
中３Ａ 英語復習講座
実戦問題の演習

担当:千田
19:30～22:00

中２B 数学復習講座
１次関数の復習

担当:横山
19:40～22:15

中３BＣ 数学復習講座
模試第二問対策

担当:三枝
18:30～21:30

中３歴史マスター講座（中世）

16:10～18:30

中３歴史マスター講座（近世）

19:00～22:00

中２ 数学特訓
～1月ぜんけん模試にむけて～

18:00～21:30

中１ 数学講座(関数)
Sクラス用 19:10～20:30

中2 英語講座
Sクラス用 18:00～20:00

中2 英語講座
Aクラス用 20:10～22:10
中2 数学講座(1次関数の応用)
Sクラス用 20:10～21:50

中３ナンバー志望者専用
～打倒MSに向けて～

13:00～16:00
三平方・円周角・相似

冬期講習会プレ期間のため、通常授業はありません。講座はすべて無料です（中学生は必修）。冬期講習会のクラスは12月21日から掲示します。

12/2412/18 12/19

中１クリスマス方程式計算大会
19；40〜21;30

上位者だけでなく、参加者全員に
景品がもらえるチャンスあり

S・Ａクラス関係なく
中１全員が対象

12/20
自習室　15:00～22:00 自習室　16:00～22:00 自習室　16:00～22:00

中３S 社会復習講座
実戦問題の演習

担当:三枝
18:30～21:00

中２S 英語復習講座
重要単元の復習

担当:千田
19:40～22:00

中２A 英語復習講座
重要単元の復習

担当:阿部
20:00～22:15

中３ 相似・三平方集中講座
スパルタでいきます

担当:及川
10:00～15:00（軽食持参）

※12/26～冬期講習会の日程になりますので、通常授業はありません。特待生テストの希望者は①～③いずれかで受験してください。費用は無料です。日時変更も可能です。

※冬期講習会の事前課題を配布しますので、必ず終了させてください。       

定期試験対策(富谷市内)
中１A 13:00～18:00
中1S 13:30～18:30
中2A 14:00～19:00
中2S　14:30～19:30

※直前なので、自宅学習可
授業の終了時間にご注意ください。

新みやぎ模試（中３）
9:00～14:30

※新富谷教室・泉中央教室で実施。泉中央
教室で受講する用紙を提出した方は当日の

案内を前日までにお渡しします。

中3難関S数理社         　13:00～15:50

中3標準A社英国         　13:00～15:50

中3基礎BC数理英国       15:00～18:50

高専対策　　　　　        16:00～18:50

自習室　10:00～20:00

※各教室に防犯カメラを設置しました。
※中３生は３年間の最終評定を必ず教室に提出してください。
※12/19～12/24は全学年通常授業はありません。無料講座のみになります。

※１月の英検漢検の締め切りにご注意ください。いずれも12月10日が締め切り期限になります。

※保護者会の案内は別紙でご確認ください。また、土日の無料講座の申込は、塾生は廊下にある申込用紙に記入してください。外部生はお電話にて承ります。

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

中１・中２特待生テスト③
19:00～21:00

中１Ｓ 数学復習講座
方程式の文章題

担当:及川
19:20～21:30

中１A 英語復習講座
重要単元の復習

担当:阿部
19:40～21:50

中2A 英語復習講座
重要単元の復習

担当:久保
20:00～22:10

中3S 数学復習講座
難解な図形の証明

担当:沼子
18:30～21:00

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

中３BＣ 数学復習講座
模試第二問対策

担当:三枝
18:30～21:30

中２S 数学復習講座
１次関数(入試レベル)

担当:沼子
19:40～22:00

中２A 英語復讐講座
重要単元の復習

担当:千田
20:00～22:15

中1フォロークラス　      18:00～20:50

中2フォロークラス　      18:00～20:30

中3フォロークラス　      19:00～21:50

中１・中２特待生テスト②
10:00～12:00

12/21 12/22 12/23
自習室　16:00～22:00 自習室　16:00～22:00 自習室　16:00～22:00

中2フォロークラス　      18:00～20:30

中3標準A社英国         　13:00～15:50

中2 国語読解講座
Sクラス用 19:20～20:30

中2 国語読解講座
Aクラス用 20:40～22:00

中３Ａ 数学復習講座
実戦問題の演習

担当:横山
19:30～22:00

中１英語講座
Ａクラス用 15:00～17:00

中3フォロークラス　      19:00～21:50

ぜんけん模試（中３）
9:00～14:30

※全員新富谷教室での受験です

中１英語講座
Sクラス用 18:00～19:00

中3超難関SSクラス  19:20～22:00

中3基礎BC数理英国       15:00～18:50

中3超難関SSクラス  19:20～22:00 中1フォロークラス　   19:20～21:45 中1フォロークラス　　19:20～21:45 中2標準A社数英         19:20～21:45 高専対策　　　　　        16:00～18:50

中2基礎B理英            19:20～22:15 中1フォロークラス　      18:00～20:50

中2フォロークラス 　19:20～22:15 中2基礎B数社            19:20～22:15 中2標準A英理社        19:20～22:15 中3標準A数英理   　18:30～21:10 中2難関S理英社         19:20～22:00

中3難関S数理社         　13:00～15:50

中１標準A英国数　　 19:20～22:00 中3標準A社数理　      18:30～21:10 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難関S英社理         19:20～22:10

中１難関S数理国　　 19:20～21:45 中3難関S英国数         19:20～22:00 中3基礎BC英数社      18:30～21:10 中1難関S社英         19:20～22:00 中3基礎BC社理       　18:30～21:10

自習室　10:00～22:00
12/11 12/12 12/13 12/14 12/15 12/16 12/17

自習室　使用禁止 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・中２特待生テスト①
10:00～12:00
冬期保護者会
小6保護者対象
 15:30～16:30

中１・中２保護者対象
17:00～18:00

もしくは
18:20～19:20

※詳細は別紙でご閣員ください

中3超難関SSクラス  19:20～22:00 中1フォロークラス　   19:20～21:45 中1フォロークラス　　19:20～21:45 中2標準A社数英         19:20～21:45

中2基礎B理英            19:20～22:15

中3超難関SSクラス  19:20～22:00

中2難関S社英数        19:20～21:55 中1標準A英社理      19:20～21:45 中3難関S英社理         19:20～22:10

中2フォロークラス 　19:20～22:15 中2基礎B数社            19:20～22:15 中2標準A英理社        19:20～22:15 中3標準A数英理   　18:30～21:10 中2難関S理英社         19:20～22:00

12/10
中１難関S数理国　　 19:20～21:45 中3難関S英国数         19:20～22:00 中3基礎BC英数社      18:30～21:10 中1難関S社英         19:20～22:00 中3基礎BC社理       　18:30～21:10

中１標準A英国数　　 19:20～22:00 中3標準A社数理　      18:30～21:10

12/4 12/5 12/6 12/7 12/8 12/9

中3超難関SSクラス  19:20～22:00 中1フォロークラス　   19:20～21:45 中1フォロークラス　　19:20～21:45 中2標準A社数英         19:20～21:45中3超難関SSクラス  19:20～22:00

定期試験対策
富谷中 13:00～18:00

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 自習室　10:00～22:00

三者面談があるので、
自習室の利用は午後からになります。

中3標準A数英理   　18:30～21:10 中2難関S理英社         19:20～22:00 中3基礎BC数理英国       15:00～18:50

高専対策　　　　　        16:00～18:50

中2基礎B理英            19:20～22:15 中1フォロークラス　      18:00～20:50

中2フォロークラス　      18:00～20:30

中3フォロークラス　      19:00～21:50

　ＳＦ新富谷教室 中学生用 １２月スケジュール  教室直通 TEL 022-351-6787　 11/21～ 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

12/3

中３ 数学模試第一問集中講座
1月ぜんけん模試に向けて

担当:三枝
15:20～17:00（ＢCは必修）

中３ 確率と箱ひげ
基礎から復習していきます

担当:櫻井
15:20～17:00

自習室　10:00～22:00

11/27 11/28 11/29 11/30 12/1 12/2
中１難関S数理国　　 19:20～21:45 中3難関S英国数         19:20～22:00 中3基礎BC英数社      18:30～21:10 中1難関S社英         19:20～22:00 中3基礎BC社理       　18:30～21:10 中3難関S数理社         　13:00～15:50

中１標準A英国数　　 19:20～22:00 中3標準A社数理　      18:30～21:10 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難関S英社理         19:20～22:10 中3標準A社英国         　13:00～15:50

中2フォロークラス 　19:20～22:15 中2基礎B数社            19:20～22:15 中2標準A英理社        19:20～22:15


