
中2A国数英        　     18:30～21:20

中2B数英国        　     18:30～21:30

中3高専対策                18:30～20:15 

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

※英検対策授業　1/7(土) 15:45～16:35　(５級と3級)   1/7(土)16:40～17:30　(4級と準２級)　　中学生は授業後に対策を行うことがあります。その場合、生徒から保護者に連絡するように指導します。

※小１～中２のぜんけん模試は別日受験も可能です。また、中３のぜんけん模試は1/15　9:00～14:30で行います。

中1S理社数            　13:00～15:40

中1A社理英           　 13:00～15:50

中1B理英社           　 13:00～16:00

中2S英国数            　18:30～21:10

※各教室に防犯カメラを設置しました。
※冬期講習会期間は、クラスごとに授業の終了時間を変更していますので（延長していますので）ご注意ください。送迎緩和のために行っておりますのでご協力ください。
※冬期講習会の振替授業(フォロー)について/ 小１・小２は下記の中から3日間、お選びください。
　○中学1,2年生　⇒12/26～12/29および1/4～1/7　10:00～12:00もしくは13:00～16:30のあいだ。

　○小学生       　 ⇒12/26～12/29および1/4～1/7　10:00～12:00もしくは13:00～16:30のあいだ。

自習室　10:00～22:00 自習室　15:00～22:00 自習室　16:00～22:00

中2A社理英        　 18:30～21:20

中1S英国数         　18:30～21:10

中3A英国社数理 　 13:00～17:45 中3A英理数社数 　 13:00～17:45

1/1 1/2 1/3 1/4 1/5

中2S英国数         　18:30～21:10 中2S理社数         　18:30～21:10

1/6 1/7
中3S理社数国英 　 13:00～17:30 中3S理社数国英 　  13:00～17:30 中3S理社数英 　　 13:00～17:30

12/25 12/26 12/27 12/28 12/29 12/30

校舎休校日 校舎休校日

校舎休校日

中３新春ゼミ
(申込をした生徒のみ)

※自習は可能です。 ※自習は可能です。

中３新春ゼミ
(申込をした生徒のみ)

中2A国数英        　 18:30～21:20

中2B数英国        　 18:30～21:30

中3高専対策            18:30～20:15 

中3A英国数理社 　 13:00～17:45

文系 10:00～17:30 理系 10:00～17:30 中3B社理英数    　 13:00～17:55

　ＳＦ新富谷教室 中学生用 １２月・１月冬期講習会スケジュール  教室直通 TEL 022-351-6787　 12/20～ 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

12/31
中3S理社数英     　 13:00～17:30

中3A英国数理社 　 13:00～17:45 中3A英国社数理 　 13:00～17:45 中3A英理数社数 　 13:00～17:45 中3A英国数社理 　 13:00～17:45

中3B社理英国数 　 13:00～17:55 中3B社理英数    　 13:00～17:55 中3B社英国理数 　 13:00～17:55 中3B社理英国数     13:00～17:55

中1S英国数         　18:30～21:10 中2S英国数         　18:30～21:10

中1A国数英        　 18:30～21:20

中1B数英国        　 18:30～21:30

校舎休校日
中2A国数英        　 18:30～21:20

中2B数英国        　 18:30～21:30

中3高専対策            18:30～20:15 

中1A社理英        　 18:30～21:20

中3S理社数英 　　 13:00～17:30 中3S理社数国英 　 13:00～17:30 中3S理社数国英 　  13:00～17:30

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

中2A社理英        　 18:30～21:20

中1B理英社        　 18:30～21:30 中2B理英社        　 18:30～21:30

中3高専対策            18:30～20:15 

中1S理社数             18:30～21:10 中2S理社数         　18:30～21:10

中1B数英国        　 18:30～21:30 中2B理英社        　 18:30～21:30

中3高専対策            18:30～20:15 

自習室　10:00～21:30

中3B社英国理数 　 13:00～17:55 中3B社理英国数 　 13:00～17:55

中1A国数英        　 18:30～21:20

中１ぜんけん模試
15:30～19:30

中２ぜんけん模試
17:40～21:50

中１ぜんけん模試
15:30～19:30

中２ぜんけん模試
17:40～21:50

中３新みやぎ模試
9:00～14:30

自習室　10:00～22:00

自習室　10:00～21:30
1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 1/13 1/14

自習室　10:00～17:30 自習室　10:00～17:30 自習室　10:00～21:30 自習室　10:00～21:30 自習室　10:00～21:30

ご都合の良い日時をお選びください。別日受験も可

通常授業スタート
中１・中2は1/14～毎週土日定期試験対策実施

1/14(土)の英検については12/26から案内の配布を行います。
※定規とコンパスを持参

※通知表が分かるものを持参

　ＳＦ新富谷教室 小学生用 １２月・１月冬期講習会スケジュール  教室直通 TEL 022-351-6787　 12/20～ 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

12/30 12/3112/25 12/26 12/27 12/28 12/29

校舎休校日

小6S算国英     　　 10:00～12:10 小5S国算英     　　 10:00～12:10 小6S算国英     　　 10:00～12:10 小5S国算英     　　 10:00～12:10

校舎休校日 校舎休校日

小6A国算英     　　 10:00～12:10 小5A算国英     　　 10:00～12:10 小6A国算英     　　 10:00～12:10 小5A算国英     　　 10:00～12:10

小6B算国英     　　 10:00～12:20 小3算国            　　 10:00～11:25 小6B算国英     　　 10:00～12:20 小3算国            　　 10:00～11:25

小4S国算         　　 10:00～11:25 小6中学受験     　　 10:00～17:30 小4S国算         　　 10:00～11:25 小6中学受験     　　 10:00～17:30

小4A国算　     　　 10:00～11:30 小4A国算　     　　 10:00～11:30

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

※1月の中旬以降のスケジュールは1/4～配布いたします。

※中３は1月中旬より保護者面談、小１～中２は1月下旬から2月下旬にかけて保護者面談を行います。別紙で詳細をご確認ください。

小6中学受験     　　 10:00～17:30 小6中学受験     　　 10:00～17:30

1/1 1/2 1/3 1/4

校舎休校日

小6中学受験     　　 13:00～17:00 小6S算国英     　　 10:00～12:10

小6A国算英     　　 10:00～12:10

小6B算国英     　　 10:00～12:20

小4S国算         　　 10:00～11:25

小4A国算　     　　 10:00～11:30

小6中学受験     　　 10:00～17:30

自習室　10:00～17:30 自習室　10:00～17:30 自習室　10:00～21:30

1/5 1/6 1/7
小5S国算英     　　 10:00～12:10

小5A算国英     　　 10:00～12:10

小3算国            　　 10:00～11:25

小6中学受験     　　 10:00～17:30

自習室　10:00～21:30

小6S算国英     　　 10:00～12:10

小6A国算英     　　 10:00～12:10

小6B算国英     　　 10:00～12:20

小4S国算         　　 10:00～11:25

小4A国算　     　　 10:00～11:30

自習室　10:00～21:30

小6S算国英     　　 10:00～12:10

小6A国算英     　　 10:00～12:10

小6B算国英     　　 10:00～12:20

小5S国算英     　　 10:00～12:30

小5A算国英     　　 10:00～12:30

自習室　10:00～21:30
1/13 1/14

通常授業スタート
1/14(土)の英検については12/26から案内の配布を行います。

自習室　10:00～22:00 自習室　15:00～22:00

1/8

ぜんけん模試
小１　9:00～10:00

小２～小４  9:00～10:10
小５・小６ 9:30～11:20

もしくは
小1　13:00～14:00

小２～小４  13:00～14:10
小５・小６ 13:30～15:20

1/9

ぜんけん模試
小１　15:00～16:00

小２～小４  15:00～16:10
小５・小６ 15:00～16:20

1/10 1/11 1/12


