




① 9：30～12：00　　　　　② 13：00～15：30　　　　　A 13：00～16：40　　

講師 目標大学（レベル）

医学部物理 田中 医学部志望者

医学部生物 田中 医学部志望者

東大京大・スーパー数学Ⅲ　 堀 東大・京大～名古屋大

東大京大・スーパー数学ⅠＡⅡＢ 堀 東大・京大～名古屋大

東大京大英語 谷川 東大・京大～阪大

スーパー英語 谷川 阪大～名古屋大

スーパー化学計算問題のマスター 尾崎 東大・京大～名古屋大

スーパー有機化学X構造決定 尾崎 東大・京大～名古屋大

スーパー国語 川口 東大・京大～三重大

ハイレベル数学Ⅲ 堀 名古屋大～三重大

ハイレベル数学ⅠＡⅡＢ　 堀 名古屋大～三重大

ハイレベル英語 小林 名古屋大～三重大

ハイレベル化学理論 桂 名古屋大～三重大

桂 名古屋大～三重大

物理特講 田中 阪大～三重大

川口 共通テストレベル

川口 共通テストレベル

医学部数学 田中 医学部志望者

医学部物理 田中 医学部志望者

医学部生物 田中 医学部志望者

スーパー数学 堀 難～標準

スーパー英語 谷川 難～標準

スーパー化学 桂 難～標準

理系数学Ⅲ 堀 難～標準

津高数学 鈴木 やや難～標準

ハイレベル英語A 谷川 やや難～標準

ハイレベル英語B 小林 やや難～標準

ハイレベル化学 尾崎 やや難～標準

堀 難～標準

国語共通テスト準備講座（応用） 川口 やや難～標準

国語共通テスト準備講座（基礎） 川口 標準

スーパー化学 桂 難～標準

高田数学 堀 難～標準

高田英語 曽我 難～標準

津高数学 田中 やや難～標準

鈴鹿数学 牧野 やや難～標準

ハイレベル英語 小林 標準

ハイレベル化学 尾崎 やや難～標準

中3　高田数学 牧野 難～標準

中3　高田英語 曽我 難～標準

中3　高田国語 川口 難～標準

中3　高田理科 桂 難～標準

中2　高田数学 牧野 難～標準

中2　高田英語 曽我 難～標準

中2　高田国語 川口 難～標準

中2　高田理科 小林 難～標準

中1　高田数学 牧野 難～標準

中1　高田英語 曽我 難～標準

中1　高田国語 曽我 難～標準

中1　高田理科 桂 難～標準

中3　鈴鹿数学 小林 やや難～標準

中3　鈴鹿英語 曽我 やや難～標準

小林 やや難～標準

曽我 やや難～標準

小林 やや難～標準

曽我 やや難～標準

小林 やや難～標準

曽我 やや難～標準

① 9：30～12：00　　　　　② 13：00～15：30　

講師 目標大学（レベル）

スーパー数学Ⅲ　 鈴木 東大・京大～名古屋大

スーパー数学ⅠＡⅡＢ 鈴木 東大・京大～名古屋大

スーパー英語 谷川 東大・京大～阪大

理論化学計算攻略 尾崎 東大・京大～名古屋大

有機化学X構造決定 尾崎 東大・京大～名古屋大

ハイレベル数学Ⅲ 鈴木 名古屋大～三重大

ハイレベル数学ⅠＡⅡＢ　 鈴木 名古屋大～三重大

ハイレベル英語　 谷川 名古屋大～三重大

川口 共通テストレベル

スーパー英語 谷川 難～標準

四日市数学 鈴木 やや難～標準

四日市化学 桂 やや難～標準

四日市国語 川口 やや難～標準

四日市数学 鈴木 難～標準

四日市英語 小林 難～標準 英文法・構文・読解力のアップ（時制・助動詞・不定詞を中心に），頻出熟語の習得を目指します。

高
１

2022トップレベル大学受験OSK　富田四高前校　夏期講習

講　　座　　名 講　　座　　内　　容

高

3

共通テスト対策国語

「数学・理科」1学期の復習と次学期の予習を行います。

まずは１学期範囲の漏れを演習でチェック。あとは予習を進めます。

大阪大～東大レベルの精読訳出のポイント，種々の問題の解き方，考え方の習得。

数学Ⅱの微分積分と数学Bの数列の入試問題にチャレンジしていきます。この分野は入試の出題率が高いので，この夏に習得しましょう。

既習範囲までの中堅国公立大学レベルの入試問題を使いながら復習していきます。自分の実力を確かめてみましょう。

OSKは高2から本格的な共通テスト対策を始めます。たくさんの問題を解きたい人向けです。

命題，2次関数，場合の数・確率の応用を入試問題で学習していきます。この夏に本格的な高校数学のスタートをしましょう。

入試頻出の微分，積分，複素数平面のうち，国公立大学入試で絶対に落とせない標準問題で学習していきます。

難関大学の攻略は有機化学の攻略になります。講習では標準～やや難の入試問題より構造決定のプロセスを伝授します。

数学Ⅰ・Aともに重要箇所の復習と２次関数を中心とした予習を行います。

学校進度に沿いつつも，高校英語を意識しつつ進めます。

高

２

化学基礎(高校内容)の予習を行います。毎回確認テストを実施します。

中1（英･数･国･理）

中3（英･数･国･社･理）

中2（英･数･国･理）
国語・英語ともに語彙・文法の学習を徹底的に行います。

「数学・理科」2年1学期までの復習と次学期の予習を行います。

確率，整数，ベクトル，数列，関数など頻出の入試標準問題を学習していきます。力がつく重要な良問ばかりです。

基礎を確認しながら様々な形式の問題演習を通して英語がわかる，読める，をめざす。

過去の傾向をくわしく説明します。古文は和歌を中心に，さらに上を目指します。

１学期の復習及び２学期の予習をしていきます。夏休み明けの宿題テストの対策もします。高校にもつながる大切な分野ですのでしっかり予・復習していきましょう。

難関大学で頻出分野の微分，積分，複素数平面のうち，じっくり考える問題を学習していきます。難関大学を目指すならば避けられません。

近年難関大学で出題された問題の中でライバルに差がつけられる良問に挑戦します。この夏に身につけたい重要な考え方を講義します。

（最）難関大の長文総合問題を中心に読解力，問題対応力，答案作成力を育成します。

難関大学の必出理論分野（熱化学，反応速度，化学平衡，酸・塩基等）を徹底演習。

講習時間帯

難関大学の攻略は有機化学の攻略になります。講習では標準～やや難の入試問題より構造決定のプロセスを伝授します。

理論分野の是非解けて欲しい入試問題を復習しながらしっかり固めていきます。要予習。

問題をパターン別にしてたくさん解きます。弱点強化に役立ちます。

講　　座　　内　　容

（最）難関大の長文総合問題を中心に読解力，問題対応力，答案作成力を育成します。

講習時間帯

講　　座　　名

名大レベルの長総合問題を中心に読解力，問題対応力，答案作成力を育成します。

入試物理で頻出で重要である波動の典型問題を中心に講義演習を行います。

難関大学受験用の講座。数学Ⅲの「微分積分・平面上の曲線・複素数平面」を中心に，「やや面倒な問題・出題頻度の高い問題」を講義します。

生物全般で入試問題において重要な思考力を要求する問題を中心に講義演習を行います。

今までのおさらいと古典の予習にはいります。

中学２年生１学期までの復習と2学期１分野の予習を行います。

名大～東大・京大レベルの問題を既習範囲から選び，これらの大学が要求する化学の力を養成します。

難関大学を受験する高2生のための講座。近年の入試問題（ⅠAⅡBの範囲）を用いて“疲れる”問題を講義。

大阪大～東大レベルの精読訳出のポイント，種々の問題の解き方，考え方を養成します。

ハイレベル有機化学×構造決定

共通テスト対策国語（応用）

2022トップレベル大学受験OSK　津駅前本部校　夏期講習

難関大学受験用の講座。ⅠAⅡBの「入試の頻出問題・癖のある問題」を近年の入試問題を用いて講義します。

物質の構造の中心となる化学結合（イオン結合・共有結合・金属結合）からモル計算まで扱います。

共通テスト対策国語（基礎）

入試頻出テーマである｢生殖と発生｣を中心に講義していきます。

有機分野でも特に頻出の構造決定から問題を取り揃えます。思考力を鍛えていきましょう。要予習。

「微分積分・平面上の曲線・複素数平面」を中心に，「典型的な問題・出題頻度の高い問題」を講義します。

数学ⅠAⅡBの全範囲から，この夏やるべき「典型的な問題・出題頻度の高い問題」を講義します。自分の弱点がよくわかります。

名古屋大，神戸大～三重大等の長文読解総合問題への対応力，答案作成力の育成。

古文：現代文を１：１の比率で行います。年間講座で来れない人は是非どうぞ。

精選した問題演習（文法・長文・精読）を通して，英語力を基礎から応用まで養います。

OSKは高2から本格的な共通テスト対策を始めます。基本に自信のない人はこちらをおすすめします。

英文法・構文・読解力のアップ（時制・助動詞・不定詞を中心に），頻出熟語の習得を目指します。

三角関数，指数対数関数，ベクトルを入試問題で学習していきます。この夏のうちに絶対に習得しておかなければいけない内容です。

最初から学校の進度に合ったあたりまで，中堅〜やや難の入試問題集を解いて復習と同時に解答作成力を身につけていきます。

英文法・構文（時制・助動詞・不定詞を中心）の理解、英文読解への対応力を養います。

難関大学の必出理論分野（熱化学，反応速度，化学平衡，酸・塩基等）を徹底演習し，得点力を向上します。

精選した問題演習（文法・長文・精読）を通して，受験英語に対応できる基礎力を身につけます。。

溶液や気体の分野を中心に名大・阪大レベルの入試問題を使いながら復習していきます。自分の実力を確かめてみましょう。

文理共通・学校不問。「場合の数・確率」およびその周辺の内容を徹底理解します。もう一度学習したい高3生も受講可。単元別数学（場合の数・確率）

高

１

本講座は入試物理のカギになる電磁気分野の頻出典型問題を中心に講義解説していきます。

過去の傾向をくわしく説明します。古文は和歌を中心に，さらに上を目指します。

私立5年生向けの講座。学校の進度に沿いながら，数学Ⅲの内容を進めます。内容の徹底理解とその応用問題に挑戦します。

OSKは高2から本格的な共通テスト対策を始めます。たくさんの問題を解きたい人向けです。

これまでに学習した数学ⅡBを中心に基本の確認から入試レベルの問題まで演習・解説していきます。

しっかりと身につけておかないと、入試において差がつきやすい「二次曲線」の基本から講義解説していきます。

物理の単元の中でしっかり理解すれば得点できる｢熱力学｣を中心に講義していきます。

数学Ⅱを中心に，今までに学んだ範囲とその周辺の内容を，大学入試問題を用いて確認し，その応用問題に挑戦します。

高校の基盤となる集合と命題，2次関数，場合の数・確率の大学入試問題を用いて，様々な応用力をつけます。

津
・
四
高
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験
ク
ラ
ス

高
田
中
学
ク
ラ
ス

古典が急に進み出し，完全に高校内容に入りました。真の実力を付けたい人は是非来てください。

鈴
鹿

「数学・理科」3年1学期までの復習と次学期の予習を行います。

中学学習内容を可能な限りすすめ，入試に合わせた実践的な演習を繰り返し行います。

高校数学の関数の基盤である２次関数をグラフの書き方から最大・最小の問題まで学習します。

まずは１学期範囲の漏れを演習でチェック。あとは予習を進めます。様々な表現を楽しんで身に付けてください。

学校の予習として代数の方程式・連立方程式を学習します。（年間授業で幾何を学習します。）

分詞・関係詞・比較表現・不定詞・文の種類を中心に英語の基礎体力を鍛えます。　

学校の予習として2次方程式を学習します。（年間授業で幾何を学習します。）

比較・不定詞・文型・助動詞を中心に学習。演習も多く行います。

古典が急に進み出し，完全に高校内容に入りました。真の実力を付けたい人は是非来てください。

高
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高

２


