST （修学旅行）玉藻（修学旅行）玉藻（修学旅行）玉藻（修学旅行）玉藻    

23232323    木木木木    ST ST ST         ○○○○    （修学旅行）玉藻（修学旅行）玉藻（修学旅行）玉藻（修学旅行）玉藻    

24242424    金金金金    ST ST ST ○○○○    ○○○○        （修学旅行）玉藻（修学旅行）玉藻（修学旅行）玉藻（修学旅行）玉藻    

25252525    土土土土    ST ST ST ST ST ST （修学旅行）玉藻（修学旅行）玉藻（修学旅行）玉藻（修学旅行）玉藻    

26262626    日日日日                       

27272727    月月月月    ST ST ST         ○○○○        

28282828    火火火火    ST ST ST ○○○○    ○○○○        （修学旅行）高松第一（修学旅行）高松第一（修学旅行）高松第一（修学旅行）高松第一中中中中    

29292929    水水水水                   （修学旅行）高松第一（修学旅行）高松第一（修学旅行）高松第一（修学旅行）高松第一中中中中    

30303030    木木木木    ST ST ST         ○○○○    （修学旅行）高松第一（修学旅行）高松第一（修学旅行）高松第一（修学旅行）高松第一中中中中    

                                    

＊ST…セルフトレーニングコースです。受講者は授業日に○をつけてご利用ください。 

＊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    水水水水                                

２２２２    木木木木                                

３３３３    金金金金                            休校休校休校休校    

４４４４    土土土土                            休校休校休校休校    

５５５５    日日日日                                

６６６６    月月月月    算算算算    算算算算                ○○○○    新学年新学年新学年新学年    平常授業平常授業平常授業平常授業    スタート！スタート！スタート！スタート！    

７７７７    火火火火            算算算算    ○○○○                

８８８８    水水水水    小学生小学生小学生小学生    英語英語英語英語    初級初級初級初級        ○○○○            

９９９９    木木木木    国国国国    国国国国                ○○○○        

11110000    金金金金            国国国国    ○○○○                

11111111    土土土土                    ○○○○            

12121212    日日日日                                

13131313    月月月月    算算算算    算算算算                ○○○○        

14141414    火火火火            算算算算    ○○○○                

15151515    水水水水    小学生小学生小学生小学生    英語英語英語英語    初級初級初級初級        ○○○○            

16161616    木木木木    国国国国    国国国国                ○○○○        

17171717    金金金金            国国国国    ○○○○                

18181818    土土土土        

    

        ○○○○         

19191919    日日日日                             

20202020    月月月月    算算算算    算算算算                ○○○○        

21212121    火火火火            算算算算    ○○○○             

22222222    水水水水    小学生小学生小学生小学生    英語英語英語英語    初級初級初級初級        ○○○○            

23232323    木木木木    国国国国    国国国国                ○○○○    （修学旅行）香南（修学旅行）香南（修学旅行）香南（修学旅行）香南    

24242424    金金金金            国国国国    ○○○○            （修学旅行）香南（修学旅行）香南（修学旅行）香南（修学旅行）香南    

25252525    土土土土                    ○○○○        （修学旅行）香南（修学旅行）香南（修学旅行）香南（修学旅行）香南    

26262626    日日日日                            （修学旅行）香南、（修学旅行）協和（修学旅行）香南、（修学旅行）協和（修学旅行）香南、（修学旅行）協和（修学旅行）香南、（修学旅行）協和    

27272727    月月月月    算算算算    算算算算                ○○○○    （修学旅行）協和（修学旅行）協和（修学旅行）協和（修学旅行）協和    

28282828    火火火火            算算算算    ○○○○            （修学旅行）協和（修学旅行）協和（修学旅行）協和（修学旅行）協和    

29292929    水水水水                                

30303030    木木木木    国国国国    国国国国                ○○○○        

                                    

＊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。 


