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   今月の目標 
 

 

 

自分の人生を肩代わりしてくれる人なんかいないから、自分の人生を肩代わりしてくれる人なんかいないから、自分の人生を肩代わりしてくれる人なんかいないから、自分の人生を肩代わりしてくれる人なんかいないから、    

懸命に自分でその辛い状況を乗り越えようとする。懸命に自分でその辛い状況を乗り越えようとする。懸命に自分でその辛い状況を乗り越えようとする。懸命に自分でその辛い状況を乗り越えようとする。    

それを繰り返す事が、それを繰り返す事が、それを繰り返す事が、それを繰り返す事が、    

その人の人生を間違いなく豊かにしている。その人の人生を間違いなく豊かにしている。その人の人生を間違いなく豊かにしている。その人の人生を間違いなく豊かにしている。 

嬉野 雅道 (日本のテレビディレクター、プロデューサー、カメラマン、脚本家) 
 

 

７７７７////１１１１（（（（水水水水））））    

 

 

 

ピンチはチャンス！ そこが今後を変える岐路です。 

 

 

 

「ドラえもんさえいてくれれば…」と思ったことはないですか？ 

上手くいくこともあればそうでないこともあります。 

だからこそ頑張っているわけですが、時々心が折れそうになることもしばしば…。 

そんな時に、この言葉を思い出せば頑張れるっ！ というのを紹介しています。 

 

今月は、「上手くいかなくて、逃げ出したいっ「上手くいかなくて、逃げ出したいっ「上手くいかなくて、逃げ出したいっ「上手くいかなくて、逃げ出したいっ！！！！」」」」    

という悩みがある人への応援メッセージです。 

 

「何も考えず、人に任せているのは楽なこと。 

でも上手くいかなければ文句を言う。その人のせいにしてしまう。」 

 こういう生き方していませんか？ 

 

上手くいかなかったのはなぜ？上手くいかなかったのはなぜ？上手くいかなかったのはなぜ？上手くいかなかったのはなぜ？    どうすれば良かった？どうすれば良かった？どうすれば良かった？どうすれば良かった？    じゃあこうしよう。じゃあこうしよう。じゃあこうしよう。じゃあこうしよう。    

    

こうやって、成長していくんだと思います。子供だけじゃなく、入社したての卒業生も 

社会人になって何年経っても…。 

悩んで出した結果がうまくいかなかったとしても、その考えたということが経験となって 

次の失敗を防ぐことが出来るようになるのです。 

 

子供の失敗子供の失敗子供の失敗子供の失敗をををを“可愛そう”“可愛そう”“可愛そう”“可愛そう”と思うんじゃなくと思うんじゃなくと思うんじゃなくと思うんじゃなく、、、、    

““““乗り越えよう乗り越えよう乗り越えよう乗り越えようとするとするとするとする行動行動行動行動””””を応援して下さいを応援して下さいを応援して下さいを応援して下さい！！！！    

                    

         

 

 

 

 

 



 

 

≪お知らせ≫ 

 

 

 

《1 学期中間/期末テストを振り返って》 

 

期末テストの結果がそろそろ却ってくる頃ですね。9 教科なので、かなり学習時間を多く 

とらないといけませんでしたね。普段の学習(学校/塾)を確実にしていけば、テスト前に 

焦ることはありません。 

・今回特に顕著に表れたのは、塾の宿題をきちんとしている生徒さんはきちんとしている生徒さんはきちんとしている生徒さんはきちんとしている生徒さんは、宿題をしていな 

い生徒さんに比べてかなり良い結果が得られていたかなり良い結果が得られていたかなり良い結果が得られていたかなり良い結果が得られていたということです。 

・当然、塾の小テストに毎回受かっている生徒さん塾の小テストに毎回受かっている生徒さん塾の小テストに毎回受かっている生徒さん塾の小テストに毎回受かっている生徒さんと受かっていない生徒さんを比べる 

と順位の差は歴然です歴然です歴然です歴然です。 

 

桜町中を例えに出すと、宿題をきちんとしていた生徒さんは 100 番以内には必ず入れて 

います。宿題をきちんとしているということは、宿題をしてきたノートを見ればわかりま 

すし、小テストの結果を見ればわかります。 

 龍雲中を例えに出すと、小テストに受かっている生徒さんは 50 番以内には確実に入れ 

ています。 

 

① 指示通り宿題をしている(解答の仕方、間違えた問題への対応) 

② 漢字を使っている / 丁寧な字で書いている 

③③③③    丸暗記を丸暗記を丸暗記を丸暗記をせずせずせずせず（順番で覚えない）（順番で覚えない）（順番で覚えない）（順番で覚えない）小テストに合格できる小テストに合格できる小テストに合格できる小テストに合格できる    以上の 3 点です。 

 

 

特に「③丸暗記をしていない」「③丸暗記をしていない」「③丸暗記をしていない」「③丸暗記をしていない」ということがわかる事例があります。 

社会のテストで“読み上げテスト”にいつも合格できていることです。“読み上げテスト” 

とは、教師がランダムに問題文を読み、生徒はそれを聞いて答えを書くというものです。 

丸暗記をしない生徒は、定期テストでも上位に入っています。 

 

毎回のテストは大変かもしれません。しかし、普段の学習をおろそかにすれば定期テスト

前だけでは全てを消化しきれません。消化しきれないから結果が思うように得られません。

丸暗記をして小テストに合格することを良しとせず、適度な時間をかけて覚えていけば、

テスト週間に時間の余裕が生まれます。 

 

テスト前にするか、普段からやっておくか、どちらも使う時間は同じどちらも使う時間は同じどちらも使う時間は同じどちらも使う時間は同じだと言えますね。 

 

    

    

《中３保護者様にお知らせ》 

７月分会費にて、診断テスト対策用テキストを購入させていただきます。講習会より入試

まで使用します。 

 

《保護者様にお願い～会費明細封筒のご返却～》 

毎月の会費明細を封筒に入れ、クリアファイルに挟んでお子様にお渡ししています。 

中身をお確かめになられましたらすぐにすぐにすぐにすぐに塾へ封筒とクリアファイルをご返却ご返却ご返却ご返却くださいますようお

願いいたします。 

 

《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、夏の講習費を引き落としさせていただきます。 

7 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、7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    ST ST ST ST ST ST 懇談会（中３）懇談会（中３）懇談会（中３）懇談会（中３）    

２２２２    木木木木    ST ST ST         ○○○○    懇談会（中３）懇談会（中３）懇談会（中３）懇談会（中３）    

３３３３    金金金金    ST ST ST ○○○○    ○○○○            

４４４４    土土土土    ST ST ST ST ST ST 懇談会（中３）懇談会（中３）懇談会（中３）懇談会（中３）    

５５５５    日日日日                       

６６６６    月月月月    ST ST ST         ○○○○        

７７７７    火火火火    ST ST ST ○○○○    ○○○○        懇談会懇談会懇談会懇談会    

８８８８    水水水水    ST ST ST ST ST ST 懇談会懇談会懇談会懇談会 

９９９９    木木木木    ST ST ST         ○○○○    懇談会懇談会懇談会懇談会 

11110000    金金金金    ST ST ST ○○○○    ○○○○        懇談会懇談会懇談会懇談会 

11111111    土土土土    ST ST ST ST ST ST 懇談会懇談会懇談会懇談会 

12121212    日日日日                       

13131313    月月月月    ST ST ST         ○○○○        

14141414    火火火火    ST ST ST ○○○○    ○○○○            

15151515    水水水水    ST ST ST ST ST ST     

16161616    木木木木    ST ST ST         ○○○○        

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

18181818    土土土土    ST ST ST ST ST ST  

19191919    日日日日                    

        小１～３小１～３小１～３小１～３    小４～６小４～６小４～６小４～６    STSTSTST 個別個別個別個別    中１中１中１中１    中２中２中２中２    中３中３中３中３     

20202020    月月月月    ● ●    ● 夏のステップアップ講習スタート夏のステップアップ講習スタート夏のステップアップ講習スタート夏のステップアップ講習スタート    

21212121    火火火火    ● ●  ●    ●            

22222222    水水水水    ● ● ●                 

23232323    木木木木    ● ●    ●     

24242424    金金金金    ● ●  ●    ●            

25252525    土土土土      ●             理科実験理科実験理科実験理科実験    

26262626    日日日日                       

27272727    月月月月        ● ●● ● 中 1 内容復習講座    

28282828    火火火火       ●    ●    ●●        

29292929    水水水水               ●●     

30303030    木木木木         ●●        

31313131    金金金金       ●    ●    ●●     

＊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    国国国国    国国国国                ○○○○        

３３３３    金金金金            国国国国    ○○○○                

４４４４    土土土土                    ○○○○            

５５５５    日日日日                                

６６６６    月月月月    算算算算    算算算算                ○○○○        

７７７７    火火火火            算算算算    ○○○○                

８８８８    水水水水                    
○○○○            

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    ○○○○            懇談会懇談会懇談会懇談会    

15151515    水水水水                    
○○○○        懇談会懇談会懇談会懇談会 

16161616    木木木木    国国国国    国国国国                ○○○○    懇談会懇談会懇談会懇談会 

17171717    金金金金            国国国国    ○○○○            懇談会懇談会懇談会懇談会 

18181818    土土土土        

    

        ○○○○        懇談会懇談会懇談会懇談会 

19191919    日日日日                                

        小１～３小１～３小１～３小１～３    小４～６小４～６小４～６小４～６    中１中１中１中１    中２中２中２中２    中３中３中３中３        

20202020    月月月月    ● ●            ● 夏のステップアップ講習スタート夏のステップアップ講習スタート夏のステップアップ講習スタート夏のステップアップ講習スタート    

21212121    火火火火    ● ●    ●                

22222222    水水水水    ● ●        ●            

23232323    木木木木    ● ●         ●     

24242424    金金金金    ● ●    ●             

25252525    土土土土                ●        理科実験理科実験理科実験理科実験    

26262626    日日日日                            

27272727    月月月月                 ●● ● 中 1 内容復習講座    

28282828    火火火火            ●        ●●        

29292929    水水水水                ●    ●●     

30303030    木木木木             ●    ●●        

31313131    金金金金            ●        ●●     

＊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。 


