
中1難関S社英         19:20～21:55

中3標準A社数理　      18:30～21:10

　ＳＦ新富谷教室 中学生用 １月スケジュール  教室直通 TEL 022-351-6787　 1/6～ 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

1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 1/13 1/14

中１・中２学年末対策
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標準A社数理　      18:30～21:10 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

1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21

英語技能検定(詳細は別紙)
自習室　10:00～22:00自習室　10:00～22:00 自習室　15:00～22:00 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１ぜんけん模試
15:30～19:30

中３新みやぎ模試
9:00～14:30

中２ぜんけん模試
17:40～21:50

中１ぜんけん模試
15:30～19:30

※定規とコンパスを持参
※通知表が分かるものを持参

中２ぜんけん模試
17:40～21:50

ご都合の良い日時をお選びください。別日受験も可

高専対策　　　　　        16:00～18:50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2難関S社英数       19:20～21:55 中1標準A英社理      19:20～21:45

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数英理   　18:30～21:10

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

1/22 1/23 1/24 1/25 1/26 1/27
自習室　16:00～22:00 自習室　16:00～22:00

中3基礎BC数理英国       15:00～18:50

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数英理   　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 高専対策　　　　　        16:00～18:50

中2基礎B理英            19:20～22:10

中2標準A英理社       19:20～22:00 中3標準A数英理   　18:30～21:10 中2難関S理英社         19:20～21:55 中3基礎BC数理英国       15:00～18:50

1/28
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 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3標準A社数理　      18:30～21:10

英検の対策については、授業前後で千田先生にプリントをもらうなどしてください。

漢字検定(詳細は別紙)

自習室　15:00～22:00 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３は1月中旬より保護者面談、小１～中２は1月下旬から2月下旬にかけて保護者面談を行います。別紙で詳細をご確認ください。

中3基礎BC社理     　18:30～21:10

中3難関S英社理        19:20～22:10

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2基礎B理英            19:20～22:10

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

中1フォロークラス　  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2難関S社英数       19:20～21:55

中１難関S数理国　　 19:20～21:45

※各教室に防犯カメラを設置しました。

1/15

中３ぜんけん模試
9:00～14:30

中１・中２学年末対策
中1S⇒18:00～21:00
中1A⇒18:20～21:20
中2S⇒18:40～21:40
中2AB⇒19:00～22:00

この日にテスト範囲の学校ワークが終了していな
い生徒は翌日から強制自習とします。

中１・中２学年末対策
中1S⇒18:00～21:00
中1A⇒18:20～21:20
中2S⇒18:40～21:40
中2AB⇒19:00～22:00

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 自習室　16:00～22:00

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１・中２学年末対策
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 高専・私立入試演習
高専⇒10:00～12:20
東北⇒10:00～11:50

榴ヶ岡⇒13:00～14:50
仙台育英⇒15:00～16:50

学院⇒17:00～18:50
ウルスラ⇒17:00～18:50

生文・聖和⇒17:00～18:50

中１・中２学年末対策
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１標準A英国数　　 19:20～21:55

中2基礎B理英            19:20～22:10

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 高専対策　　　　　        16:00～18:50

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社英国         　13:00～15:50

中2フォロークラス 　19:20～22:10 中2基礎B数社            19:20～22:10

自習室　16:00～22:00 自習室　10:00～22:00
1/29

中３ 高専・私立入試演習
高専⇒10:00～12:20
東北⇒10:00～11:50

榴ヶ岡⇒13:00～14:50
仙台育英⇒15:00～16:50

学院⇒17:00～18:50
ウルスラ⇒17:00～18:50

生文・聖和⇒17:00～18:50
中１・中２学年末対策
中1S⇒18:00～21:00
中1A⇒18:20～21:20
中2S⇒18:40～21:40
中2AB⇒19:00～22:00

1/30 1/31
中3難関S英国数         19:20～22:00

中3標準A社数理　      18:30～21:10

中2基礎B数社            19:20～22:10

2/4

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2標準A英理社       19:20～22:00 中3標準A数英理   　18:30～21:10 中2難関S理英社         19:20～21:55

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

2/1 2/2 2/3
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

自習室　10:00～22:00

※中３の費用請求につきましては、1/27の引き落としが最終になります。

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私立入試 A日程 中３私立入試 B日程

中３公立プレ入試(希望者のみ)
9:00～14:30

入試の過去問等を利用し志望校に合格
できるか合否も出します。公立の最終

出願の判断材料にしてください。
翌日の10:00に合否発表を行います。

中１・中２学年末対策
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2基礎B理英            19:20～22:10


