
9/24

英検対策授業
５級　　　　　　        　10:00～11:00

４級　　　　　　        　11:10～12:10

中３　理科特訓
～化学分野の総復習～

13:00～18:00

中3難関S数社理         　13:00～15:50

中3標準A数国理         　14:00～16:50

中3基礎C数社英         　14:00～16:50

中3標準B数理英         　16:00～18:50

中3フォロークラス         19:00～21:50

英検対策授業

自習室　16:00～22:00 自習室　16:00～22:00

中1,中2前期期末試験範囲
英数復習講座

～やりなおしをしよう～
中1,中2 13:00～15:50

３級　　　　　　          16:00～17:00

中3基礎C英社理         18:30～21:10 中2標準A英理社           19:20～21:55

中2基礎B数英社         19:20～21:55 中1フォロークラス　　19:20～21:45

中1フォロークラス　  19:20～21:45

中3難関S英国数         19:20～22:00 中3標準B数社英     　  19:20～22:00

準２級　　　　　　         17:00～18:20

中1難関S社英               19:20～21:45

中3標準A数社英     　 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

校舎休校日

中１難関S数理国　　 19:20～21:45

中１標準A英国数　　 19:20～21:45

中2フォロークラス 　19:20～21:55

中3 9/7～9/9
修学旅行 欠席者フォロー

13:00～16:00

自習室　13:00～22:00 自習室　16:00～22:00

中3標準A英理社         　19:20～22:00

５級　　　　　　        　15:00～15:50

４級　　　　　　        　16:00～16:50

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

準２級　　　　　　         17:00～18:20

中3基礎C数英                18:30～21:10 中2標準A社数英         19:20～21:55

中2基礎B数英理　      19:20～21:50

３級　　　　　　         　19:00～20:00

中3標準B数理英         　16:00～18:50

中3フォロークラス         19:00～21:50

中1難関S社英               19:20～21:45 中3難関S社英理         19:20～22:00

中1標準A英社理            19:20～21:45 中3標準B理社国     　 19:20～22:00

中3標準A英理社         　19:20～22:00 中2難関S英理社         19:20～21:55

英検対策授業

中2難関S英理社         19:20～21:55

自習室　10:00～22:00 自習室　16:00～22:00 自習室　16:00～22:00 自習室　使用不可 自習室　16:00～22:00 自習室　16:00～22:00

中3難関S数社理         　13:00～15:50

中3標準A数国理         　14:00～16:50

中3基礎C数社英         　14:00～16:50定期試験対策

○9/5～9/9が試験の生徒
  中3   14:00～18:00

中1   9:00～12:30
 中2 　13:00～17:00

○9/12～9/16が試験の生徒
中1～中3  18:30～21:50

中3フォロークラスは土曜日に通塾できない
生徒、欠席した生徒が対象です。

9/5～中３は週３回の授業になります。土曜日の授業時間、授業科目、中３Ｃの授業開始時間にご注意ください。※中３Ｃで18:30～通塾が難しい生徒は、19:20～22:00になります。

定期試験対策
中１,中2 18:30～21:50
※試験が終了していない学校のみ

社員研修のため
校舎完全休校

中3標準A理社国     　 19:20～22:00 中2難関S社英数           19:20～21:55 中1標準A英社理            19:20～21:50 中3標準B理社英     　 19:20～22:00

自習室　10:00～22:00

中2フォロークラス 　19:20～21:55

中3難関S英国数         19:20～22:00

中3基礎C英社理         18:30～21:10

翌日テストの生徒は、翌日の試験科目の 中2基礎B数英社         19:20～21:55 中3基礎C数英                18:30～21:10 中2標準A社数英         19:20～21:55 中3標準B数理英         　16:00～18:50

中3標準A数国理         　14:00～16:50

9/4 9/5 9/6

中3標準A英理社         　19:20～22:00

中3難関S英数社         19:20～22:00 中3標準B数社英     　  19:20～22:00 中1難関S社英               19:20～21:50 中3難関S社英理         19:20～22:00
定期試験対策

中1      9:00～12:30
中3    13:00～17:00
中2 　 18:00～22:00

中１標準A英国数　　 19:20～21:50

中2フォロークラス 　19:20～21:55 中3基礎C理社国         19:20～22:00 中2標準A英数社           19:20～21:55 中3標準A英数         　　19:20～22:00 中2難関S英理社         19:20～21:55

※第２回　漢検・英検(10月実施)の締め切りに注意してください。申込みの締め切りは、英検は9月３日、漢検は9月17日になります。

※英検対策授業は無料です。英検を今回受験しない生徒も受講は可能です。9月中旬から10月中旬にかけて全学年、保護者面談を行います。詳細は9月に配布する別紙でご確認ください。

8/28 8/29 8/30 8/31 9/1

自習室　10:00～20:00 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 自習室　16:00～22:00

中2基礎B国社数         19:20～21:55 中1フォロークラス　　19:20～21:45 中3基礎C数英                19:20～22:00 中2標準A英理社         19:20～21:55

中1フォロークラス　　19:20～21:45 中2基礎B理英　         19:20～21:50

中2難関S社英数           19:20～21:55 中1標準A英社理            19:20～21:50 中3標準B理社英     　 19:20～22:00

中2フォロークラス 　19:20～21:55 中3基礎C理社国         19:20～22:00 中2標準A英数社           19:20～21:55 中3標準A英数         　　19:20～22:00 中2難関S英理社         19:20～21:55

中１難関S数理国　　 19:20～21:50 中3難関S英数社         19:20～22:00 中3標準B数社英     　  19:20～22:00 中1難関S社英               19:20～21:50 中3難関S社英理         19:20～22:00

中１標準A英国数　　 19:20～21:50 中3標準A理社国     　 19:20～22:00

自習室　10:00～22:00 自習室　10:00～22:00
9/25 9/26 9/27 9/28 9/29 9/30

中3基礎C数英                18:30～21:10

英検対策授業

翌日の新人戦のために欠席される場合
翌週の月曜日の授業にご参加ください

３級　　　　　　         　19:00～20:00

中3難関S社英理           19:20～22:00

中3標準B理社国     　   19:20～22:00

中2難関S英理社         19:20～21:55

中2標準A社数英         19:20～21:55

中2基礎B数英理　      19:20～21:50

５級　　　　　　        　15:00～15:50

４級　　　　　　        　16:00～16:50

準２級　　　　　　      13:00～14:20

9/18 9/19 9/20 9/21 9/22 9/23

中2標準A英理社           19:20～21:55

中2基礎B数英社         19:20～21:55 中1フォロークラス　　19:20～21:45

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

定期試験対策
13:00～17:30

※試験が終了していない学校のみ

中3難関S英国数         19:20～22:00

中3標準A数社英     　 19:20～22:00

中1フォロークラス　  19:20～21:45

中3標準B数社英     　  19:20～22:00

中2難関S社英数           19:20～21:55

9/17
中１難関S数理国　　 19:20～21:45

中１標準A英国数　　 19:20～21:45

中2フォロークラス 　19:20～21:55 中3基礎C英社理         18:30～21:10

9/11 9/12 9/13 9/14 9/15 9/16

中3基礎C数社英         　14:00～16:50

自習室　10:00～22:00

中２フォロークラスは
水曜日もしくは金曜日に通塾できない生

徒、欠席した生徒が対象です。

中1フォロークラスは月曜日に通塾できない
生徒、欠席した生徒が対象です。

中2基礎B数英理　      19:20～21:50 中3フォロークラス         19:00～21:50用意を持ってきてください。 中1フォロークラス　  19:20～21:45

9/7 9/8 9/9 9/10
中1難関S社英               19:20～21:45中１難関S数理国　　 19:20～21:45 中3難関S社英理         19:20～22:00

中１標準A英国数　　 19:20～21:45 中3標準A数社英     　 19:20～22:00 中1標準A英社理            19:20～21:45 中3標準B理社国     　 19:20～22:00

中3難関S数社理         　13:00～15:50

　ＳＦ新富谷教室 中学生用 ９月スケジュール  教室直通 TEL 022-351-6787　 ８/２６～ 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

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2基礎B国社数         19:20～21:55 中1フォロークラス　　19:20～21:45 中3基礎C数英                19:20～22:00 中2標準A英理社         19:20～21:55

中1フォロークラス　　19:20～21:45 中2基礎B理英　         19:20～21:55

9/2 9/3

定期試験対策

中3   13:00～17:00
中1   18:00～21:00
中2 　19:00～22:00

中１難関S数理国　　 19:20～21:50


