
※小テストに合格しなかった場合や、宿題を忘れた場合、授業後に居残りになる場合があります。生徒には、自宅に連絡をするように指導していきます。

※太字の講座は、塾生は全て無料です。

※中３の振替は土日を予定しており、都度ご相談していただければと思います。

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

14:30～18:30
中3数学1次関数講座(標準)

19:00～21:30
※歴史の講座に参加したい生徒は、

前日までに沼子までお伝えください。

自習室　10:00～21:30

14:30～16:30 中2フォロークラス 　19:20～21:55

中2英語総復習講座(基礎) 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。

夏期講習期間について 7/25～(夏期講習期間のクラス編成は、7/23に掲示します。)

中３：授業時間は13:00～17:30になりますが、毎日宿題があり、約3時間かけないと終わりません。そして毎日小テストがあります。この
夏、これまでの総復習ができる最後のチャンスです。受験生が夏休みに勉強しないなんてありえません。まずは8/9のぜんけん模試で第
一志望校Ｂ判定以上全員がとれるように頑張りましょう。夏期講習期間は自習室が朝から開放になります。

中１・中２：8/9までに、期末試験の範囲になりそうな部分の学校ワークを全科目提出していただきます。もちろんそれ以外にも
宿題がありますので早めに期末試験の学習に取り組みましょう。

17:00～19:00

※前期中間試験で60点以下の
生徒は必ず参加してください。

中3歴史総復習講座(25名のみ)

中3S      18:50～21:50
中１英語総復習講座(基礎) 中１標準A英国数 　　19:20～21:45 中3C      19:00～22:00 中3B      19:00～22:00

中1～中3 13:00～15:00 中1フォロークラス　　19:20～21:45 中1フォロークラスは木曜日に通塾できない
生徒、欠席した生徒が対象です。

※塾生原則必修 ※塾生原則必修 中3基礎C英数            19:30～21:20

第１回２回で受験できない生徒が対象です 中１難関Ｓ数理国　　19:20～21:45 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3A      18:50～21:50

中3標準A数英            19:30～21:20

第3回中学生特待生テスト(英数) 13:00～15:00 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入試チャレンジ講座 中3入試チャレンジ講座 中3標準B国数　         19:30～21:20

第１回で受験できない生徒が対象です 中２数学総復習講座(基礎) 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通常授業補強 
中1～中3 10:00～12:00 10:00～12:00 中3標準A理社国     　 19:20～22:00 中2難関S社英数         19:20～21:55 19:30～21:30 19:30～21:30 中3難関S国語　　      18:30～19:20

第2回中学生特待生テスト(英数) 中１数学総復習講座(基礎) 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英語総復習講座(発展) 中2数学総復習講座(発展) 

自習室　10:00～22:00
7/17 7/18 7/19 7/20(通常授業終了) 7/21(夏期講習準備期間) 7/22(夏期講習準備期間) 7/23(夏期講習準備期間)

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　16:00～22:00 自習室　16:00～22:00

無料で誰でも受験可能です。
特待生になると、9月～11月の費用が全額

もしくは半額免除の割引があります。

中3難関S国語　　      18:30～19:20

第五部　　17:00～18:00 中１標準A英国数 　　19:20～21:45 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3標準A数英            19:30～21:20

※詳細は別紙でご確認ください。 中2フォロークラス 　19:20～21:55 中3標準B国数　         19:30～21:20

第四部　　15:00～16:00 中１難関Ｓ数理国　　19:20～21:45 中1フォロークラス　　19:20～21:45 中1フォロークラスは木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理英　         19:20～21:55

中3標準B理社英     　 19:20～22:00 17:10～18:20
第二部　　11:00～12:00 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 ３クラスに分けて行います。

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3基礎C英数            19:30～21:20

第１回中学生特待生テスト(英数)
中1～中3 10:00～12:00

7/16
夏期保護者会 中１は夏期講習会から正式にクラスを

分けます。その準備期間(おためし期
間)としてクラスを分けて授業を実施し

ます。7/11～7/20の期間

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　　    19:20～21:45 中3難関S社英理         19:20～22:00 中２国語読解講座 
第一部　　　9:00～10:00 中3標準A理社国     　 19:20～22:00

7/10(英検2次試験) 7/11 7/12 7/13 7/14 7/15

第三部　　13:00～14:00 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３通常授業補強 

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ぜんけん模試予備受験日
漢検の詳細は別紙でご確認下さい。生徒には配布しております。

自習室　10:00～17:00 自習室　16:00～22:00 自習室　17:00～22:00 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標準B国数　         19:30～21:20

当日、受験が難しい場合、予備受験日で
受験してください。予備受験日もご都合が

悪い場合、別途ご相談ください。

国数英19:10～22:00 中3基礎C英数            19:30～21:20

中３ぜんけん模試予備受験日
理社 19:10～21:00

３クラスに分けて行います。

※定規とコンパスを持参。 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標準A英理社         19:20～21:55 中３通常授業補強 
※全員必修になります。 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基礎C数英            19:20～22:00 中2難関S英理社         19:20～21:55

8時50分集合/14時30分解散 中1フォロークラス　　19:20～21:45 中1フォロークラスは木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理英　         19:20～21:55 中3難関S国語　　      18:30～19:20

※昼食時間11:50～12:30は一時帰宅も可 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3標準A数英            19:30～21:20

中２国語読解講座 
中2フォロークラス 　19:20～21:55 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3標準A英数         　19:20～22:00 中3標準B理社英     　 19:20～22:00 17:10～18:20中３ ぜんけん模試
中１数理国　　　　　19:20～21:45 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社英　　　　　　19:20～21:45 中3難関S社英理         19:20～22:00

自習室　10:00～22:00
7/3 7/4 7/5 7/6 7/7(漢字検定実施日) 7/8(漢字検定実施日) 7/9

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１数学大特訓会(文字式) 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3標準A数英            19:30～21:20

14:30～18:30 中3標準B国数　         19:30～21:20

※途中参加OKです。 中3基礎C英数            19:30～21:20

中1フォロークラス　　19:20～21:45 中2標準A英理社         19:20～21:55 中３通常授業補強 
中1フォロークラス　　19:20～21:45 中1フォロークラスは木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理英　         19:20～21:55 中3難関S国語　　      18:30～19:20

17:10～18:20
→対象：向陽台・七北田・高森・幸町 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基礎C数英            19:20～22:00 中2難関S英理社         19:20～21:55 ３クラスに分けて行います。

　　　　鶴が丘 中2基礎B国社数         19:20～21:55

10:00～15:00 中2フォロークラス 　19:20～21:55 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3標準A英数         　19:20～22:00 中3標準B理社英     　 19:20～22:00

試験対策 中１～中3国数英 中１数理国　　　　　19:20～21:45 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社英　　　　　　  19:20～21:45 中3難関S社英理         19:20～22:00 中２国語読解講座 
6/26 6/27 6/28 6/29 6/30 7/1

　ＳＦ新富谷教室 中学生用 ７月スケジュール  教室直通 TEL 022-351-6787　 ６/２４～ 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
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