
自習室　16:00～22:30 自習室　16:00～22:30 自習室　16:00～22:30
校舎休校日

自習室　9:00～22:30自習室　16:00～22:30 自習室　16:00～22:30 自習室　13:00～22:30 自習室　16:00～22:30 自習室　16:00～22:30
3/4 3/5

小4国語①　　　　 　18:00～18:50

2/22～3/6まで通常授業はありません。新年度の授業は3/7～になります。
3月からの通塾日やコースについては、2月の保護者面談後に確定いたします。小6数学①　　　　 　17:50～18:40

小6算数⑤ 　  　　       18:30～19:15 小3算数②     　           17:40～18:30

小4算数④　 　            18:30～19:15

小5算数①　   　　 　17:00～17:50

自習室　9:00～22:30
2/22 2/23 2/24 2/25 2/26

小学生英語基礎②   　   17:40～18:30 小4上級英語 　      　 17:40～18:30 小2算数③   　     　   17:00～17:50

小6数学⑥　　　　　 16:50～17:40 小6英語③　    　　　15:00～15:50

小５国語①　　    　 18:30～19:15 小3上級英語 　            17:40～18:30 小2算数②　　　　　 16:50～17:40 小6数学⑧ 　　          16:00～16:50

小5二華中受験国語　17:40～18:30 小4英語　                  18:00～18:50 小4算数② 　                16:50～17:40 小6数学⑥　　　　　 16:50～17:40

小1ハイレベル算国    13:00～14:30

小4国語①　　　　 　18:00～18:50 小5算数②　　 　　   16:50～17:40 小6数学③　　　　　  17:00～17:50 小5算数③ 　                16:50～17:40 小3国語 　                16:50～17:40 小3ハイレベル算国    13:00～14:30

小6国語②      　  　   17:00～17:50

小2算数②　　　　　 16:50～17:40 小6数学⑧ 　　          16:00～16:50

小５数学　　    　 　18:30～19:20 小4算数③ 　 　           17:40～18:30 小6国語① 　       　　17:40～18:30 小6国語②      　  　   17:00～17:50

小5算数①　   　　 　17:00～17:50

小5附属中受験国語　17:40～18:30 小6数学④　　　　　  18:00～18:50 小学生英語基礎①　      16:50～17:40 小4国語③ 　              16:50～17:40

小4国語①　　　　 　18:00～18:50

小6英語③　    　　　15:00～15:50

小５数学　　    　 　18:30～19:20

小4英語　                  18:00～18:50

小4国語②　　     　 18:30～19:15 小学生英語基礎②   　   17:40～18:30

自習室　10:00～22:00 自習室　16:00～22:30

自習室　13:00～22:00

自習室　16:00～22:30

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

全学年、宿題をだしますので、3/7～の通常授業で提出するようにして下さい。

小5首都圏受験算数    16:00～18:00

自習室　16:00～22:30
2/20 2/21(小学生通常授最終日)

小5二華中受験国語　17:40～18:30 小4英語　                  18:00～18:50

小6数学⑦　 　          14:00～14:50

自習室　13:00～22:00 自習室　16:00～22:30 自習室　16:00～22:30 自習室　16:00～22:30 自習室　16:00～22:30

小5附属中受験国語　17:40～18:30 小6数学④　　　　　  18:00～18:50 小学生英語基礎①　      16:50～17:40 小4国語③ 　              16:50～17:40

小5二華中受験国語　17:40～18:30 小4英語　                  18:00～18:50 小4算数② 　                16:50～17:40

小５数学　　    　 　18:30～19:20 小4算数③ 　 　           17:40～18:30 小6国語① 　       　　17:40～18:30 小6国語②      　  　   17:00～17:50

小4国語②　　     　 18:30～19:15

小1ハイレベル算国    13:00～14:30

小4国語①　　　　 　18:00～18:50 小5算数②　　 　　   16:50～17:40 小6数学③　　　　　  17:00～17:50 小5算数③ 　                16:50～17:40 小3国語 　                16:50～17:40 小3ハイレベル算国    13:00～14:30

小6数学①　　　　 　17:50～18:40 小5上級英語　　       16:50～17:40 小3算国　　　　　     17:00～18:30 小1国語 　             　   16:50～17:40 小6秀光中受験適性　 16:00～16:50

小4算数⑤　 　          13:00～13:50

小6数学②　　　　　16:10～17:00 小5標準英語　　　　  17:00～17:50 小4算数①　                16:00～17:00 小2算数①　 　　　　 16:00～16:50 小6英語②　　 　       13:00～13:50

小5首都圏受験算数    16:00～18:00 小５秀光国語　　      18:30～19:20 小5東北学院受験算数  16:10～17:00 小3算数① 　                16:00～17:00 小1算数 　                16:00～16:50

小5算数①　   　　 　17:00～17:50

自習室　9:00～22:30
2/13 2/14 2/15 2/16 2/17 2/18 2/19

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

小6数学⑦　 　          14:00～14:50

小4上級英語 　      　 17:40～18:30 小2算数③   　     　   17:00～17:50

小3算数②     　           17:40～18:30

小6英語③　    　　　15:00～15:50

小５国語①　　    　 18:30～19:15 小3上級英語 　            17:40～18:30

小5附属中受験国語　17:40～18:30 小6数学④　　　　　  18:00～18:50 小学生英語基礎①　      16:50～17:40 小4国語③ 　              16:50～17:40

小4国語②　　     　 18:30～19:15 小学生英語基礎②   　   17:40～18:30

小6算数⑤ 　  　　       18:30～19:15

小4算数④　 　            18:30～19:15

小6数学①　　　　 　17:50～18:40 小5上級英語　　       16:50～17:40 小3算国　　　　　     17:00～18:30 小1国語 　             　   16:50～17:40 小6秀光中受験適性　 16:00～16:50

小4算数⑤　 　          13:00～13:50

小6数学②　　　　　16:10～17:00 小5標準英語　　　　  17:00～17:50 小4算数①　                16:00～17:00 小2算数①　 　　　　 16:00～16:50 小6英語②　　 　       13:00～13:50

小5首都圏受験算数    16:00～18:00 小５秀光国語　　      18:30～19:20 小5東北学院受験算数  16:10～17:00 小3算数① 　                16:00～17:00 小1算数 　                16:00～16:50

自習室　10:00～22:30
2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12

自習室　10:00～22:00 自習室　15:00～22:00 自習室　16:00～22:30 自習室　16:00～22:30 自習室　16:00～22:30 自習室　16:00～22:30

小2算数③   　     　   17:00～17:50

小3算数②     　           17:40～18:30小6算数⑤ 　  　　       18:30～19:15

小4算数④　 　            18:30～19:15

小4国語②　　     　 18:30～19:15 小学生英語基礎②   　   17:40～18:30 小4上級英語 　      　 17:40～18:30

小1ハイレベル算国    13:00～14:30

小3ハイレベル算国    13:00～14:30

小6数学⑦　 　          14:00～14:50

小5算数②　　 　　   16:50～17:40 小6数学③　　　　　  17:00～17:50 小5算数③ 　                16:50～17:40

小4算数② 　                16:50～17:40 小6数学⑥　　　　　 16:50～17:40

小3国語 　                16:50～17:40

小５国語①　　    　 18:30～19:15 小3上級英語 　            17:40～18:30 小2算数②　　　　　 16:50～17:40 小6数学⑧ 　　          16:00～16:50

小５数学　　    　 　18:30～19:20 小4算数③ 　 　           17:40～18:30 小6国語① 　       　　17:40～18:30

小6数学①　　　　 　17:50～18:40 小5上級英語　　       16:50～17:40 小3算国　　　　　     17:00～18:30 小1国語 　             　   16:50～17:40 小6秀光中受験適性　 16:00～16:50

小4算数⑤　 　          13:00～13:50

小5算数①　   　　 　17:00～17:50 小6数学②　　　　　16:10～17:00 小5標準英語　　　　  17:00～17:50 小4算数①　                16:00～17:00 小2算数①　 　　　　 16:00～16:50 小6英語②　　 　       13:00～13:50

小5首都圏受験算数    16:00～18:00 小５秀光国語　　      18:30～19:20 小5東北学院受験算数  16:10～17:00 小3算数① 　                16:00～17:00 小1算数 　                16:00～16:50

自習室　10:00～22:30
1/30 1/31 2/1(中3私立入試A日程) 2/2 2/3(中3私立入試Ｂ日程) 2/4 2/5

自習室　10:00～22:00 自習室　15:00～22:30 自習室　16:00～22:30 自習室　15:00～22:30 自習室　15:00～22:30 自習室　15:00～22:30

小4算数③ 　 　           17:40～18:30 小6国語① 　       　　17:40～18:30 小6国語②      　  　   17:00～17:50

小2算数③   　     　   17:00～17:50

小4算数④　 　            18:30～19:15

小6算数⑤ 　  　　       18:30～19:15

小4上級英語 　      　 17:40～18:30

小3算数②     　           17:40～18:30

小4算数② 　                16:50～17:40 小6数学⑥　　　　　 16:50～17:40 小6英語③　    　　　15:00～15:50

小3上級英語 　            17:40～18:30 小2算数②　　　　　 16:50～17:40 小6数学⑧ 　　          16:00～16:50

小6数学④　　　　　  18:00～18:50 小学生英語基礎①　      16:50～17:40 小4国語③ 　              16:50～17:40 小6数学⑦　 　          14:00～14:50小5附属中受験国語　17:40～18:30

小5二華中受験国語　17:40～18:30

小５国語①　　    　 18:30～19:15

1/25 1/26 1/27 1/28

小1ハイレベル算国    13:00～14:30

小4国語①　　　　 　18:00～18:50 小5算数②　　 　　   16:50～17:40 小6数学③　　　　　  17:00～17:50 小5算数③ 　                16:50～17:40 小3国語 　                16:50～17:40 小3ハイレベル算国    13:00～14:30

小6数学①　　　　 　17:50～18:40 小5上級英語　　       16:50～17:40 小3算国　　　　　     17:00～18:30 小1国語 　             　   16:50～17:40 小6秀光中受験適性　 16:00～16:50

小5算数①　   　　 　17:00～17:50

　ＳＦ新富谷教室 小学生用 1,2月スケジュール  教室直通 TEL 022-351-6787　 1/16～ 配布
日 月 火 水 木 金 土

小6数学②　　　　　16:10～17:00 小5標準英語　　　　  17:00～17:50 小4算数①　                16:00～17:00 小2算数①　 　　　　 16:00～16:50 小6英語②　　 　       13:00～13:50

1/29
小5首都圏受験算数    16:00～18:00 小５秀光国語　　      18:30～19:20 小5東北学院受験算数  16:10～17:00 小3算数① 　                16:00～17:00 小1算数 　                16:00～16:50 小4算数⑤　 　          13:00～13:50

1/23 1/24


