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　ＳＦ新富谷教室 小学生用 ６,７月スケジュール(改訂版)  教室直通 TEL 022-351-6787　 6/9 更新
日 月 火 水 木 金 土

7/3
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私立受験国語　    16:10～17:00 小6秀光中受験国語　 16:10～17:00 小1算数 　                16:00～16:50 小6二華中受験 　   　  9:30～12:30

自習室　10:00～20:00自習室　16:00～20:00
6/27 6/28 6/29 6/30 7/1

小4算数(Ⅱ) 　          13:00～13:50
小6国語(Ⅰ)　　       16:50～17:40 小6二華中受験(Ⅰ)     16:30～18:00 小1国語 　                16:50～17:40 小3国語 　                16:50～17:40 小6英語(Ⅰ) 　          13:00～13:50

小6算数(Ⅰ)　　 　　17:50～18:40 小6学院中受験英語   16:10～17:00 小6発展算数      　    16:00～16:50 小3算数 　                16:00～16:50 小6秀光中受験瑛語　 16:10～17:00

小6算数(Ⅳ) 　          16:00～16:50

小6算数(Ⅲ) 　          14:00～14:50
小5受験算数　　       17:00～17:50 小6私立適性算数　    18:00～18:50 小学生英語基礎(Ⅰ) 　 16:50～17:40 小6公立適性算数 　    16:50～17:40 小6英語(Ⅱ) 　          15:00～15:50
小5上級英語　　       17:00～17:50 小6私立受験国語　    17:00～17:50 小5算数 　                16:50～17:40 小4国語 　                16:50～17:40

小５国語　　    　 　18:40～19:30 小2算数(Ⅰ)    　        18:30～19:20

小５数学　　    　 　18:40～19:30 小6算数(Ⅱ) 　　　     18:30～19:10

小6私立適性英語 　    18:30～19:10

小5附属中受験国語　17:50～18:40 小4算数(Ⅰ) 　           17:40～18:30 小4上級英語 　      　 17:40～18:30 小6国語(Ⅱ)      　     17:00～17:50
小6学院中受験算数   17:50～18:40 小学生英語基礎(Ⅱ)     17:40～18:30 小2算数(Ⅱ)    　       17:00～17:50

自習室　10:00～20:00 自習室　16:00～20:00 自習室　16:00～20:00 自習室　16:00～20:00 自習室　16:00～20:00 自習室　16:00～20:00 自習室　10:00～20:00

小6二華中受験 　   　  9:30～12:30

小6私立適性算数 　    19:20～20:30

7/10
小1～小6 理科実験教室 小6秀光中受験算数　16:10～17:00 小6私立受験国語　    16:10～17:00 小6秀光中受験国語　 16:10～17:00 小1算数 　                16:00～16:50

15:00～16:00

7/4 7/5 7/6 7/7 7/8 7/9

小4算数(Ⅱ) 　          13:00～13:50

小5上級英語　　       17:00～17:50 小6私立受験国語　    17:00～17:50 小5算数 　                16:50～17:40 小4国語 　                16:50～17:40 小6算数(Ⅲ) 　          14:00～14:50

小6学院中受験英語   16:10～17:00 小6発展算数      　    16:00～16:50 小3算数 　                16:00～16:50 小6秀光中受験瑛語　 16:10～17:00
小6国語(Ⅰ)　　       16:50～17:40 小6二華中受験(Ⅰ)     16:30～18:00 小1国語 　                16:50～17:40 小3国語 　                16:50～17:40

小5二華中受験国語　17:50～18:40 小4英語　                18:00～18:50 小3上級英語 　          17:40～18:30 小6国語(Ⅰ)  　       　17:40～18:30 小6算数(Ⅳ) 　          16:00～16:50
小5受験算数　　       17:00～17:50 小6私立適性算数　    18:00～18:50 小学生英語基礎(Ⅰ) 　 16:50～17:40 小6公立適性算数 　    16:50～17:40

小6学院中受験算数   17:50～18:40 小学生英語基礎(Ⅱ)     17:40～18:30 小3算数     　            17:40～18:30 小2算数(Ⅱ)    　       17:00～17:50
小5附属中受験国語　17:50～18:40 小4算数(Ⅰ) 　           17:40～18:30 小4上級英語 　      　 17:40～18:30 小6国語(Ⅱ)      　     17:00～17:50

小５国語　　    　 　18:40～19:30 小2算数(Ⅰ)    　        18:30～19:20
小５数学　　    　 　18:40～19:30 小6算数(Ⅱ) 　　　     18:30～19:10

小6私立適性英語 　    18:30～19:10

7/11 7/12 7/13 7/14 7/15 7/16 7/17
自習室　15:00～20:00 自習室　16:00～20:00 自習室　16:00～20:00 自習室　16:00～20:00 自習室　16:00～20:00

9:00～10:20 小6算数(Ⅰ)　　 　　17:50～18:40 小6学院中受験英語   16:10～17:00 小6発展算数      　    16:00～16:50 小3算数 　                16:00～16:50 小6秀光中受験瑛語　 16:10～17:00 小4算数(Ⅱ) 　          13:00～13:50
小6割合特訓 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私立受験国語　    16:10～17:00 小6秀光中受験国語　 16:10～17:00 小1算数 　                16:00～16:50

小5受験算数　　       17:00～17:50 小6私立適性算数　    18:00～18:50 小学生英語基礎(Ⅰ) 　 16:50～17:40 小6公立適性算数 　    16:50～17:40

小6英語(Ⅰ) 　          13:00～13:50

10:30～11:50 小5上級英語　　       17:00～17:50 小6私立受験国語　    17:00～17:50 小5算数 　                16:50～17:40 小4国語 　                16:50～17:40 小6算数(Ⅲ) 　          14:00～14:50
小5図形特訓 小6国語(Ⅰ)　　       16:50～17:40 小6二華中受験(Ⅰ)     16:30～18:00 小1国語 　                16:50～17:40 小3国語 　                16:50～17:40

小５数学　　    　 　18:40～19:30 小6算数(Ⅱ) 　　　     18:30～19:10

自習室　9:00～20:00 自習室　16:00～20:00 自習室　16:00～20:00 自習室　16:00～20:00 自習室　16:00～20:00

小5附属中受験国語　17:50～18:40 小4算数(Ⅰ) 　           17:40～18:30
小6学院中受験算数   17:50～18:40 小学生英語基礎(Ⅱ)     17:40～18:30

自習室　16:00～20:00 自習室　10:00～20:00
7/18 7/19 7/20 7/21 7/22(夏期講習会) 7/23(夏期講習会) 7/24(夏期講習会)

(算数特訓は希望者のみ) 小6発展国算英　　　　10:00～12:10 (算数特訓は希望者のみ)
小5,6基礎国語読解講座 小5算数特訓　　　　　12:10～12:55

小3国算   　　　　       10:00～11:25

9:00～10:20 小6算数(Ⅰ)　　 　　17:50～18:40 小5国算英　　　　       10:00～12:10 小4国算   　　　　       10:00～11:25 小5国算英　　　　       10:00～12:10
小6受験用国語読解講座 小5首都圏受験算数   16:00～18:00 小2国算   　　　　       10:00～11:25 小1国算   　　　　       10:00～11:25

小3国算   　　　　       10:00～11:25 小4国算   　　　　       10:00～11:25

自習室　10:00～20:00 自習室　10:00～20:00
7/26(夏期講習会) 7/27(夏期講習会) 7/28(夏期講習会) 7/29(夏期講習会) 7/30(夏期講習会) 7/31(夏期講習会)

自習室　13:00～20:00 自習室　16:00～20:00 自習室　16:00～20:00 自習室　10:00～20:00

小6中学受験全クラス対象 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私立受験国語　    16:10～17:00 小6秀光中受験国語　 16:10～17:00 小1算数 　                16:00～16:50 小6二華中受験 　   　  9:30～12:30
理科特訓　　　　　　15:00～18:00 小6算数(Ⅰ)　　 　　17:50～18:40 小6学院中受験英語   16:10～17:00 小6発展算数      　    16:00～16:50 小3算数 　                16:00～16:50 小6秀光中受験瑛語　 16:10～17:00 小4算数(Ⅱ) 　          13:00～13:50

小6国語(Ⅰ)　　       16:50～17:40 小6二華中受験(Ⅰ)     16:30～18:00 小1国語 　                16:50～17:40 小3国語 　                16:50～17:40 小6英語(Ⅰ) 　          13:00～13:50
小5上級英語　　       17:00～17:50 小6私立受験国語　    17:00～17:50 小5算数 　                16:50～17:40 小4国語 　                16:50～17:40 小6算数(Ⅲ) 　          14:00～14:50

小5二華中受験国語　17:50～18:40 小4英語　                18:00～18:50 小3上級英語 　          17:40～18:30 小6国語(Ⅰ)  　       　17:40～18:30 小6算数(Ⅳ) 　          16:00～16:50
小5受験算数　　       17:00～17:50 小6私立適性算数　    18:00～18:50 小学生英語基礎(Ⅰ) 　 16:50～17:40 小6公立適性算数 　    16:50～17:40 小6英語(Ⅱ) 　          15:00～15:50

小6学院中受験算数   17:50～18:40 小学生英語基礎(Ⅱ)     17:40～18:30 小3算数     　            17:40～18:30 小2算数(Ⅱ)    　       17:00～17:50
小5附属中受験国語　17:50～18:40 小4算数(Ⅰ) 　           17:40～18:30 小4上級英語 　      　 17:40～18:30 小6国語(Ⅱ)      　     17:00～17:50

自習室　10:00～20:00

小3算数     　            17:40～18:30

小6私立適性英語 　    18:30～19:10

小6私立適性算数 　    19:20～20:30

小５国語　　    　 　18:40～19:30 小2算数(Ⅰ)    　        18:30～19:20
小５数学　　    　 　18:40～19:30 小6算数(Ⅱ) 　　　     18:30～19:10

小5二華中受験国語　17:50～18:40 小4英語　                18:00～18:50 小3上級英語 　          17:40～18:30 小6国語(Ⅰ)  　       　17:40～18:30

7/2

小6私立適性算数 　    19:20～20:30

校舎休校日

小6私立適性英語 　    18:30～19:10 小2算数(Ⅰ)    　        18:30～19:20

自習室　16:00～20:00自習室　16:00～20:00自習室　16:00～20:00自習室　16:00～20:00

小５国語　　    　 　18:40～19:30

小4上級英語 　      　 17:40～18:30 小6国語(Ⅱ)      　     17:00～17:50
小3算数     　            17:40～18:30 小2算数(Ⅱ)    　       17:00～17:50

小6英語(Ⅱ) 　          15:00～15:50
小5二華中受験国語　17:50～18:40 小4英語　                18:00～18:50 小3上級英語 　          17:40～18:30 小6国語(Ⅰ)  　       　17:40～18:30 小6算数(Ⅳ) 　          16:00～16:50

小6二華中受験 　   　  9:30～12:30

自習室　10:00～20:00

小6英語(Ⅱ) 　          15:00～15:50

小6英語(Ⅰ) 　          13:00～13:50

小6標準国算英　　　　10:00～12:10

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

小6私立適性算数 　    19:20～20:30

小6歴史特訓

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

(算数特訓は希望者のみ)

小6算数特訓　　　　　12:10～12:55

小5算数特訓　　　　　12:10～12:55

小6発展国算英　　　　10:00～12:10

小6算数特訓　　　　　12:10～12:55

(算数特訓は希望者のみ)

小5国算英　　　　       10:00～12:10

小5算数特訓　　　　　12:10～12:55

(算数特訓は希望者のみ)

13:00～15:00

夏期講習会準備期間のため、通常授業はありません。

7/25
自習室　9:00～20:00

小4国算   　　　　       10:00～11:25 小3国算   　　　　       10:00～11:25 小4国算   　　　　       10:00～11:25

10:30～11:50

自習室　14:00～20:00

漢字検定については別紙でご確認くださ
い。

イベントの申込用紙は、ご家庭にご郵送させていただきますので、ご確認下さい。

自習室　10:00～20:00 自習室　14:00～20:00 自習室　16:00～20:00 自習室　16:00～20:00 自習室　10:00～20:00 自習室　10:00～20:00

小6標準国算英　　　　10:00～12:10

小6発展国算英　　　　10:00～12:10

小6算数特訓　　　　　12:10～12:55

(算数特訓は希望者のみ)

欠席者フォロー日欠席者フォロー日

小6標準国算英　　　　10:00～12:10

小6発展国算英　　　　10:00～12:10

小6算数特訓　　　　　12:10～12:55

(算数特訓は希望者のみ)

小2国算   　　　　       10:00～11:25

小5国算英　　　　       10:00～12:10

小5算数特訓　　　　　12:10～12:55

(算数特訓は希望者のみ)

小6標準国算英　　　　10:00～12:10


