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学習を通じて、子供たちに伝えたいこと。 

それは、はじめて自転車に乗れた日のように 

自らの努力で手に入れられる“結果”があるということ。 

 

努力の繰り返しは“小さな自信”を経験します。 

この自信が原動力となり、次のステップへ進んでいけるのです。 

私たちは そのサポートに徹します。 

 

 

 

 
 

                 

教えられる授業から学び取る学習へ 
 

  E ffort  
 

 

 

入塾のご案内 



一斉指導コース  
 

 中学生の部  
 

子供たちの “初めての挑戦” である高校入試は､中学入学からすでにスタートしています。 
 

難易度も高く学習量も多い中学生の学習。それに加えて部活動も始まり、何かと忙しい中学校生活。 

エフォートは短時間集中の効率よい学習で、生徒皆さんを志望校合格へと導きます！ 
 

 
指導科目 ・公立中学校に通う生徒の 

皆さんのクラスです。 

・教科書にあわせた指導を行

います。 

・定期テスト前には対策授業

も行います。 

中１ …英語・数学・理科・社会 

中２ …英語・数学・理科・社会 

中３ …英語・数学・理科・社会 

＊テスト前には国語の対策も行います。 

 

 

【平常授業】… 解く過程に重点を置いた指導を行います。 

1年間で学習する内容を 無理のないペースで学習し終えるように、年間スケジュールを組んであります。 

1 クラス 16 名までの少人数制で、1 人 1 人の学習状況に気を配りながら指導を行います。 

黒板を使い、予習内容を丁寧に指導します。新出単元のファーストステップを確実にします。 

【定期テスト対策】＊塾生は 無料 で受けられます！ 

各定期テスト前には対策授業を行い、テスト範囲の総復習をお手伝いします。 

土・日に対策講座を設け、万全の準備でテストを受けられるようサポートします。 

 

【診断テスト対策】 

中 3 生は 9 月から、中１・２生は 10 月から、診断テストや入試レベルの問題が解けるようになるた

めに「診断対策」を行います。基礎から応用まで段階を経て指導します。 

また、中 3 生は 9 月から、毎週土曜日の昼 診断テストや入試本番で得点できる力をつけるために 

「診断テスト対策講座」も開講します。詳細につきましては、別途お知らせいたします。 

 

≪成績アップのためのエフォートシステム≫ 
 

授業を聞いて理解 

   ⇓ 

・授業を聞くことで解き方を理解しなければいけません。 

成績アップのために 1 番大切なのは、この時間を大切にすることで

す。授業の最後に理解度チェックを行います！ 

宿題で演習＆解き方定着 

   ⇓ 

・解き方を聞いただけでは、できるようにはなりません。 

 解き方の定着をするためのトレーニングは 必要不可欠です。 

 

小テストで理解度チェック ・テスト形式で最終チェック！ これで完成です！ 
 

 

 

【宿題フォローシステム】 

成績アップのためには 授業をしっかり受けることが大切。その次に宿題。宿題がちゃんとできなけ 

れば、学習内容の理解は確立しません。個々に応じたフォローをさせて頂きます。 

 
 



 小学生の部   ＊小５・６ 算数・国語/英語コース 
 

 

① 学習習慣と正しい学習姿勢を身に付ける。 

② 自分で学ぶという自立心を養う。 

③ 自分で出来たという自信をつける。 

以上の３点を軸に指導するのが 

エフォートの指導方針です。 

 

 

 
指導科目 ・公立中学校へ進学する生徒の皆さんのクラスです。

・基本+応用で、中学入学までに学習基礎の土台を 

作ります。 

・毎月 学力測定テスト(全員)を行います。 
 

＊伏石/仏生山教室の国語は、速読国語＊１となります。

小５ …算数、国語/英語 

小６ …算数、国語/英語 

     + 学力測定テスト 

 

 

【平常授業】… 中学での学習につながるための“基本”を指導します。 
 

学期ごとに学習する内容を 無理のないペースで学習し終えるように、年間スケジュールを組んであります。 

少人数制で、1 人 1 人の学習状況に気を配りながら指導を行います。 

黒板を使い、予習内容を丁寧に指導します。毎月最終土曜日には「学力測定テスト」で力試しをします。 

 

【中学での学習に対応するために】 

中学校での学習は、小学校で習ったことは理解できているという前提のもとに始まります。 

だからこそ、基本にこだわり学習指導を行います。例えば、小学生で習う「速さの計算・図形の面積の求

め方」などは 中学 1 年の数学の文字式で学習します。 

学習は、積み重ねることで完成していくものです。小学校での基礎の学習内容が習得できていなければ、 

中学校で思うような成績を得ることはできません。 

 

NEW 英語システム導入！ 

小学生全員に“あいキャン”を導入！ 

 
 
 

【小学生英語導入】について 
 

・英語の学習を楽しく始めるために、エフォートでは今年度か

ら、小学生全員に英語を導入します。 
 

・英語は、耳で聞き・手で書き・目で覚えるといった３要素が

重要です。それらすべてをカバーできるような教材を使用しま

す。タッチペンを使い、タッチした文章をネイティブが読むと

いうすぐれもの。 

進級式だから、自分の 

ペースで楽しく英語学習 

を進められます。 

 

 

 伏石/仏生山教室導入  
 

【速読国語＊１】について 
 

・速読は脳を鍛えるトレーニングであるため

「記憶力」「集中力」「思考力」など 

脳の総合的な能力を底上げする効果も期待

できます。 

速読で学習効率をＵＰさせることが可能です。
 

・速読トレーニング中の生徒たちは、活字に対

して抵抗がなくなり読解力が上がります。 
活字に対する慣れは様々な教科に影響します。
 

・問題を読む時間を短縮させることで出来た 
 時間を、考えたり見直したりする時間に充て

られますので、テストや入試等に最適です。
 

 
 

 

 



 

セルフトレーニングコース(個別指導) 
 

 

エフォートの個別指導は、“３つの約束” をします。 
 

・ 学習能力を最大限に引き出すために、教えすぎない ことを約束します。 

・ 知的好奇心をくすぐるために、何度でもヒントを出す ことを約束します。 

・ 自分で出来たという自信を持てるよう、正解するまで指導する ことを約束します。 

 

 

 小･中学生    
 

指導科目 
・自立学習スタイルでの個別指導となり

ます。 
 

・一斉指導コースとの併用もできます。
 

・中学生は、定期テスト前に対策授業に

参加できます。 

 

中１～３ 
 

…速読国語・英語・数学

理科・社会 

 

小１～６ 
 

…国語、小学生英語 

算数、学力測定テスト

 

＊伏石/仏生山教室の国語は、速読国語＊１となります。 

＊回数・教科をお選び頂けます。 

【こんな生徒さんにおススメ】 

・「上位進学高校を目指すために問題演習量を増やしたり難易度の高い問題に挑戦したい」 

「苦手な教科を克服したい」「フィードバックして、前学年内容の復習をしたい」など 

今の学習状況と今後の目標にあわせたカリキュラムで勉強したい人におススメです。 

【学習の進め方】 
 

導入解説 → 演習 → 教師による解答 → 教師が個々に解説 
例えば 

・解けなかった問題は…「フィードバック」ですぐに復習。 

・定着させたい問題は…「類題トレーニング」で出題順序や数値を変えて繰り返し演習。 

・レベルに応じた問題で演習…練習問題・応用問題・発展問題で順々にレベルアップ。 
 

 

【セルフトレーニングでは、こんなことができます】 

・英語は、積み重ねの必要な教科です。1 年で学習した文法を理解できていなければ、必ずと言って 

いいほど その後の英語は理解が苦しくなります。 

英語は、「前学年の英語に戻る」ことからリスタートです。 

・数学や算数が苦手という人は、ほとんどいません。というのは、単元による得手不得手をひとまと

めにして“苦手”と言っているからです。まずは「苦手単元の発見」から始めましょう。 

・理科/社会は、単元を区切って徹底的に「思い出す(覚える)訓練」をします。 

リピートすることで、単なる暗記とは一味違う知識が身に付くはずです。 

 



【授業スケジュール＆月会費】 

 

中学生 小学生 セルフトレーニング 

(個別指導) 
学年 中１ 中２ 中３ 

小６ 小５ 

算数 国/英 算数 国/英 中学生 小学生 

学 
習 
日 

伏石 月･木 月･木 火･金 金 火 木 月 水･土 水･土 

仏生山 水･土 火･金 火･金 月 木 火 金 ― 水･土 

玉藻 月･木 水･土 月･木 水 土 水 土 ― 月･火･木･金 

川島 水･土 火･金 火･金 金 火 火 金 ― 月･水･木･土 

授業時間と月会費（税別） 

中学生 小学生 中学生 小学生 

平常授業 診断対策 平常授業 ①19:00～20:00 
②20:00～21:00 
③21:00～22:00 

①15:30～16:30 
②16:30～17:30 
③17:30～18:30 19:30～22:00 19:00～22:00 17:00～18:30 

４月～９月、３月 

(中３は７月まで) 

１０月～２月末まで 

（中３は９月から） 

【週 2 回】 

算数 and 国/英

【週 1 回】 

算数 or 国/英 
【週１回/１教科】 

＊平常授業とセット 

受講の場合は 

500 円割引  

＊回数・教科を増やす

毎に 4,000 円プラス
17,500 円 20,500 円 10,000 円 6,000 円 6,000 円～ 

【備考】 

＊ご兄弟が同時に通塾される場合 上の方の会費より 1,000 円割引させて頂きます。 

＊入塾金 12,000 円(税別)・入退室お知らせメールの登録費・年間テキスト費が入塾時に必要です。 

＊毎月 月会費・入退室お知らせメール通信費が必要です。 

＊小学生は、毎月 学力測定テスト受験費 2,500 円(税込)が必要になります。 

＊中３生は９月、中１･２生は１０月より「診断対策」のため授業時間が増えます。合わせて月会費も変更に

なります。 

 

小学生 学力測定テスト   毎月最終土曜日実施！＊変更有 

 

  “ちからだめし”として、順位や偏差値の付くテストを毎月 当塾で受験します。 
 

学力測定テスト 費 用（税込） 

小４～６ 
２教科(算・国セット) 

４教科(算・国・理・社セット) 

１回/2 教科 … 2,500 円 

１回/4 教科 … 2,800 円 

＊塾生以外の受験も

受け付けています。
 

  ＊小５・６生は、2 教科か 4 教科のいずれかをお選び頂けます。＊実施日に受験できない場合は、別日程にて受験できます。 
     

 

①受験をすることで 

・毎月 1 回 受験をすることで、年間を通してお子様の学力の推移がわかります。 

・個人成績表により 今のお子様の学力を、順位や偏差値といったデータから知ることができます。 

・独自のデータにより偏差値を、香川県公立高校合格ラインに換算してお知らせします。 

②テストは難しいので、うちの子には無理…と思われていませんか？ 

・学校のテストより難しい問題も、回数を重ねるごとに解けるようになります。 

 また、難しい問題に直面することでお子様の学習意識が変わります。 

③テスト後の対応として 

・エフォートオリジナル解説シートをお配りします。お家で解き直しができます。 

もちろん、質問があれば私共をお受けします。 
 



各 種 講 習 
 
 

 学年・時期に応じてする学習、適時適学 こそ 講習会の醍醐味です！ 
 
 

 春の新学年準備講習 ・3 月下旬～4 月初旬 
・塾生対象の講習会です

が、一般生の参加も 

募集します。 

・定員に達した場合、 

募集を締め切ります。 

夏のステップアップ講習 ・7 月下旬～8 月下旬 

冬のレビュー講習 ・12 月下旬～1 月初旬 

中３入試講習 ・3 月初旬～入試まで 

定期テスト対策講習 ・テスト期間中 

 

＊塾生は年間授業カリキュラムの一環ですので、必修となります。 

春…新学年準備講習     【3 月下旬～4 月初旬】 

全学年とも 新しい環境で学習を始めます。 

特に 4 月は慌ただしく過ぎていきます。だからこそ 新学年での学習を、春休みの間にじっくり予習しておきま

しょう。余裕をもって 新学年を迎えられるように準備するこの講習で、差をつけよう！ 

夏…ステップアップ講習    【7 月下旬～8 月下旬】 

復習無き学習は、効果がありません。小学生も中学生も １学期の復習をしっかりと行い、２学期の学習へと備

えましょう。講習後半は、２学期の予習を行います。中３生は、１・２年学習内容の総復習をテーマに講習カリ

キュラムを組みます。中学生は「香川県統一模擬試験＊２」を受験し、力試しを行います。 

夏の学習を制した人こそ 志望校へ合格できる力がつくのです。 

冬…レビュー講習     【12 月下旬～1 月初旬】 

折り返し地点の冬に今までの総復習を行いましょう。小学生は算･国特訓コースで、もう一度 今までの復習をし

ます。中１・２生は、２月の診断テストに向けた総復習をスタートします。 

中３生は、第５回診断テストと目前に迫る私立高校入試へ向けて さらに学習を進め、合格を勝ち取りましょう！ 

中学生は「香川県統一模擬試験＊２」を受験し、力試しを行います。 

 

 

 

中学生  香川県統一模擬試験＊２
  診断テスト前に受験！ 

 
 

“県内模試で、今の実力を知る”ことを目的とし、塾生は全員模試を受験します！ 
 

香川県統一模擬試験 費 用（税込） 

中１・２ 年２回 （夏）３教科、（冬）５教科 3 教科 … 2,800 円 

5 教科 … 3,800 円 

＊塾生以外の受験も

受け付けています。中３ 年６回：５教科（診断テスト前に実施） 
 

 ＊価格は、変更になる場合があります。 

＊実施日に受験できない場合は 別日程にて受験できますが､データ返却が遅れる場合があります。 

 

 

①香川県統一模擬試験とは？ 

・香川県下の中学生約 2,000 名が受験する志望校判定テストです。香川県の公立高校の入試 

傾向や中学校で実施する診断テストの傾向に合わせたテストですので、対策にピッタリです。 

②進路決定にかなり役立つ‼ 

・高校入試は、県内の受験生全員との勝負となります。志望校を受験しようとしている 

受験生の中での順位がわかれば、より具体的な進路決定に役立ちます。 

・過去の受験者の追跡調査を行った実際の合否判定データですので、正確です。 
 



 

中 3 生  入試総仕上げ講習  3 月初旬～入試まで 
 
 

“緊張や不安”に打ち勝つために！ 
 

３月初旬から入試までの 1週間、最後の学習として“入試総仕上げ講習”を行います。 
 

入試に“緊張や不安”はつきものです。そういう状況の中でも、普段通りの力が発揮できるようにする

ためのトレーニングを この 1週間でしていきます。 
 

毎年 「普段の診断テストとの出題形式の違いに焦った」とか「緊張でど忘れした」「時間が足りなかった」

などの声を耳にします。これらのことを踏まえて、時間配分を意識させながら対策をしていく講習です。 

エフォートの職員一同は、公立高校の受験日まで 受験生の皆さんの最後の努力をバックアップい

たします。自分の力を出し切るためにも、最後の最後まで とことん学習しましょう。 

 

 

 

小 6 生  中学入学準備講習   3 月初旬～３月中旬 
 
 

“何事も最初が肝心”早めの準備で、安心して中学校へ入学しよう！ 
 

いよいよ､小６生の皆さんは ４月から中学生！  

中学校の学習を早期にスタートし、入学までの時間を使って 算数の復習を含めた数学や英語の基本を確実 

にする中学入学準備講習をご用意しました。 
 

良いスタートが 良い結果を生みます。早めの学習で、余裕を持って中学校へ入学しましょう！ 

４月からの中学校での学習を よりスムーズに行うことができるよう、本講習をご活用下さい。 

 
 

 

 

 

中学生  定期テスト対策講習   テスト前に総まとめ！ 
 
 

“テスト範囲の総復習”で、忘れかけていたことをもう一度復習します！ 
 

テスト前になって焦りだす中学生諸君！ 普段の学習をしっかりやっておけば、焦る必要はないんだよ 

とはいっても、忘れてしまったこともあるでしょう。もう一度すべてを 授業形式で復習する時間は、

ありません。とにかく、「自分の出来ているところ・出来ていないところ」をチェック！ 

弱点補強を効率よくしなければいけません。同時に提出物の仕上げも忘れずに。 
 
 

 

＊注意点 

・学校の提出物の仕上がり状況によっては、対策への参加を遠慮してもらうことがあります。 

 なにをおいても、学校の提出物が 定期テストは一番大切です！ 

・自習室を開放します。ノートまとめや演習など 自主勉強をするのに役立てて下さい。 

学校への提出物は、出来るだけお家でして下さい。もちろん、質問は私共がお受けします。 

 

 

 
 

 



 

 家庭学習支援コース  

 

 

  ＊伏石教室のみ開設 
 

・論理エンジンは、出口汪先生が考え続けてきた 

「正しい読解力の仕方」を体系的にまとめたものです。 

また、反復して学習をする「スパイラル方式」で学習を進めます。 

総合的な理解力をアップさせる第一歩を踏み出しましょう。 

費用  

コース名 授業対策講座 受講料(税別)  教材費(税別) 
自宅学習コース 国語 1 コース 12,000 円 1 コース 1,800 円 

＊お申込み頂いたコースは、6 か月間視聴可能です。 
 

 

 

 

     
 

 

【学習したい教科 ・ 単元がいつでも学習できる！】 

 【講座一覧】 ・塾生/一般生を問わず 

お申込み頂けます。 

・質問は私共がお受けしますの

で、ご安心下さい。 

・英語＊教科書準拠対応 ・数学 
・理科 ・社会 

・国語(中２･３) ＊高校生用もあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

・復習をしたいが、問題を解くだけでなくもう一度説明を聞きたい。 

そんな人にピッタリの学習システムです。有名講師が、あなただけ

のために授業をしてくれます。また、質問は私共にして下されば結

構です。パソコン・タブレット・スマートフォンで授業 

を受けられますので、場所・時間・曜日は問いません。 

 

映像授業（映像学習）とは？

中学生が、自宅で簡単に自分のペー

スで学べる 新しいスタイルの学習

方法です。自宅に居ながらにして、

授業を受けることができます。 

 

コース＆費用  

コース名 授業対策講座 受講料(税別)/月額 教材費(税別) 

総合コース 英語・数学 
理科・社会 9,400 円 9,300 円 

英数コース 英語・数学 7,000 円 7,800 円 
理社コース 理科・社会 5,800 円 6,200 円 

＊高校生用もあります。詳しくは、各校舎担当までお問い合わせ下さい。 

 



 

御入塾までの流れ 
 

 

 

電話で        教室で         体験授業を 

問い合わせる     話しを聞く      申し込む 

   

① 当塾の授業スタイル・費用など お話しさせて頂きます。 

② お子様の状況・保護者様のご希望など お聞かせ下さい。 

③ 基本方針にご納得頂けましたら、御入塾手続きをさせて頂きます。 

 
 

授業スタート！ 
さあ、心機一転！ 頑張りましょう！ 

 

 

 

 

エフォート ルール 
 

楽しく・気持ちよく通塾するために、ご協力をお願いいたします。 
 

①遅刻・欠席は、しないようにしましょう！ ②通塾の安全管理上、遅刻・欠席連絡をして下さい。

“授業を受けること”が一番大切なことです。 

部活動や体調不良など やむを得ない場合は、必ず 

ご連絡をお願いいたします。 

家を出たのに塾へ着いていない など通塾上で 

起こりうる事故などに、一早く気づくためにも 

必ずご連絡をお願いいたします。 

③通塾の安全管理上、寄り道を控えて下さい。 ④塾内での携帯の使用を控えて下さい。 

特に中学生は、塾帰りが 22 時を過ぎます。寄り道

をして 事件・事故に巻き込まれることを防止するた

めにも、すぐに帰宅するようにして下さい。 

休み時間や授業前後での使用は控えて下さい。 

ただし、保護者様との送迎の連絡など 決められた場

所での使用は認めます。 

緊急連絡の場合は、教室までお電話下さい。 

  

保護者の皆様へ エフォートからのお願い 
～楽しく・気持ちよく通塾するために、ご協力をお願いいたします～ 

これだけは守ろう！ 
 

・遅刻や欠席のときは、事前にご連絡下さい。 

・通塾上の安全管理のため、寄り道を控えさせて下さい。 

・塾内での携帯の使用を控えさせて下さい。 

持ってくるのは構いませんが、教室内での使用はご遠慮頂きます。 

お子様への緊急連絡は、教室まで直接お電話下さい。 

・欠席の場合は、簡易補習を行います。 

指定された日時に来て頂く必要があります。私共は、あくまで授業で最善の力

を尽くします。ですから、補習は 次回の授業で必要なことをフォローする程度

であることをご理解下さい。 

 

①

②

③

 

授業を休まない 

授業を大切にする 

宿題は必ずする 

 

＊これだけは 

 守りましょうね。 

 

 



 

エフォートは、どんな塾ですか？ 
 

１ 
 

講師全員が“教えることのプロ”であると

いう自覚を持っています。 

２
 

良い学習環境を作るために、日々努力してい 

ます。 
 

エフォートの講師は、教えるための準備努力を惜

しみません。指導技術向上に始まり、わかりやす

いテキスト作成・理解定着のためのシステム作り 

など 様々な準備をして、生徒たちが来るのを待

っています。また、教える側からの一方的な授業

にならぬよう、生徒の受け取り方を意識した 双方

向の授業をできるよう研修も実施しています。 

 

教室内はもとより 教室の外回りにも気を使い、日々清掃

を行っています。乱雑な靴箱のスリッパ・整理されてい

ない机の向き・駐輪場のふぞろいな自転車 どれも見ただ

けで学習意欲が削がれます。そうならないためにも、講

師は常に周囲に気を配っています。また、生徒たち自身

にも机の上の消しかす等をゴミ箱に入れるよう協力して

もらいます。 

３ 
 

“自らが考える”という姿勢を尊重し 

た授業をします。 
４
 

エフォートに通うと、必ず成績はあがり 

ますか？ 
 

生徒たちの成績が上がるには、“良い授業”だけで

は不十分です。というのは、生徒自身の学習意欲

や努力・学習姿勢が結果に大きな影響を与えるか

らです。“受け身な学習姿勢”ではなく 

“自らが考える姿勢”と私共の授業の双方があっ

てこその学習結果であることをご理解下さい。 

 

上がることも、横ばいになることも、時には下がること

もあります。私共 講師一同は「ベストを尽くして指導

にあたる」ことをお約束します。生徒自身の学習に取り

組む意欲・本人の努力や姿勢によって、結果は左右され

ます。学校での態度や提出物も含め、総合的な要素が整

えば成績は必ず上がるはずです。 

 

 

 

 

【教育理念として】 

 

エフォートは､指導にあたるなかで“解く過程を大切にする塾”ということをモットーと

しています。と申しますのも、理想の結果を追い求める中で、その結果にたどり着くま

での過程が定着できていなければ、夢は夢のままで終わってしまいます。 

西洋のことわざに「子供には魚を与えるより、魚の釣り方を教えよ」というものがあり

ます。 

どんな時でも、自らの力で夢や希望に向かい、それを手に入れることのできるたくまし

い子供たちにしたい、という願いから このようなモットーを旗印に指導している学習塾

でございます。 

 



 

 

 年間授業スケジュール  

 

・エフォートでは、1年間でするべき学習を効率よく指導するために 年間授業カリキュラム

を組んでいます。講習会は、平常授業とセットでのカリキュラムとして予定を組んでいま

すので、塾生の皆さんは 必修となります。 

（講習会期間中の平常授業は無く、講習会での指導となります。） 

  小学生 中１・２ 中３ 備 考 

3 月 

上旬 小６中学入学準備講習 現学年総復習期間 入試総仕上げ講習  

中旬 〃 〃 卒塾 
公立高校入試 

３学期懇談会 

下旬 春の講習会（新学年準備講習）  

4 月 

上旬     

中旬     

下旬 4 月学力測定テスト    

5 月 

上旬     

中旬  1 学期中間テスト対策（5 月中旬） 中１～３ １学期中間テスト 

下旬 ５月学力測定テスト  第 1 回 香統模試  

6 月 

上旬     

中旬    中３ 第 1 回診断テスト 

下旬 ６月学力測定テスト 1 学期期末テスト対策（6 月下旬） 中１～３ １学期期末テスト 

7 月 

上旬     

中旬 ７月学力測定テスト   1 学期懇談会 

下旬 夏の講習会（ステップアップ講習）  

8 月 

上旬     

中旬 ぜんけん模試  第 2 回 香統模試  

下旬  第 1 回 香統模試   

9 月 

上旬    中３ 第２回診断テスト 

中旬   第３回 香統模試  

下旬 ９月学力測定テスト 2 学期中間テスト対策（9 月下旬） 中１～３ ２学期中間テスト 

10 月 

上旬    中３ 第３回診断テスト 

中旬   第４回 香統模試  

下旬 10 月学力測定テスト    

11 月 

上旬    中３ 第４回診断テスト 

中旬     

下旬 11 月学力測定テスト 2 学期期末テスト対策（11 月下旬） 中１～３ ２学期期末テスト 

12 月 

上旬     

中旬 12 月学力測定テスト  第５回 香統模試 ２学期懇談会 

下旬 冬の講習会（レビュー講習）  

1 月 

上旬 ぜんけん模試 第 2 回 香統模試  中３ 第５回診断テスト 

中旬    私立高校入試 

下旬 1 月学力測定テスト  直前回 香統模試 中３ 総合１回診断テスト 

2 月 

上旬  診断テスト直前対策  自己推薦入試 

中旬    中１～３ 診断テスト 

下旬 ２月学力測定テスト 3 学期学年末テスト対策  中１～３ ３学期学年末テスト

3 月 

上旬 小６中学入学準備講習 現学年総復習期間 入試総仕上げ講習  

中旬 〃 〃 卒塾 
公立高校入試 

３学期懇談会 

下旬 春の講習会（新学年準備講習）   



 

【ホームページを開設しています】 ＊“塾長のつぶやき”更新中！ 

http://effort-juku.com/ 総合学習塾エフォート 検索 

 

 

【フェイスブックも開設しています】 ＊“いいね”で応援して下さい！ 

https://www.facebook.com/effort.juku エフォート学習塾 検索

 
 

 

伏石教室 
087-865-0600 

伏石町 1392-6 

 

 

仏生山教室 
087-887-6000 
仏生山町 甲 418 ２F 

 

 

玉藻教室 
087-880-6000 
木太町 3234-8 ２F 

 

   

川島教室 
087-880-6006 
川島東町 291-5 ２F 

写真準備中 

 

 
 


