
公立高校入試

3/11

自習室　10:00～22:00 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 自習室　10:00～22:00

中2AB数学特訓     19:10～21:40

中2S数学特訓        16:30～19:00

3/6

新学年での授業スタート(通塾曜日等は4月から1部変更になるクラスもございます。)
3/7 3/8 3/9 3/10

自習室　10:00～22:00
3/5

自習室　16:00～22:00 自習室　16:00～22:00

中2S国語読解     　18:30～20:00

中2AB国語読解     18:40～20:10

中３S直前ゼミ　　 18:30～21:20

中３A直前ゼミ　　 18:30～21:30

中３B直前ゼミ　　 18:30～21:40

※授業時間にご注意ください。また、2/20～の授業につきましては、中学生は原則必修とさせていただきます。

※中３生で志望校を私立の結果およびプレ入試の結果で決める場合、もう１度面談が可能です。いつでも教室までご連絡ください。
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中３直前ゼミSABC　　10:00～17:00

2/27 2/28 3/1 3/2 3/3 3/4

中2S数学特訓    19:40～21:50

※３月から新学年の学習に入ります。通塾曜日や時間帯の変更はありません。４月から新しい時間割になります。

中2S数学特訓    19:40～21:50

中３直前ゼミS　　　 10:00～17:00

中３直前ゼミA　　　 10:00～17:10

中３直前ゼミBC　     10:00～17:20

中2S国語読解     　18:30～20:00

中2AB国語読解     18:40～20:10

中2B英語特訓   19:40～21:50

※各教室に防犯カメラを設置しました。

※各学年、４月からの受講コースおよび保護者面談の案内を配布しております。

中2S数学特訓        16:30～19:00

中2AB数学特訓     19:10～21:40

中３入試直前ゼミ期間(中1・中2の通常授業はありませんが講座は原則必修となります)
中３S直前ゼミ　　 18:30～21:20

自習室　16:00～22:00 自習室　10:00～22:00

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

中１A英語特訓  19:30～21:40

中１S数学特訓  19:40～21:50

中３S直前ゼミ　　 18:30～21:20

中３A直前ゼミ　　 18:30～21:30

中３B直前ゼミ　　 18:30～21:40

中2A数学特訓  19:30～21:40

中３A直前ゼミ　　 18:30～21:30

中３B直前ゼミ　　 18:30～21:40

中１S英語特訓  19:40～21:50

中３S直前ゼミ　　 18:30～21:20

中３A直前ゼミ　　 18:30～21:20

中３B直前ゼミ　　 18:30～21:20

自習室　10:00～22:00

中１・中２学年末対策
成田中・富谷中・大和中・日吉台中

13:00～17:00

中3 入試演習
13:00～19:00

中３入試直前ゼミ期間(中1・中2の通常授業はありませんが講座は原則必修となります)

中１A数学特訓  19:30～21:40

中１S数学特訓  19:40～21:50 中３B直前ゼミ　　 18:30～21:40

中2B数学特訓   19:40～21:50

中１・中２学年末対策
(テスト終了していない学校)

中1S⇒18:00～21:00
中1A⇒18:00～21:00
中2S⇒18:40～21:40
中2AB⇒18:40～21:40

高森中・向陽台中
13:00～17:00

中３A直前ゼミ　　 18:30～21:30

中３B直前ゼミ　　 18:30～21:40

中３S直前ゼミ　　 18:30～21:20

2/252/23 2/24
自習室　10:00～22:00 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直前ゼミS　　　 10:00～17:00

中３直前ゼミA　　　 10:00～17:10

中３直前ゼミBC　     10:00～17:20

中1フォロークラス　  19:20～21:45 中３の授業科目・終了時間に
ご注意ください。

中３の授業科目・終了時間に
ご注意ください。中３の授業科目・終了時間に

ご注意ください。

中３の授業科目・終了時間に
ご注意ください。

中１・中２学年末対策
(テスト終了していない学校)

中1S⇒18:00～21:00
中1A⇒18:20～21:20
中2S⇒18:40～21:40
中2AB⇒18:40～21:40

国立高専 入試日

中3 入試演習
13:00～19:00

中３の授業科目・終了時間に
ご注意ください。

中３の授業科目・終了時間に
ご注意ください。 中３の授業科目・終了時間に

ご注意ください。

中1フォロークラス　  19:20～21:45

中2基礎B理英            19:20～22:10

自習室　10:00～22:00
2/12 2/13 2/14 2/15 2/16 2/17

中３の授業科目・終了時間に
ご注意ください。

中３の授業科目・終了時間に
ご注意ください。

中１・中２学年末対策
(テスト終了していない学校)

中1S⇒18:00～21:00
中1A⇒18:20～21:20
中2S⇒18:40～21:40
中2AB⇒19:00～22:00

中3 プレ入試合格発表 13:00に
室内掲示

中3超難関SSクラス   19:20～22:00中3フォロークラス 　19:20～22:00

自習室　10:00～22:00 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３A直前ゼミ　　 18:30～21:30 中３A直前ゼミ　　 18:30～21:30

中３B直前ゼミ　　 18:30～21:40

中３B直前ゼミ　　 18:30～21:40

中1A英語特訓   19:30～21:40

中2A数学特訓   19:40～21:50

中３S直前ゼミ　　 18:30～21:20 中３S直前ゼミ　　 18:30～21:20 中３S直前ゼミ　　 18:30～21:20 中３A直前ゼミ　　 18:30～21:30

2/19 2/20 2/21 2/22

東向陽台中・寺岡中・富谷二中
幸町中・将監東中・鶴が丘中

13:00～17:00

中3フォロークラス 　19:20～22:00

自習室　10:00～22:00

中2難関S理英社         19:20～21:55 中3基礎BC国社理英       14:00～20:00

中2基礎B数社            19:20～22:10 中1フォロークラス　 19:20～21:45 中2標準A社数英         19:20～21:50

中3難関S国数理社      　13:00～18:00

中１標準A英国数　　 19:20～21:55 中3難関S英国社         19:20～22:00 中2難関S社英数       19:20～21:55 中1標準A英社理      19:20～21:45 中3難関S英社理        19:20～22:10 中3標準A数理社英国      10:00～18:00

中１難関S数理国　　 19:20～21:45 中3難関S数学基礎     18:30～19:15 中3基礎BC英理社国  18:30～22:15 中1難関S社英         19:20～21:55 中3基礎BC社理数     18:30～21:10

中2フォロークラス 　19:20～22:10 中3標準A英社理　      18:30～21:10 中2標準A英理社       19:20～22:00 中3標準A理国数   　18:30～21:40

中3超難関SSクラス   19:20～22:00

中3超難関SSクラス   19:20～22:00

中2フォロークラス 　19:20～22:10 中3標準A英社理　      18:30～21:10 中2標準A英理社       19:20～22:00 中3標準A理国数   　18:30～21:40 中2難関S理英社         19:20～21:55 中3基礎BC国社理英       14:00～20:00

2/18
自習室　10:00～22:00 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2基礎B数社            19:20～22:10 中1フォロークラス　 19:20～21:45 中2標準A社数英         19:20～21:50

中2基礎B理英            19:20～22:10中3超難関SSクラス   19:20～22:00 中３の授業科目・終了時間に
ご注意ください。

中3高専対策
13:00～17:00

中１・中２学年末対策
中1S⇒18:00～21:00
中1A⇒18:00～21:00
中2S⇒18:40～21:40
中2AB⇒18:40～21:40

中１難関S数理国　　 19:20～21:45 中3難関S数学基礎     18:30～19:15 中3基礎BC英理社国  18:30～22:15 中1難関S社英         19:20～21:55 中3基礎BC社理数     18:30～21:10 中3難関S国数理社      　13:00～18:00

中１標準A英国数　　 19:20～21:55 中3難関S英国社         19:20～22:00 中2難関S社英数       19:20～21:55 中1標準A英社理      19:20～21:45 中3難関S英社理        19:20～22:10 中3標準A数理社英国      10:00～18:00

2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10

　ＳＦ新富谷教室 中学生用 ２,３月スケジュール  教室直通 TEL 022-351-6787　 1/26～ 配布　授業の開始と終了時間にご注意ください
日 月 火 水 木 金 土
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