
中3難関S社英理         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

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。

試験対策中1 5科     9:00～14:00

定期試験のリハーサルを行います

対象：成田・東向陽台・富谷二・富谷

　　　日吉台・向陽台・将監東・七北田

英語技能検定
※英検スケジュールは5月8日から

受験者に配布いたします。

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

対象：富谷市の学校で中総体がない生徒

　　　向陽台・将監東・七北田・寺岡

試験対策中１国数英 13:00～16:00

試験対策中2国数英 16:15～19:15

試験対策中3国数英 19:30～21:50

対象：富谷市の学校で中総体がない生徒

　　　向陽台・将監東・七北田・寺岡

　　　高森・鶴が丘・幸町

試験対策中2国数英   9:30～12:30

試験対策中3国数英 13:00～16:00

中１数理国　　　　　19:20～21:45

中2フォロークラス 　19:20～21:55

対象：成田・東向陽台・富谷二・富谷

中3難関S英数社         19:20～22:00

中3標準A理社国     　 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

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

中2標準A英理社         19:20～21:55

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。

英検対策授業
5級対策                   10:00～10:50

4級対策                   11:00～12:00

対象：成田・東向陽台・富谷二・富谷

　　　日吉台・向陽台・将監東・七北田

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

自習室　16:00～22:00

中１社英　　　　　　  19:20～21:45 中3難関S社英理         19:20～22:00

中3標準A英数         　19:20～22:00 中3標準B理社英     　 19:20～22:00

中3基礎C数英            19:20～22:00 中2難関S英理社         19:20～21:55

英検対策授業
3級対策                     13:00～14:00

5級対策                     13:00～13:50

2級対策                     16:20～17:40

試験対策中１理社   17:00～18:50

試験対策中3英理社 18:00～21:00

試験対策中2英理社 19:00～22:00

　　　日吉台

中3難関S国語　         18:30～19:20

中3標準A数英            19:30～21:20

中3標準B国数　       　19:30～21:20

校舎休校日

英検対策授業
準2級対策                14:00～15:20

中１数理国　　　　　19:20～21:45

中2フォロークラス 　19:20～21:55

中3難関S英数社         19:20～22:00

中3標準A理社国     　 19:20～22:00

中3標準B数社英     　 19:20～22:00

中2難関S社英数         19:20～21:55

※試験対策には、「学校ワーク」と塾から配布されている「新ワーク」をお持ち下さい。

※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。

※駐車スペースが狭く、大変ご迷惑をおかけしております。隣のカフェと美容室の許可をいただいてますので、そちらの駐車スペースをご利用ください。
　また、お迎えの時間については、少しずらしたりしていただきご協力ください。

3/16(水)振替授業

中3標準Bクラス　       19:25～21:55

中2難関Sクラス         19:25～21:45

中2標準Aクラス         19:25～21:45

4/28(木)～5/8(日)
ＧＷ休校

※各科目宿題を出しております。（HPにも４月２１日に掲載）
5/9(月)～通常授業スタートになります。

※英検対策は5月に英検を受験しない生徒も、今後の学習のために受講することが可能です。
自習室　16:00～22:00 自習室　16:00～22:00 自習室　16:00～22:00

中3基礎C理社国         19:20～22:00

中2基礎B国社数         19:20～21:55

自習室　9:00～22:00

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。

自習室　10:00～22:00 自習室　9:00～22:00 自習室　9:00～22:00
　　　寺岡・高森・鶴が丘・幸町

中2標準A英理社         19:20～21:55 (昼食持参可、一度帰宅可)

中2基礎B理英　         19:20～21:55 試験対策中3 5科 18:45～22:00

6/4

対象：成田・東向陽台・富谷二・富谷

試験対策中1国数英   9:30～12:30

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 ※昼休憩 12:00～13:00

　　　日吉台

試験対策中2国数英 13:00～16:00

5/29(富谷市中総体) 5/30(富谷市振替休日) 5/31(富谷市振替休日) 6/1 6/2 6/3

　　　日吉台

試験対策中2 5科 14:30～18:30

中1フォロークラス　　19:20～21:45

　　　高森・鶴が丘・幸町

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

試験対策中3英理社 18:00～21:00

試験対策中3国数英 19:30～21:50 試験対策中2英理社 19:00～22:00

5/28(富谷市中総体)

試験対策中１国数英 13:00～16:00 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 試験対策中１理社   17:00～18:50

試験対策中2国数英 16:15～19:15 中1フォロークラス　　19:20～21:45

5/22 5/23 5/24 5/25 5/26 5/27

　　　寺岡・高森・鶴が丘・幸町

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　10:00～22:00

4級対策                     16:00～16:55

試験対策中１国数英 13:00～16:00 中1フォロークラス　　19:20～21:45 中2基礎B理英　         19:20～21:55 準2級対策                  15:00～16:10

3級対策                   17:10～18:00 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2標準A英理社         19:20～21:55

試験対策中2国数英 16:15～19:15

試験対策中3国数英 19:30～21:50

自習室　13:00～22:00
5/15 5/16 5/17 5/18 5/19 5/20 5/21

対象：成田・東向陽台・富谷二・富谷

2級対策                   15:40～17:00

対象：成田・東向陽台・富谷二・富谷

　　　日吉台

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2標準A英数社         19:20～21:55

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。

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。

対象：成田・東向陽台・富谷二・富谷

　　　日吉台

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 3級対策                     17:00～18:00

中1フォロークラス　　19:20～21:45 中2基礎B理英　         19:20～21:55 試験対策中１理社 18:30～20:20

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。

5級対策                     14:00～14:50

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 4級対策                     16:00～16:55

中2基礎B国社数         19:20～21:55

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

自習室　16:00～22:30

20:40～21:50 中３ 英語復習講座(標準・基礎)
19:30～21:45

5/14
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 英検対策授業

5/8 5/9 5/10 5/11 5/12 5/13

　ＳＦ新富谷教室 中学生用 ４月末〜５月スケジュール  教室直通 TEL 022-351-6787　 ４/１８～ 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

中２ 比例・反比例復習講座(難関) 19:20～21:20

4/30

校舎休校日

中２ 比例・反比例復習講座(標準) 中３ 数学予習講座(難関)
19:20～20:30 中３難関クラスは原則必修

4/24 4/25 4/26 4/27 4/28 4/29

自習室　16:00～22:30 自習室　16:00～22:30


