
8/26 8/27

8/29 8/30 8/31 9/1 9/2 9/3
自習室　10:00～22:00

8/28
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

※第２回　漢検・英検(10月実施)の案内は、7/18～配布しております。教室の入り口にも置いてあります。

※定期試験対策は塾生のみ参加可能です。

※8月のぜんけん模試の結果到着は、9/2頃になります。

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自習室　10:00～22:00

8/19 8/20
自習室　9:00～22:00 自習室　9:00～22:00 自習室　9:00～22:00

校舎休校日 校舎休校日 校舎休校日

校舎休校日 校舎休校日

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

中3フォロー   　　          18:30～21:10 中2標準B社数英　　      18:30～21:10

中2基礎C英社理　　　   18:30～21:10

8/21 8/22 8/258/23 8/24

8/14 8/15 8/16 8/17 8/18

8/138/7 8/8 8/9 8/10 8/11 8/12
自習室　9:00～22:00 自習室　9:00～22:00 自習室　9:00～22:00 自習室　9:00～22:00 自習室　9:00～22:00 自習室　9:00～22:00

校舎休校日

通授業はありません。夏期講習会の日程になります。開始時間・終了時間・曜日も含めこちらのスケジュールが正しいものになります。
また、授業に欠席した場合、出席できる日のフォロー日にご参加下さい。(中3フォローと記載のものは中３のみ)

中3難関S理社英数         13:00～17:30

中3標準A英理社国         13:00～17:30

中3基礎B,C社英理数      13:00～17:30

中3難関S理社英数         13:00～17:30

中3標準A英数社            13:00～17:30

中3基礎B,C社英理国      13:00～17:30

中1難関S数英    　　      18:30～21:10 中2難関S数英社　　      18:30～21:10 中1難関S数英    　　      18:30～21:10 中2標準B数英　　     　 18:30～21:10

中学生フォロー  　13:00～17:30の間

中1難関S社国理    　　   18:30～21:10

中1標準A国理社　　       18:30～21:10

中3フォロー   　　          18:30～21:10

中3難関S理社英国         13:00～17:30

中3標準A英理社数         13:00～17:30

中3基礎B,C社英理数      13:00～17:30

中2難関S理英国　　      18:30～21:10

中1標準A英数　　          18:30～21:10 中2標準A英社数　　      18:30～21:10 中1標準A英数　　          18:30～21:10 中2基礎C社英　　　　   18:30～21:10

中1標準A英数　　          18:30～21:10 中2基礎C数国　　　      18:30～21:10 中1標準A国理社　　       18:30～21:10 中2標準A英社数　　      18:30～21:10

中3フォロー   　　          18:30～21:10

自習室　9:00～22:00
7/31 8/1 8/2 8/3 8/4 8/5 8/6

自習室　9:00～22:00 自習室　9:00～22:00 自習室　9:00～22:00 自習室　9:00～22:00 自習室　9:00～22:00

7/24 7/25 7/26 7/27 7/28 7/29

　ＳＦ新富谷教室 中学生用 ７,８月スケジュール  教室直通 TEL 022-351-6787　 ７/１４～ 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

7/30

中3難関S数社英国         13:00～17:30

校舎休校日

夏期講習期間のご送迎

車のお迎えは授業後10分後にしてい
ただくか、近くのコンビニ等をご使用
下さい。ご協力よろしくお願いいたし

ます。

中3標準A英数社理         13:00～17:30

中3基礎B,C社英理数      13:00～17:30

中2難関S数英社　　      18:30～21:10

中2標準A英社数　　      18:30～21:10

中2標準B社数英　　      18:30～21:10

中2基礎C英理　　　      18:30～21:10

通授業はありません。夏期講習会の日程になります。開始時間・終了時間・曜日も含めこちらのスケジュールが正しいものになります。
また、授業に欠席した場合、出席できる日のフォロー日にご参加下さい。(中3フォローと記載のものは中３のみ)

中3難関S理社英数         13:00～17:30

中3標準A英数社国         13:00～17:30

中3基礎B,C社英理数      13:00～17:30

中1難関S数英    　　      18:30～21:10

中学生フォロー  　10:00～17:30の間

中2難関S理英国　　      18:30～21:10

中2標準A英国理　　      18:30～21:10

中2標準B国理英　　      18:30～21:10

中学生フォロー  　18:30～21:10の間

中3難関S理社英             13:00～17:30

中3標準A英理社数         13:00～17:30

中3基礎B,C社英理国      13:00～17:30

中1難関S社国理    　　   18:30～21:10

中3フォロー   　　          18:30～21:10

中3難関S数社英国         13:00～17:30

中3標準A英理社数         13:00～17:30

中3基礎B,C社英理数      13:00～17:30

中2難関S数英社　　      18:30～21:10

中2標準B社数英　　      18:30～21:10

中2基礎C英国　　　      18:30～21:10

中学生フォロー  　13:00～17:30の間

中2難関S理英国　　      18:30～21:10

中2標準A英国理　　      18:30～21:10

中2標準B国理英　　      18:30～21:10

中2基礎C数理　　　      18:30～21:10

中2標準A英国理　　      18:30～21:10

中2標準B国理英　　      18:30～21:10

中2基礎C数　　　　      18:30～21:10

中3難関S数社英理         13:00～17:30

中3標準A英理社国         13:00～17:30

中3基礎B,C社英理数      13:00～17:30

中3フォロー   　　          18:30～21:10

中学生フォロー  　10:00～17:30の間

中2難関S数英　　　      18:30～21:10

中2標準A英数　　      　18:30～21:10

中１・中２ともに8/6までに期末試験の学校ワークを終了させ提出してください。

中学生フォロー  　10:00～17:30の間

中1難関S社国理    　　   18:30～21:10

中1標準A国理社　　       18:30～21:10

中3フォロー   　　          18:30～21:10

ぜんけん模試(ご都合の良い日で受験してください)
別日受験希望の方はご連絡下さい。

校舎休校日 中3　　　　 　　          9:00～14:30 中3　　　　 　　          9:00～14:30

中1・中2　　　　 　   17:30～21:40 中1・中2　　　　 　   15:30～19:40

中1・中2　　　　 　   17:30～21:40

定期試験対策
中1  13:00～16:00

中3難関S社英理         19:20～22:00
中3標準B理社英     　 19:20～22:00

中2難関S英理社         19:20～21:55

中2標準A英理社         19:20～21:55

中2基礎B理英　         19:20～21:55

定期試験対策

中3    14:00～17:00
中1    18:00～21:00
中2 　 19:00～22:00

校舎休校日 校舎休校日
中1難関S社英               19:20～21:50

中1標準A英社理            19:20～21:50

中3基礎C数英                19:20～22:00

中3標準A英数         　　19:20～22:00

定期試験対策
中2  13:00～16:00

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

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難関S英数社         19:20～22:00

中3標準A理社国     　 19:20～22:00

中3基礎C理社国         19:20～22:00

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2基礎B理英　         19:20～21:55

中3標準B数社英     　  19:20～22:00

中2難関S社英数           19:20～21:55

中2標準A英数社           19:20～21:55

中1フォロークラス　　19:20～21:45

中1難関S社英               19:20～21:50

中1標準A英社理            19:20～21:50

中3標準A英数         　　19:20～22:00

中3基礎C数英                19:20～22:00

中3難関S社英理         19:20～22:00

中3標準B理社英     　 19:20～22:00

中2難関S英理社         19:20～21:55

中2標準A英理社         19:20～21:55

定期試験対策

中3    14:00～17:00
中1    18:00～21:00
中2 　 19:00～22:00

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2基礎B理英　         19:20～21:55

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 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 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


