
小6算数(Ⅲ) 　          14:00～14:50

小6,小3英語(Ⅱ) 　    15:00～15:50

小6算数(Ⅳ) 　          16:00～16:50

小6国語(Ⅱ)      　     17:00～17:50

10:00～12:10

小5国算英                  10:00～12:10 小6国算英                  10:00～12:10

小6二華・秀光・ウルスラ・学院クラス

10:00～12:10

冬期講習会スケジュールになります。

小4算数(Ⅱ) 　            18:30～19:20

12/29 12/30 12/31
自習室　9:00～22:00 自習室　16:00～22:30 自習室　16:00～22:30 自習室　16:00～22:30

小6国語(Ⅰ)  　       　17:40～18:30

小4上級英語 　      　 17:40～18:30

小3算数     　             17:40～18:30

小2算数(Ⅱ)    　        18:30～19:20

小学生英語基礎(Ⅰ) 　 16:50～17:40

小3上級英語 　          17:40～18:30

小4算数(Ⅰ) 　           17:40～18:30

小学生英語基礎(Ⅱ)     17:40～18:30

小6私立適性英語 　    18:30～21:00

小6算数(Ⅱ) 　　　     18:30～19:20

小6,小3英語(Ⅱ) 　    15:00～15:50

小6算数(Ⅳ) 　          16:00～16:50

小6国語(Ⅱ)      　     17:00～17:50

280mLのペットボトルを1本
お持ちください。また、絵具と紙
粘土を使用しますので、洋服が汚

れる場合があります。 小6学院中受験算数   17:40～18:30

小５国語　　    　 　18:30～19:20

小５数学　　    　 　18:30～19:20

小4国語　　     　 　18:30～19:20

小1国語 　                16:50～17:40

小5算数 　                16:50～17:40

小2算数(Ⅲ)    　       17:00～17:50

小5二華中受験国語　17:40～18:30 小4英語　                 18:00～18:50 小6公立適性算数 　    16:50～17:40 小3ハイレベル算国    13:00～14:30

小4国語　　　　 　   18:00～18:50 小5算数　　 　　      16:50～17:40 小3算国　　　　　    17:00～18:30 小6英語(Ⅰ) 　          13:00～13:50

小1算数 　                16:00～16:50

小2算数　 　　　　　16:00～16:50

小6秀光中受験適性　 16:00～16:50

小4国語 　                16:50～17:40

小6公立適性算数 　    16:50～17:40

中学受験生特訓 9:30～11:30

小6二華中受験 　   　  9:30～12:30

小1ハイレベル算国    13:00～14:30

小3ハイレベル算国    13:00～14:30

小6英語(Ⅰ) 　          13:00～13:50

小5二華中受験国語　17:40～18:30

小6学院中受験算数   17:40～18:30

小５国語　　    　 　18:30～19:20

小５数学　　    　 　18:30～19:20

小4国語　　     　 　18:30～19:20

小6秀光中受験英語　 16:10～17:00

小3算数 　                16:10～17:00

小1国語 　                16:50～17:40

小学生英語基礎(Ⅰ) 　 16:50～17:40

小6国語(Ⅰ)　　       16:50～17:40

小5上級英語　　       16:50～17:40

小5附属中受験国語　17:40～18:30

小6受験国語　           16:10～17:00

小6二華中受験(Ⅰ)     17:00～18:00

小6私立受験国語　    17:00～17:50

小6私立適性算数　    18:00～18:50

自習室　16:00～22:30 自習室　16:00～22:30 自習室　16:00～22:30

小3国語 　                16:50～17:40

小4国語 　                16:50～17:40

小6公立適性算数 　    16:50～17:40

小6国語(Ⅰ)  　       　17:40～18:30

小4上級英語 　      　 17:40～18:30

小3算数     　             17:40～18:30

小学生英語基礎(Ⅰ) 　 16:50～17:40

小3上級英語 　          17:40～18:30

小4算数(Ⅰ) 　           17:40～18:30

小学生英語基礎(Ⅱ)     17:40～18:30

小6私立適性英語 　    18:30～21:00

小6算数(Ⅱ) 　　　     18:30～19:20

1/1

小2国算　　　　　　 10:00～11:25 小1国算　　　　　　 10:00～11:25 小2国算　　　　　　 10:00～11:25 小1国算　　　　　　 10:00～11:25

小4国算                     10:00～11:25 小4国算                     10:00～11:25

自習室　16:00～22:30 自習室　16:00～22:30
12/26 12/27 12/28

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

※塾生は太字の講座はすべて無料です。
※駐車場が狭く、大変ご迷惑をおかけしております。冬期講習会期間は特に時間をずらしてのお迎えにご協力ください。中学受験の生徒は、冬期講習会中、毎日自習に来ること。

校舎休校日小3国算                     10:00～11:25 小4国算                     10:00～11:25

小6国算英                  10:00～12:10 小5国算英                  10:00～12:10

小6二華・秀光・ウルスラ・学院クラス

小６国語読解講座
17:00～18:00

中学受験生特訓 9:30～11:30 小学生の通常授業はありません。

校舎休校日

小６中学準備講座

13:00～15:00 17:00～18:00 18:00～19:00 17:30～18:30 17:00～18:00
～文字と式～ 小５国語読解講座 小６図形特訓講座 小４図形特訓講座 小４国語読解講座

自習室　16:00～22:30 自習室　9:30～22:00
12/19 12/20 12/21 12/22 12/23 12/24 12/25

自習室　14:30～22:00 自習室　16:00～22:30 自習室　16:00～22:30 自習室　16:00～22:30 自習室　16:00～22:30

小5附属中受験国語　17:40～18:30 小6私立適性算数　    18:00～18:50 小1ハイレベル算国    13:00～14:30

小6二華中受験 　   　  9:30～12:30

15:00～16:00 小6算数(Ⅰ)　　 　　17:50～18:40 小5上級英語　　       16:50～17:40 小6私立受験国語　    17:00～17:50 小6秀光中受験適性　 16:00～16:50 小4算数(Ⅲ) 　          13:00～13:50

～火山の噴火～ 小5算数　   　　 　　17:00～17:50 小6国語(Ⅰ)　　       16:50～17:40 小6二華中受験(Ⅰ)     17:00～18:00 小3算数 　                16:10～17:00 小2算数　 　　　　　16:00～16:50

小3国語 　                16:50～17:40

小4国語 　                16:50～17:40

12/18
小学生理科実験(小1～小6) 小5首都圏受験算数   16:00～18:00 小6秀光中受験算数　16:10～17:00 小6受験国語　           16:10～17:00 小6秀光中受験英語　 16:10～17:00 小1算数 　                16:00～16:50 中学受験生特訓 9:30～11:30

12/12 12/13 12/14 12/15 12/16 12/17

小2算数(Ⅲ)    　       17:00～17:50

自習室　13:00～21:00 自習室　16:00～22:30 自習室　16:00～22:30 自習室　16:00～22:30 自習室　16:00～22:30 自習室　16:00～22:30 自習室　9:30～22:00

小4国語　　     　 　18:30～19:20 小2算数(Ⅱ)    　        18:30～19:20小6算数(Ⅱ) 　　　     18:30～19:20

小4算数(Ⅱ) 　            18:30～19:20

小５国語　　    　 　18:30～19:20 小学生英語基礎(Ⅱ)     17:40～18:30 小4上級英語 　      　 17:40～18:30

小５数学　　    　 　18:30～19:20 小3算数     　             17:40～18:30小6私立適性英語 　    18:30～21:00

小6学院中受験算数   17:40～18:30 小4算数(Ⅰ) 　           17:40～18:30 小6国語(Ⅰ)  　       　17:40～18:30 小6算数(Ⅲ) 　          14:00～14:50

小4国語　　　　 　   18:00～18:50 小5算数　　 　　      16:50～17:40 小3算国　　　　　    17:00～18:30 小5算数 　                16:50～17:40 小3国語 　                16:50～17:40

小3上級英語 　          17:40～18:30小5二華中受験国語　17:40～18:30 小4英語　                 18:00～18:50

小6私立受験国語　    17:00～17:50 小6秀光中受験適性　 16:00～16:50小1国語 　                16:50～17:40

小4算数(Ⅲ) 　          13:00～13:50

小5首都圏受験算数   16:00～18:00

小5算数　   　　 　　17:00～17:50

小6算数(Ⅰ)　　 　　17:50～18:40

小6秀光中受験算数　16:10～17:00

12/5 12/6 12/7 12/8 12/9 12/10 12/11(漢検申込締切)

小4英語　                 18:00～18:50

小2算数(Ⅱ)    　        18:30～19:20

自習室　10:00～22:00 自習室　16:00～22:30 自習室　16:00～22:30

11/30 12/1 12/2 12/3

自習室　13:00～21:30

通常授業はありません。

小4算数(Ⅱ) 　            18:30～19:20

小5算数　　 　　      16:50～17:40 小3算国　　　　　    17:00～18:30

小6私立適性算数　    18:00～18:50

小4国語　　　　 　   18:00～18:50

小5附属中受験国語　17:40～18:30

小5算数 　                16:50～17:40

小6算数(Ⅰ)　　 　　17:50～18:40 小5上級英語　　       16:50～17:40

　ＳＦ新富谷教室 小学生用 12月スケジュール  教室直通 TEL 022-351-6787　 11/24～ 配布
日 月 火 水 木 金 土

18:00～19:00
小５図形特訓講座

小5算数　   　　 　　17:00～17:50 小6国語(Ⅰ)　　       16:50～17:40 小6二華中受験(Ⅰ)     17:00～18:00 小3算数 　                16:10～17:00 小2算数　 　　　　　16:00～16:50

12/4(英検申込締切)
小5首都圏受験算数   16:00～18:00 小6秀光中受験算数　16:10～17:00 小6受験国語　           16:10～17:00 小6秀光中受験英語　 16:10～17:00 小1算数 　                16:00～16:50

11/28 11/29


