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創立 20年の実績と自信で、本当に意味ある教育を考えます。 

 

自分の目標のために努力できる子供を育てる塾 
 
 

 

 

 

 

 

 

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。 
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   教えられる授業から 学び取る学習へ 
 

B 

総合学習塾 
エフォート



指 導 理 念  
 

 

 

エフォートの指導理念は 教えられる授業から学び取る学習へ です。 

 

「教えられる授業」とは、子供たちに楽をさせること。 

すなわち、答えを考えずに出せるようにすることです。 

本当にそれが子供たちにとって良いことなのでしょうか？ 

受け身な姿勢ではいつも誰かに頼らざるを得ません。 

 

「学び取る学習」とは、子供たちが考え、自分一人の力で答えを出せるようになること。 

答えではなく、過程にこそ学ぶべきことがあると信じています。 

だからこそ、子供たちが常に主役であるよう 支えることが我々の務めです。 

 

子供たちの能力は無限に広がります。その第一歩を踏み出すきっかけを 

この時期に身に付け、大人へと歩みを進めて欲しいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

授 業 の 進 め 方  
 

 

 
 

【学習の進め方】  解説 → 例題演習 → 課題演習 → 理解の定着 
 

まず、解説指導で、 

・新しく習う単元の基礎的なことの説明を行い、解く手順や注意点 を教えます。 

次に、演習指導で、 

・例題問題を使い実際に一緒に解き、間違いやすい個所などを注意しながら 演習 を行います。 

*理解定着のために、課題演習をします。 

一斉授業では、学習スピードの差により、早い人が待つ あるいは 遅い人が解き終わらない という事が

ありますので、課題演習の時間を使い自分のペースで問題を解き、理解を深めるようにします。 

 

仕上げとして、 

・理解度チェックテスト などをし、確実な理解の定着をサポートします。 
 

15歳の春。それは高校生となり、自分の決めた道を 進み始めるとき。 

その道は 子供たちの “初めての挑戦”の結果であり、一生に一度の“ワンチャンス”。 

だからこそ、誰よりも真剣にサポートしなくてはなりません。 



 

 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。（講習会の期間中、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月学力診断テスト    

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月学力診断テスト  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月学力診断テスト 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月学力診断テスト   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   第 2回 香統模試  

下旬 ８月学力診断テスト 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月学力診断テスト 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月学力診断テスト    

11月 
上旬    中３ 第４回診断テスト 

中旬     

下旬 11月学力診断テスト 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月学力診断テスト  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  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月学力診断テスト  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月学力診断テスト 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）   
 

【講習会】 

春の新学年準備講習 ・3月下旬～4月初旬 ＊各講習会では「テーマ」を 

決めて講習内容を決定します。 

今いる塾生に合わせて内容を決めますの

で、毎年同じ内容ではありません。 

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 入試総仕上げ講習 ・3月初旬～入試まで 

＊詳細は別紙しおりでご紹介します。 
 



 

 
授 業 案 内 （小学生） 

 

【小学生の授業目標】… 中学での学習につながるための“基本”を指導します。 
 

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。 

小学校での学習内容が習得できていなければ 中学校で苦労するのは目に見えています。 

学習は積み重ねることで完成していくからです。 

また、小学生の間は、「答えさえ書ければ良い、早ければ良い」という風潮がみられますが、 

高学年になると「解き方」がわからなければ「答え」は出ません。 

 

「小学生内容」がわかっていない中学生の約７割は 

「中学校での勉強がわからない」と悩む場合がほとんどです。 
 

 

例えば、小数の計算ができない、三角形や円の面積を求める公式が 

わからない… に始まり、アルファベットが書けない、 英語が読めない…など、 

これらの状況は確実に中学校での学習につまずく要素です。 

エフォートでは、中学での学習につながるための“基本”を指導します。 

 

 

 【小学生コースの内容】  
 

【トレーニングのような学習を】  

どんどん問題を説き続けていくこと。それがトレーニングです。 

その中で、苦手な問題やわからない問題を見つけ、先生が指導していきます。 

個々に指導しますので、お子様のためだけの指導が行えます。 
 

安心の１か月定額制プラン 
＊週５日通い放題プラン（or週５コマ受講） ￥24,750もご用意しました。 

＊通塾回数に応じたプランもあります。 

【小学生】 個別指導 
学年 指導科目 授業日 授業時間 月会費(税込) 

小学生 

１～６年 

・強化コース（算数・国語） 

・教科書コース（算・国・理・社・英） 

・思考力トレーニング（算数ラボ） 
 

＊学年により取り扱いのない教科がございます。 

月～金 
１回 

50分 

【小１～３】 
15：10～16：00 

週 1回 

1コマ 

￥5,500～ 

16：10～17：00 

【小４～６】 
17：10～18：00 

18：10～19：00 

NEW 



 

【各種コース・ご案内】 
 

 

強化コース  【ワンランク上の力をつけるコースです】 
 

・国語に必要なのは初見の文章を読みとる力です。教科書と違う文章が載っているワークを使い 

指導します。これにより、本当の読み取る力が形成されます。 

・算数は、標準問題を使い全国レベルの算数力を得られるよう指導します。 

 

教科書コース  【解き方の定着を指導します】 
 

・算数、国語、理科、社会、英語、どの教科も学習できます。 

・教科書準拠のワークで学習をします。 

 

小学生 算数ラボ コース  【数的能力開発トレーニングです】 
 

・「算数ラボ」を使い、数の概念や図形を見るトレーニングをします。 

・資料や図を読み取る力も定着する、思考力トレーニングです。 

 個別指導科目 

小６・５ ・強化コース（算国） ・教科書コース（算国社理英）  ・算数ラボ 

小４ ・強化コース（算国） ・教科書コース（算国社理） ・進級式英語 ・算数ラボ 

小３～１ ・強化コース（算国） ・教科書コース（算国） ・進級式英語 ・算数ラボ 

 

 

【小学生の学習サポート】 
 

学習基礎を形成するために、宿題として  
 

【目的①】 

読み･書きの基本的な学習能力を整える。 
【目的②】 

毎日の学習習慣をつける。 

【計算力で集中力を高めるために】 
小学生 計算トレーニング 

【漢字ドリルで漢字マスターになろう！】 

小学生 漢字トレーニング 

・「出来るからしない」という発想 

は間違えています。 

何度でも繰り返しすることで、 

スピードや正解数を高めることができます。 

・教科書に準拠した 

「漢字ドリル」を作成。 

・1日 10個の漢字を覚える 

ことを日々の学習とし授業日に漢字テストをします。 

＊希望者のみのトレーニングです。教材費のみ必要です。 
 
 

 
 
 

 



 
   テストはなぜ重要なのか？ 

 
 
 

 

 
 

子ども達はそのときは理解できたとしても、そのままにしておけば忘れてしまいます。 

「テスト」は過去に学習した内容を、時間が経って忘れてしまってないかどうか？ 

 つまり「過去の学習内容を検証する」ためのテストということです。 

 

エフォートでは小学生のお子様に、２つのテストをご用意しております。 

１つ目は、学期終了ごとに行う「学力チェックテスト」。もう１つはお子様の総合的な学力を知ることが

できる「学力診断テスト」です。  

 

・「学力チェックテスト」 

は、塾生はもとより、地域の小学生は無料で受験して頂けます。 

公立小学校で学習した内容の復習にお役立ていただくためのものです。 

 

・「学力診断テスト」 

は、学校の白テストでは測ることのできない学力を診断するためのものです。 

思考力や応用力を試されるテストですが、中学受験向けテストほど難易度の高いものではありません。 

特に「学力診断テスト」は定期的（月１回）に受験をすることをお勧めしております。 

 

 

 

学力診断テスト 

受験費用：算数・国語の２教科で 2,500円（税抜き） 

 ＊理社もご用意できます  ＊外部生の受験も受け付けております 

偏差値を見ることで、お子様の学力が今どのあたりなのかを客観的にみることができます。また定期

的に受験して頂くことで偏差値の推移を見ることができ、今後の学習指導の参考にできます。 

さらに、全国の同学年の小学生の中での自分の立ち位置が偏差値で表されます。ぜひともこの機会

に受験をしてはいかがでしょうか。 

（偏差値とは平均点を 50とし、そこから自分がどの位置にいるのかを具体的な数字で見るものです。） 

 
 

 

 
 



 

今の子供に必要なこと！ 

それは 思考力トレーニング です。 
 

今回『 算数ラボ ～考える力のトレーニング～ 』を導入します。 

「計算などのように反射的に解ける問題ではなく、 

よく考えないと解けない問題を解くことで、考える力のトレーニングを行います。」 
 

 

バランスよく算数的思考力が伸ばせます 
【算数の内容の観点】 【考える力の観点】 

・数と量       

・論理 

・空間と形      

・変化と関係   

・データと不確実性 

 

・情報・条件を使いこなす力 

・筋道をたてて考える力 

・物の形を認識・想像する力 

この５つの【算数の内容の観点】と、３つの【考える力の観点】の組み合わせで、

問題が出題されています。 
＊さまざまなタイプの問題が出題されていますので、子どもも飽きることなく取り組めますし、バランスよく 

算数的思考力を伸ばすことができます。 

          

 

 
 

 

 

 

 

  

 

考える力がついているかを確認テストで確かめられる 
 

各ステージが終了するごとに確認テストで理解度を確かめることができるようになっています。 

確認テストは実際の思考力検定に準じた形式で、問題用紙と解答用紙に分かれており、テスト時間６０

分で取り組むようになっています。 

問題ページにも、それぞれの問題ごとにどの観点からの出題かが明記 

されており、確認テストを含めて１５０問以上の問題に継続して取り組む 

うちに、子どもの得意・不得意の傾向がつかめてきます。 



 
授 業 案 内 （中学生） 

 

 

 

 

 

「授業」を大切にする生徒が、成績を上げる！ 

授業を聞かずして、成績は上がりません。 学校、塾、一斉や個別など指導形態を問わず同じです。 

「授業を受ける」ということは「解き方を知り、解き方を覚える」ということです。 

授業中、ノートを書くだけでは成績アップは望めません。 

勉強の最終目的は「自分一人で問題を解けるようになる」ことです。 
 

 

①「わかる」ではなく「出来る」ようにする。 

②「正しい努力」で効率よく学習する。 

③「他力」ではなく「自己解決」できる力をつける。 

以上の３点を軸に指導するのが 

中学生の指導方針です。 

 

 
 

 

 

【中学生の部】 

中１・中２・中３ 【平常授業】&【演習】 

1年間で学習する内容を年間でスケジュールを組んであります。 

時には予習、時には復習とその都度 生徒の状況を見ながら指導していきます。 

【定期テスト対策】 

定期テスト前には対策授業&質問教室を行い、テスト範囲の総復習をお手伝い 

します。 

提出物などの仕上がり具合もチェックして内申点アップを目標に指導します。 

【エフォートスタディ】 

定期テストのための復習や診断対策のための過去問演習をします。 

【各講習会】 

学年・時期に応じてする学習を変える適時適学！これが講習会の醍醐味です！ 

指導科目 

英語･数学 

理科･社会 
＊テスト前に国語 

 

 

 

 

 

今年度の取り組み 「週 1・個別指導！」 プロジェクト 
 

 

【個々に応じた学習指導で学力アップを目指す！】  

今年度は「週 1個別指導」プロジェクトを実施します。一斉指導での学習に加え、定期テスト 

診断テストへの対応を個々に指導していきます。一人一人に応じた学習を指導し 

得意科目はさらに得意に、苦手科目は少しずつ苦手意識の克服ができるようにしましょう。 

9月以降の毎週土曜日は、「エフォートスタディ個別（エフォスタ個別）」を始動します！ 

 

NEW 

NEW 



 

 【中学生コースの内容】 

 

・【平常授業】 
 

黒板を使い 学習単元の重要ポイントを教えます。その後、例題演習で解き方を覚えます。 

子供たちが受け身にならぬよう、聞くだけでは終わらせません。わかるからできるへと導きます。 

 

・【テスト対策】 
 

 テスト週間は、授業日･授業時間を増やして対策をします。内申点に大きく 

影響する学校ワークの仕上がりのチェックもします。 

 

 

・中３【サタデースタディ】 
 

 

毎週、土曜日は「サタデースタディ（サタスタ）」というネーミング 

で診断テストのための復習を中心とした実践演習日を設けます。 

教室担当者が、生徒の状況を見ながら独自の内容を行います。 

例えば、復習授業や過去問演習などをしながら、診断テストや入試に備えます。 

 

 

・中２・１【エフォートスタディ】 

理解定着のための復習講座を設けます。今年度から、個別対応です。 

名付けて「エフォートスタディ個別（エフォスタ個別）」です。 

学校ワークのサポートや診断テストなどの過去問演習をします。 

 

 

 

 

・【＋α のサポート】 
 

 

中学２・３年生のための 苦手単元復習「映像個別」 

・学習は積み重ねです。しかしながら、「わからないまま そのままになっている」 

あるいは「どうやってするのか忘れてしまった」など復習すべきことはたくさんある 

はずです。これらをもう一度復習することは重要課題です。 

 

・「前学年の復習&現学年の復習」が必要です。特に英語や数学は前学年内容の理解が出来ていないと、今後

全く手が付けられなくなってしまいます。家庭学習で早めの復習を行いましょう！ 

 

【費用】    1教科 につき、月 1,100円（税込） ＊テキスト代別途 

NEW 

NEW 



 

【授業スケジュール＆月会費】 
 

 

仏生山教室 

＊週 1回・1教科 5,500円～、通塾回数に応じて会費が決まります。  ＊テキスト費は選択科目数に応じて頂きます。 

＊週５日通い放題プラン（or週５コマ受講） ￥24,750もあります。 

学年 時間帯 月 火 水 木 金 土 

① 小１～３ 
15：10～16：00 〇 〇 〇 〇 〇  

16：10～17：00 〇 〇 〇 〇 〇  

② 小４～６ 
17：10～18：00 〇 〇 〇 〇 〇  

18：10～19：00 〇 〇 〇 〇 〇  

 

 

「中学生 一斉指導クラス」 
学年 授業月 学習日 授業時間 月会費(税込) 

中１ 

４月～７月 

３月 平常授業 月･木 

(週２回) 授業日 
19:30～21:30 

21,450円 

９月～２月末 平常授業 

＋診断対策 
月･木･土 

(週３回) 
授業日 

＆エフォートスタディ 25,300円 

中２ 

４月～７月 

３月 平常授業 月･水 

(週２回) 授業日 
19:30～21:30 

21,450円 

９月～２月末 平常授業 

＋診断対策 
月･水･土 

(週３回) 
授業日 

＆エフォートスタディ 25,300円 

中３ ４月～２月末 平常授業 

＋診断対策 
火･金･土 

(週３回) 
授業日 

＆サタデースタディ 

19:30～21:30 

【7月までのサタスタ】 

19:00～22:00 
【9月以降のサタスタ】 

13:00～16:00 

32,450円 

＊ エフォートスタディ、サタデースタディの時間は変更になることがございます。 
 

【備考】 

＊年間 7２回（週１回は３６回）の授業(講習会を除く)を予定してあります。月会費は年会費を平均しています。 

よって、月による授業回数に違いがあっても月会費が変わることはありません。また年間授業数を上回る分は、修学旅行や宿

泊学習での欠席、天災などの休校分を補うものとさせて頂きます。授業数が不足する場合は特別補習をさせて頂きます。 

＊ご兄弟が同時に通塾される場合 上の方の会費より 1,100円(税込み)割引させて頂きます。 

＊入塾金 13,200円(税込み)・入退室お知らせメールの年間登録費・年間テキスト費が入塾時に必要です。 

＊中学生は９月以降「診断対策」のための授業が増えます。よって月会費も変更になります。 

【諸注意】 

＊お子様のスムーズな学力向上のため 授業日に授業を受けることを最優先して下さい。 

＊安全管理上、やむを得ず遅刻・欠席される場合は必ず事前にご連絡ください。 

 

【小学生】 個別指導 
学年 指導科目 授業日 授業時間 月会費(税込) 

小学生 

１～６年 

・強化コース（算数・国語） 

・教科書コース（算・国・理・社・英） 

・思考力トレーニング（算数ラボ） 
 

＊学年により取り扱いのない教科がございます。 

月～金 
１回 

50分 

【小１～３】 
15：10～16：00 

週 1回 

1コマ 

￥5,500～ 

16：10～17：00 

【小４～６】 
17：10～18：00 

18：10～19：00 



 

【充実のサポート&フォロー】 
 

【“今の自分の位置を知る”そこが君のスタート地点だ！】 
 

中学生  香川県統一模擬試験   
 

 

 目標ばかり見てはいけない！ 今の自分の位置を知らなければ、やるべきことが見えるはずがない。 

 スタート地点に立ち、走り出すこと。ここから始めなきゃゴールは永遠にできない。 
 

・個人成績表により 県内での今のお子様の順位と偏差値から、志望校までの道のりをお知らせします。 

・塾生は、年間を通して受験します。 

 

 

 

 

【学期末ごとに学力診断。弱点を知ることから始めよう！】 
 

小学生 学力チェックテスト（年３回）   
 

今学期に学習したことをちゃんと理解出来ていますか？  

・テストは優劣をつけるためにあるのではありません。苦手な箇所を見つけるためにするものです。 

・教科書に沿った問題で、復習をしましょう。＊希望者は、学力診断テスト(年 12回)も受験できます。 

 

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。 

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。 
 

 

  春・夏・冬 の 講習  “時期や学年に応じた学習を！”  
 

 

 

各講習会では、学年や時期に応じた学習を行います。 

春…「新学年準備講習」・新しい学年のスタートをスムーズにするために行います。 
 

夏…「ステップアップ講習」・基本問題からハイレベル問題まで指導します。 
 

冬…「レビュー（復習）講習」・復習なき成績アップは望めません。しっかり復習します。 
 

 

 

中 3生  入試総仕上げ講習 “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。 
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。 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1576144388/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2VmZm9ydC1qdWt1LmNvbS9ibG9nLyVFOSVBNiU5OSVFNyVCNSVCMSVFNiVBOCVBMSVFOCVBOSVBNiVFRiVCQyU4OCVFOSVBNiU5OSVFNSVCNyU5RCVFNyU5QyU4QyVFNyVCNSVCMSVFNCVCOCU4MCVFNiVBOCVBMSVFNiU5MyVBQyVFOCVBOSVBNiVFOSVBOCU5MyVFRiVCQyU4OSVFMyU4MSU4QyVFOCVCRiU5NCVFNSU4RCVCNCVFMyU4MSU5NSVFMyU4MiU4QyVFMyU4MSVCRSVFMyU4MSU5Ny8-/RS=%5eADBp9itqjpDWlUvDzoJp7D63FLbNKQ-;_ylt=A2RinFKEvPBdjksAzAWU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1576144388/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2VmZm9ydC1qdWt1LmNvbS9ibG9nLyVFOSVBNiU5OSVFNyVCNSVCMSVFNiVBOCVBMSVFOCVBOSVBNiVFRiVCQyU4OCVFOSVBNiU5OSVFNSVCNyU5RCVFNyU5QyU4QyVFNyVCNSVCMSVFNCVCOCU4MCVFNiVBOCVBMSVFNiU5MyVBQyVFOCVBOSVBNiVFOSVBOCU5MyVFRiVCQyU4OSVFMyU4MSU4QyVFOCVCRiU5NCVFNSU4RCVCNCVFMyU4MSU5NSVFMyU4MiU4QyVFMyU4MSVCRSVFMyU4MSU5Ny8-/RS=%5eADBp9itqjpDWlUvDzoJp7D63FLbNKQ-;_ylt=A2RinFKEvPBdjksAzAWU3uV7


 
 

 

 

エフォートグループ 教室一覧 

 

 
 

 

伏石教室 
 

 

087-865-0600 
伏石町 1392-6 

 

琴電三条駅  東 100メートル 
 

仏生山教室 

 

 

087-887-6000 
仏生山町 甲 418 ２F 

 

マルナカ仏生山店 真向い 
 

木太教室 

 

 

087-880-6000 
木太町 3234-8 ２F 

 

国際ホテル 東 400メートル 
   

 

 

 

 

 

【ホームページを開設しています】  

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


