
　ＳＦ新富谷教室 中学生用 １０月スケジュール  教室直通 TEL 022-351-6787　 9/26～ 配布
日 月 火 水 木 金 土

5級　　　　     10:00～10:50 中3S国数英　　　　　 19:20～22:00 中2B社英数　　　　　19:20～22:00 中3A国数英　　　　　 19:20～22:00 中2B数理英　　　　　19:20～22:00

10/2
英検対策講座 中2S数理社　　　　　19:10～21:40 中3A社理　　　　　　18:30～21:10 中2S国英　　　　　　19:10～21:40 中2A理英数　　　　　 19:15～21:45 中3S理社　　　　　　18:30～21:10 英語技能検定

9/26 9/27 9/28 9/29 9/30 10/1

3級　　　　     13:00～14:00 中1A英国　　　　　　 19:10～21:35 中３土曜特訓(全員必修)
準2級　　　　  14:10～15:10

13:00～17:00

4級　　　　     11:00～11:50 中2A英社数　　　　　 19:15～21:45 中1SA理数社              19:15～21:45 中1S英国　　　　　　 19:15～21:45

自習室　9:30～22:00
10/3 10/4 10/5 10/6 10/7 10/8 10/9

自習室　9:00～20:00 自習室　16:00～22:00 自習室　16:00～22:00 自習室　16:00～22:00 自習室　16:00～22:00

※昼食を持参してください。 中2A英社数　　　　　 19:15～21:45 中1SA理数社              19:15～21:45 中1S英国　　　　　　 19:15～21:45

中1,中2特待生テスト
中3S国数英　　　　　 19:20～22:00 中2B社英数　　　　　19:20～22:00 中3A国数英　　　　　 19:20～22:00 中2B数理英　　　　　19:20～22:00 10:00～12:00

中3 プレ模試 中2S数理社　　　　　19:10～21:40 中3A社理　　　　　　18:30～21:10 中2S国英　　　　　　19:10～21:40 中2A理英数　　　　　 19:15～21:45 中3S理社　　　　　　18:30～21:10

自習室　9:30～22:00
10/10 10/11 10/12 10/13 10/14 10/15 10/16

自習室　17:00～22:00 自習室　16:00～22:00 自習室　16:00～22:00 自習室　16:00～22:00 自習室　16:00～22:00 自習室　16:00～22:00

中３土曜特訓(全員必修)
9:00～14:30 相似な図形　　  9:00～12:30 中3SA　　     12:30～16:00 中3A国数英　　　　　 19:20～22:00 中2B数理英　　　　　19:20～22:00 18:30～21:30

中3 ぜんけん模試 中3 理科予習講座 中3 数学復習講座 中3 英語集中講座 中2A理英数　　　　　 19:15～21:45 中3S理社　　　　　　18:30～21:10

自然と環境　　10:00～12:00

部活が無ければ必ず参加して下さい。 部活が無ければ必ず参加して下さい。

※昼食を持参してください。 中２Aクラス 英語特訓 中２Bクラス 英語特訓 中1S英国　　　　　　 19:15～21:45

中1 方程式特訓(文章題)

自習室　9:30～22:00
10/17 10/18 10/19 10/20 10/21 10/22 10/23

自習室　15:00～22:00 自習室　10:00～22:00 自習室　9:00～22:00 自習室　10:00～22:00 自習室　16:00～22:00 自習室　16:00～22:00

基礎内容　　　16:00～17:30
発展内容　　　19:00～20:30 中2S数理社　　　　　19:10～21:40

中３土曜特訓(全員必修)
中3S国数英　　　　　 19:20～22:00 中2B社英数　　　　　19:20～22:00 中3A国数英　　　　　 19:20～22:00 中2B数理英　　　　　19:20～22:00 18:30～21:30

中2S数理社　　　　　19:10～21:40 中3A社理　　　　　　18:30～21:10 中2S国英　　　　　　19:10～21:40 中2A理英数　　　　　 19:15～21:45 中3S理社　　　　　　18:30～21:10

自習室　16:00～22:00 自習室　16:00～22:00 自習室　16:00～22:00 自習室　16:00～22:00 自習室　16:00～22:00 自習室　9:30～22:00

中1A英国　　　　　　 19:10～21:35

中2A英社数　　　　　 19:15～21:45 中1SA理数社              19:15～21:45 中1S英国　　　　　　 19:15～21:45

10/30
中3 鬼トレ極 中2S数理社　　　　　19:10～21:40 中3A社理　　　　　　18:30～21:10 中2S国英　　　　　　19:10～21:40 中3S理社　　　　　　18:30～21:10 中３土曜特訓(全員必修)

13:00～17:00

10/24 10/25 10/26 10/27 10/28 10/29

中3S国数英　　　　　 19:20～22:00 中2B社英数　　　　　19:20～22:00 中2B数理英　　　　　19:20～22:00 18:30～21:30
中2A英社数　　　　　 19:15～21:45 中1SA理数社              19:15～21:45 中1S英国　　　　　　 19:15～21:45

自習室　10:00～19:00 自習室　16:00～22:00 自習室　16:00～22:00 自習室　16:00～22:00 自習室　9:00～22:00 自習室　9:30～22:00

全国統一中学生テスト 中2S数理社　　　　　19:10～21:40 中3A社理　　　　　　18:30～21:10 中2S国英　　　　　　19:10～21:40 中2A理英数　　　　　 19:15～21:45 中3S理社　　　　　　18:30～21:10 中３土曜特訓(全員必修)
10/31 11/1 11/2 11/3 11/4 11/5

中1A英国　　　　　　 19:10～21:35

11/6

成田・将監東    13:00～15:00

8:50～12:20 中3S国数英　　　　　 19:20～22:00 中2B社英数　　　　　19:20～22:00 中3A国数英　　　　　 19:20～22:00 中2B数理英　　　　　19:20～22:00

※事前の申込がHPより必須です。 中2A英社数　　　　　 19:15～21:45 中1SA理数社              19:15～21:45

18:30～21:30

自習室　9:30～22:00

詳細は別紙でご確認下さい

18:30～21:30

課題が終了した生徒から帰宅できます

自習室　16:00～22:00

2級   　　　　  15:20～17:00
中2鬼トレ(新人生がない生徒は参加)

自習室　13:00～21:00 自習室　16:00～22:00 自習室　16:00～22:00 自習室　13:00～22:00 自習室　16:00～22:00 自習室　16:00～22:00
富谷・日吉台    19:00～21:00

東向陽台中       15:00～17:00
富谷二・七北田 17:00～19:00

中1S英国　　　　　　 19:15～21:45

中1,2定期試験対策 中1A英国　　　　　　 19:10～21:35

中2A英社数　　　　　 19:15～21:45

※自習室の時間に注意してください。 中1A英国　　　　　　 19:10～21:35

※自習室の時間に注意してください。

10:00～17:00

昨年の新みやぎ模試を使い、
偏差値や判定も出します。

テスト後、解説授業も行います。

中１ 超基礎英語
18:00～21:00

※期末テスト50点以下の生徒は必修

※8時50分に集合して下さい。 14:00～18:00 14:00～18:00

中1A英国　　　　　　 19:10～21:35

中３土曜特訓(全員必修)
18:30～20:30

※翌日が模試のため、短縮になります。

終了後に自習室は利用可能です

※誰でも受験できます。
※この日時で受験できない生徒はご相談
下さい。事前受験等を認めます。テスト
は11(月)22時までに受験してください。

※塾生は太字の講座はすべて無料です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※宿題忘れは22時30分まで残します。
※保護者面談の案内を、9/16～配布しております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※教室に電話がつながらない場合、仙台本部事務022-722-8153までご連絡下さい。
※駐車場が狭く、大変ご迷惑をおかけしております。時間をずらしてのお迎えにご協力ください。　　　　※秋休み期間で通知表を回収いたします。費用に関係いたしますので、早急にご提出ください。

漢字検定

詳細は別紙でご確認下さい

自習室　13:00～21:30

中3 理科集中講座
天体　　　　  13:00～18:00

中２ナンバースクール講座
1次関数利用　19:00～21:00

自習室　16:00～22:00

中2A理英数　　　　　 19:15～21:45

中3A国数英　　　　　 19:20～22:00

中2S国英　　　　　　19:10～21:40

中2B社英数　　　　　19:20～22:00

中1SA理数社              19:15～21:45中3A社理　　　　　　18:30～21:10

中3S国数英　　　　　 19:20～22:00


