
中1フォロークラス　      18:00～20:50

中2フォロークラス　      18:00～20:30

中3フォロークラス　      19:00～21:50

定期試験対策(富谷市内)
中１　18:40～21:40
中２　19:00～22:00

※部活がない場合、午前中から自習も可

中1難関S社英        19:20～21:55 中3基礎BC社理     　18:30～21:10

中1標準A英          19:20～21:45 中3難関S英社理        19:20～22:00

中3標準A数英   　  18:30～21:10 中2難関S理英社         19:20～21:55

中2標準A社数英         19:20～21:50

中3難関S数理社         　13:00～15:50

中3標準A社英国         　13:00～15:50

中3基礎BC数理英国       15:00～18:50

高専対策　　　　　        16:00～17:50

高専対策　　　　　        16:00～17:50

定期試験対策(仙台市内)
中１　13:00～18:00
中２　13:00～１8:00

定期試験対策(富谷市内)
中１　18:40～21:40
中２　19:00～22:00

中３　物理集中講座（電気）
（先着20名）

　9：00〜12：30

定期試験対策(仙台市内)
中１　13:00～17:00
中２　13:00～17:00

中１難関S数理国　　 19:20～21:45 中3標準A数理　  10:00～12:20

中１標準A英国数　　 19:20～21:55 中2基礎B数社    15:00～17:30

中2フォロークラス 　19:20～22:10 ※中2基礎Bは１０月分の振替になります

中3基礎BC英数社    18:30～21:10

中2難関S社英数   19:20～21:55

中2標準A英理社   19:20～22:00

中1フォロークラス　 19:20～21:45校舎休校日

中2標準A社数英         19:20～21:50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　数学大問１対策講座
（先着25名）BCクラスは原則必修

　13：00〜15：30

定期試験対策(仙台市内)
中１　13:00～18:00
中２　13:00～１8:00

定期試験対策(富谷市内)
中１　18:40～21:40
中２　19:00～22:00

中3難関S英国数         19:20～22:00 中3基礎BC英数社    18:30～21:10

中3標準A社数理　      18:30～21:10 中2難関S社英数   19:20～21:55

　ＳＦ新富谷教室 中学生用 １１月スケジュール  教室直通 TEL 022-351-6787　 10/29～ 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　13:00～22:00 自習室　16:00～22:00 自習室　16:00～22:00 自習室　16:00～22:00 自習室　11:00～22:00 自習室　16:00～22:00 自習室　10:00～22:00

11/5

11/6 11/12

10/30 10/31 11/1 11/2 11/3 11/4

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3基礎BC英数社     18:30～21:10

中2難関S社英数    19:20～21:55

中2標準A英理社     19:20～22:00

中1フォロークラス　　 19:20～21:45

中3基礎BC社理     　18:30～21:10

中3難関S英社理        19:20～22:00

中2難関S理英社         19:20～21:55

中2標準A社数英         19:20～21:50

定期試験対策(仙台市・富谷市)
中２　19:00～22:00

中1標準A英          19:20～21:45 中3難関S英社理        19:20～22:00
中３　天体集中講座

（先着20名）

中１難関S数理国　　 19:20～21:45 中3難関S英国数         19:20～22:00 中3基礎BC英数社    18:30～21:10 中1難関S社英        19:20～21:55 中3基礎BC社理     　18:30～21:10

11/7 11/8 11/9 11/10 11/11

ぜんけん模試（中３）
9:00～14:30

※翌日が英検２次試験となるため、
模試を土曜日に変更しました

　9：00〜12：30 中2フォロークラス 　19:20～22:10 中2基礎B数社            19:20～22:10 中2標準A英理社   19:20～22:00 中3標準A数英   　  18:30～21:10 中2難関S理英社         19:20～21:55

中３　数学大問１対策講座
（先着25名）BCクラスは原則必修

　13：00〜15：30

中３　英語長文読解講座
（先着25名）

中２　１次関数攻略特訓
（先着20名）

　13：00〜17：00

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2標準A社数英         19:20～21:50

中１標準A英国数　　 19:20～21:55 中3標準A社数理　      18:30～21:10 中2難関S社英数   19:20～21:55

　16：00〜18：30

定期試験対策(仙台市内)
中１　13:00～17:00
中２　13:00～17:00

自習室　10:00～22:00
11/13 11/14 11/15 11/16 11/17 11/18 11/19

自習室　9:00～22:00 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

定期試験対策(富谷市内)
中１　18:40～21:40
中２　19:00～22:00

中3難関S数理社         　13:00～15:50

中１標準A英国数　　 19:20～21:55 中1標準A英          19:20～21:45 中3難関S英社理        19:20～22:00 中3標準A社英国         　13:00～15:50

　9：00〜12：30 中2フォロークラス 　19:20～22:10 中2基礎B数社            19:20～22:10 中2標準A英理社   19:20～22:00 中3標準A数英   　  18:30～21:10

中３　物理集中講座（光・音・力）

（先着20名）

中１難関S数理国　　 19:20～21:45 中1難関S社英        19:20～21:55 中3基礎BC社理     　18:30～21:10

中3基礎BC数理英国       15:00～18:50中2難関S理英社         19:20～21:55

自習室　10:00～22:00
11/20 11/21 11/22 11/23 11/24 11/25 11/26

中1フォロークラス　      18:00～20:50

中2フォロークラス　      18:00～20:30

中3フォロークラス　      19:00～21:50中1　鬼化学特訓講座
（Aクラスは必修）

※途中からの参加も可能です
　13：00〜18：00

定期試験対策(仙台市内)
中１　13:00～17:00
中２　13:00～17:00

定期試験対策(富谷市内)
中１　18:40～21:40
中２　19:00～22:00

定期試験対策(仙台市内)
中１　13:00～17:00
中２　13:00～17:00

定期試験対策(富谷市)
中1　14:00～18:00

自習室　9:00～22:00 自習室　13:00～22:00 自習室　13:00～22:00 自習室　13:00～22:00 自習室　16:00～22:00 自習室　16:00～22:00

全国統一中学生テスト
※ネットから申込をした生徒のみ
中１～中３　9:00～12:30

中１難関S数理国　　 19:20～21:45

中１標準A英国数　　 19:20～21:55

中2フォロークラス 　19:20～22:10

中3難関S英国数         19:20～22:00

中3標準A社数理　      18:30～21:10

※全教室に防犯カメラを設置いたしました。

※中３生は３年間の最終評定を必ず教室に提出してください。

※テスト対策は、途中から参加したりすることも可能です。塾生のみが無料になります。

中3難関S数理社         　13:00～15:50

中3標準A社英国         　13:00～15:50

中3基礎BC数理英国       15:00～18:50

高専対策　　　　　        16:00～17:50

中1フォロークラス　      18:00～20:50

中2フォロークラス　      18:00～20:30

中1難関S社英        19:20～21:55

中1標準A英          19:20～21:45

中3標準A数英   　  18:30～21:10

自習室　10:00～22:00自習室　9:00～22:00 自習室　13:00～22:00

中３の通塾時間帯にご注意ください。
新クラスについては10月24日に掲示します。

中3フォロークラス　      19:00～21:50

定期試験対策(仙台市内)
中１　13:00～17:00
中２　13:00～17:00

定期試験対策(富谷市)
中２　13:00～17:00

※中３の１２月の模試は「みやぎ模試」と「ぜんけん模試」があります。１２月４日と１１日を予定しており、どちらかのテストは泉中央教室で受験していただきます。詳細は案内を配布いたします。

定期試験対策(仙台市内)
中１　14:00～18:00
中２　14:00～18:00

定期試験対策(富谷市内)
中１　18:30～21:30
中２　19:00～22:00

※中３のみ１１月中旬から保護者面談を希望者のみ行います。次回の面談は冬休み後になります。

太字はイベントになります。参加希望者は廊下にある申込用紙に氏名を記入してください。原則必修になっているクラスの生徒の記入は必要ありません。

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

定期試験対策(富谷市内)
後期中間リハーサルテスト

中１　13:00～17:00
中２　18:00～22:00


