
新小５発展算数　   13:30～15:20

新中１　　　　　   16:00～17:50

新中2SA　　　     19:00～21:40

新高１数学予習講座③

 18:00～20:30

小学生理科実験教室

新高１数学予習講座④

 13:00～16:00

英数復習講座（基礎）

新中２　18:30～21:00

新中３　18:30～21:00

新小４算数　  　 　17:40～18:30 新中３クラス理系   19:15～21:50

新中１国語　  　 　18:00～18:50

新中２Aクラス文系 19:15～21:45

新小５首都圏受験　 15:00～17:00

新中２Sクラス理系  19:10～21:40

公立高校入学者選抜
合格発表日

通常授業については4月27日に
振替させていただきます。

新中２,新中３　8:45～15:00

※事前にお申込みされた方が対象です
※昼食持参になります

 16:00～18:30

新年度授業スタート日

新高１数学予習講座①

共通選抜模試

14 15 16
自習室　9:00～21:00 自習室　14:00～22:00 自習室　16:00～22:00

11:00～12:00

※事前にお申込みされた方が対象です

 算数基礎総復習

新小４(現小３)18:00～19:00

新小３(現小２)18:00～19:00

英数総復習講座

新小５首都圏受験　 15:00～17:00

新中２Sクラス理系  19:10～21:40

新小6受験算数　 　16:00～16:50

新中２Aクラス理系 19:15～21:45

新中３クラス文系   19:15～21:50
新中１数学　  　 　18:00～18:50 新中１英語(Ⅱ)　    17:00～17:50

新小３英語　  　 　17:40～18:30

新小４算数　  　 　17:40～18:30

新中２Sクラス文系 19:10～21:40

新高１数学予習講座②

 19:00～21:00

新中３(現中２)19:10～21:30

新小３国語　  　 　17:40～18:30

新小４英語　  　 　17:40～18:30

新中３クラス理系   19:15～21:50

自習室　10:30～22:00自習室　10:00～21:00 自習室　10:00～22:00 自習室　13:00～22:00 自習室　10:30～22:00 自習室　10:30～22:00

校舎休校日

保護者説明会

第一部 10:00～12:00

第二部 13:00～15:00

※事前にお申込みされた方が対象です
午前と午後で同じ内容になります

英数復習講座（発展）

新中２　18:30～21:00

新中３　18:30～21:00

新中2SA　　　    19:00～21:40

新中3　　　 　　 19:00～21:40 新小６　　　　 　  10:30～12:50新中2SA　　　     19:00～21:40 新小６　　　　 　  10:30～12:50

新小５発展算数　   13:30～15:20

新中１　　　　　   16:00～17:50

新中3　　　 　  　 19:00～21:40

新小４　　　　 　  10:30～12:50

新小６発展算数　   13:30～15:20

新中3　　　 　  　 19:00～21:40

新中１　　　　　   16:00～17:50 新小５　　　　 　  10:30～12:50 新小３　　　　 　  10:30～12:50 新小５　　　　 　  10:30～12:50

新小２　　　　 　  10:30～12:00 新小１　　　　 　  10:30～12:00

21 22 23 24 25 26 27

新小２　　　　 　  10:30～12:00新小６発展算数　   13:30～15:20春期講習会スタート日

自習室　11:00～21:00 自習室　14:00～22:00 自習室　16:00～22:00 自習室　16:00～22:00 自習室　16:00～22:00

新小２算数　  　 　17:00～17:50

自習室　16:00～22:00 自習室　10:00～21:30

新中２　　　  　    18:00～19:30

国語読解講座

新小６国語　  　    17:00～17:50

新中３　　　  　    19:40～21:10

新中１数学　  　 　18:00～18:50 新中１英語(Ⅱ)　    17:00～17:50 新小３国語　  　 　17:40～18:30

新中２Sクラス文系 19:10～21:40

                 13:00～15:00

新小６算数　  　    16:00～16:50

新中１英語(Ⅲ)　    16:00～16:50

新中１英語(Ⅰ)　 　17:00～17:50 新小１国語　  　 　16:50～17:40 新小４国語　  　 　16:50～17:40

新小３英語　  　 　17:40～18:30 新小４英語　  　 　17:40～18:30

新小4基礎英語　 　17:00～17:50 新小５算数　  　 　16:50～17:40

新小6適性対策　 　10:00～12:00

新中１算数復習講座(割合)

新小6受験国語　 　16:00～16:50 新小6受験英語　 　16:00～16:50 新小１算数　  　 　16:00～16:50

新小３算数　  　 　16:50～17:40

新中１国語　  　 　18:00～18:50

新中２Aクラス文系 19:15～21:45

自習室　10:00～21:30
17 18 19 20

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

新中１英語(Ⅲ)　    16:00～16:50

国語読解講座

新小６国語　  　    17:00～17:50

新小２算数　  　 　17:00～17:50

新中３　19:40～21:20

新中２　18:00～19:30

新小６算数　  　    16:00～16:50

新小6受験国語　 　16:00～16:50

新小4基礎英語　 　17:00～17:50

新小6受験英語　 　16:00～16:50

新小５算数　  　 　16:50～17:40

新小１算数　  　 　16:00～16:50

新小３算数　  　 　16:50～17:40

新中1,2,3年 特待生テスト

 10:00～11:50 

新中１英語(Ⅰ)　 　17:00～17:50 新小１国語　  　 　16:50～17:40 新小４国語　  　 　16:50～17:40 新小6適性対策　 　10:00～12:00

新中１算数復習講座(図形)

 13:00～15:00

7 8 9 10 11 12 13
自習室　10:00～22:00 自習室　14:00～22:00 自習室　14:00～22:00 自習室　16:00～20:00 自習室　16:00～22:00 自習室　16:00～22:00

校舎休校日

新中2(現中1)19:10～21:30

英数総復習講座

5

※昼食持参になります。

現中３直前特訓

18:30～21:20

現中３直前特訓

18:30～21:20

 算数基礎総復習

新中１(現小６)17:30～19:00

 算数基礎総復習

新小２(現小１)16:00～16:50

新小5(現小４)17:10～18:00

9:00～16:30

　ＳＦ新富谷教室 ３月,４月スケジュール  教室直通 TEL 022-351-6787　２月スケジュールより一部改訂
日 月 火 水 木 金 土

決戦の日
公立高校入学者選抜

理社総復習講座

新中2(現中1)19:10～21:30

新中３(現中２)19:10～21:30

6

現中３直前特訓

2/28 1 2 3 4



4/30 5/1

校舎休校日校舎休校日

中学生学校ワーク演習

新中１　　  　 　9:30～12:30

新中2,新中３　  13:00～17:00

自習室　9:30～17:00

校舎休校日

※3/13 特待生テストは塾生は全員受験できます。新中１は国語・算数、新中２,新中３は英語・数学になります。特待生に認定されると授業料が免除あるいは半額になります。現時点での特待生の生徒も受験可能です。
　特待Bの生徒は特待Aになることがあります。また、特待が下がることはありません。
※太字はすべて塾生は無料で受講できます。また、4/29の学校ワーク演習は全員必修とさせていただきます。（部活や習い事、家の用事で欠席される場合はご連絡ください。）

新中２Aクラス文系 19:15～21:45 新中１文系　  　 　19:00～21:30 国語読解講座

新中３クラス理系   19:15～21:50 新中２　　　  　    18:00～19:30

新中３　　　  　    19:40～21:10

自習室　14:00～22:00 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　10:00～21:30
4/25 4/26 4/27

新小6受験算数　 　16:00～16:50

新中２Aクラス理系 19:15～21:45

新中３クラス文系   19:15～21:50

自習室　16:00～22:00

校舎休校日 校舎休校日

4/28 4/29

新小２算数　  　 　17:00～17:50
新中３クラス文系   19:15～21:50 新中１理系　  　 　 19:00～21:30

新小３英語　  　 　17:40～18:30 新小３国語　  　 　17:40～18:30 新小６国語　  　    17:00～17:50
新中２Sクラス文系 19:10～21:40

新小４算数　  　 　17:40～18:30 新小４英語　  　 　17:40～18:30

校舎休校日

4/18 4/19 4/20 4/21 4/22 4/23 4/24

校舎休校日

新小５首都圏受験　 15:00～17:00 新小6受験算数　 　16:00～16:50 新小6受験国語　 　16:00～16:50 新小6受験英語　 　16:00～16:50 新小１算数　  　 　16:00～16:50 新小6適性対策　 　10:00～12:00

新小4基礎英語　 　17:00～17:50 新小５算数　  　 　16:50～17:40 新小３算数　  　 　16:50～17:40 新小６算数　  　    16:00～16:50
新中２Sクラス理系  19:10～21:40 新中２Aクラス理系 19:15～21:45

新小１国語　  　 　16:50～17:40 新小４国語　  　 　16:50～17:40

新中３クラス理系   19:15～21:50 新中２　　　  　    18:00～19:30

新中３　　　  　    19:40～21:10

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　10:00～21:30自習室　14:00～22:00

新中１理系　  　 　19::00～21:30
新小３英語　  　 　17:40～18:30 新小３国語　  　 　17:40～18:30 新小６国語　  　    17:00～17:50

新中２Sクラス文系 19:10～21:40
新小４算数　  　 　17:40～18:30 新小４英語　  　 　17:40～18:30

新中２Aクラス文系 19:15～21:45 新中１文系　  　 　19:00～21:30 国語読解講座

4/11 4/12 4/13 4/14 4/15 4/16 4/17

新小５首都圏受験　 15:00～17:00

新中２Sクラス理系  19:10～21:40

新小6受験算数　 　16:00～16:50 新小6受験国語　 　16:00～16:50 新小6受験英語　 　16:00～16:50 新小１算数　  　 　16:00～16:50 新小6適性対策　 　10:00～12:00

新小4基礎英語　 　17:00～17:50 新小５算数　  　 　16:50～17:40 新小３算数　  　 　16:50～17:40 新小６算数　  　    16:00～16:50
新中２Aクラス理系 19:15～21:45

新小１国語　  　 　16:50～17:40 新小４国語　  　 　16:50～17:40 新小２算数　  　 　17:00～17:50
新中３クラス文系   19:15～21:50

新中３クラス理系   19:15～21:50

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　10:00～21:30

新小6適性対策　 　10:00～12:00

新小６算数　  　    16:00～16:50

新小２算数　  　 　17:00～17:50

新小６国語　  　    17:00～17:50

国語読解講座

新中２　　　  　    18:00～19:30

新中３　　　  　    19:40～21:10

新中２Sクラス文系 19:10～21:40

新小6受験英語　 　16:00～16:50

新小５算数　  　 　16:50～17:40

新小１国語　  　 　16:50～17:40

新小３英語　  　 　17:40～18:30

新小４算数　  　 　17:40～18:30

新中２Aクラス文系 19:15～21:45

新小１算数　  　 　16:00～16:50

新小３算数　  　 　16:50～17:40

新小４国語　  　 　16:50～17:40

新小３国語　  　 　17:40～18:30

新小４英語　  　 　17:40～18:30

新中１文系　  　 　18:45～21:15

4/7 4/8 4/9 4/10

新小6受験国語　 　16:00～16:50

新小4基礎英語　 　17:00～17:50

新中１理系　  　 　 18:45～21:15

自習室　10:00～21:30

通常授業スタート日

新小５首都圏受験　 15:00～17:00

新中２Sクラス理系  19:10～21:40

4/5

自習室　14:00～22:00

新小6受験算数　 　16:00～16:50

新中２Aクラス理系 19:15～21:45

新中３クラス文系   19:15～21:50

4/64/4

春期講習会最終日

ぜんけん模試

新小１～新小４　　10:00～11:10

新小５～新小６　　10:00～11:50

新中１　　　　　　13:00～16:45

新中３　 　　　　  13:00～17:35

新中２SA　　　　 17:00～21:30

新中２は軽食持参可

新小１　　　　 　  10:30～12:00

新小３　　　　 　  10:30～12:50

新小４　　　　 　  10:30～12:50

新小６発展算数　   13:30～15:20

新中3　　　 　　   19:00～21:40
校舎休校日

新小２　　　　 　  10:30～12:00

新小５　　　　 　  10:30～12:50

新小６　　　　 　  10:30～12:50

新小５発展算数　   13:30～15:20

新中１　　　　　   16:00～17:50

新中2SA　　　     19:00～21:40

新中3　　　 　　   19:00～21:40

新小６発展算数　   13:30～15:20

新中１　　　　　   16:00～17:50

新中3　　　 　　  19:00～21:40

新中3　　　 　  　 19:00～21:40

新小１　　　　 　  10:30～12:00 新小５　　　　 　  10:30～12:50

新小４　　　　 　  10:30～12:50

新小６発展算数　   13:30～15:20

新中2SA　　　     19:00～21:40 新中3　　　 　　  19:00～21:40

新小４　　　　 　  10:30～12:50 新小５発展算数　   13:30～15:20

新小３　　　　 　  10:30～12:50 新小６　　　　 　  10:30～12:50

自習室　10:30～22:00 自習室　10:30～22:00 自習室　10:30～22:00 自習室　10:30～22:00 自習室　10:30～22:00

28 29 30 31 4/1 4/2 4/3

新小３　　　　 　  10:30～12:50

自習室　10:30～22:00

新小５　　　　 　  10:30～12:50

新小６　　　　 　  10:30～12:50

新小５発展算数　   13:30～15:20

新中2SA　　　      19:00～21:40


