
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AIMは、京大･阪大等の難関国公立大、早稲田･慶

應義塾･同志社等の難関私立大を志望する学生を対

象に、平成10年（1998年）の春、奈良西大寺に開

校した難関大学受験専門の進学塾です。 

難関大学の入試において要求されるのは高度な思考

力と論述力です。これは前年度から実施されている

新しい大学入試システムにおいても、なんら変わる

ものではありません。 

難関大学の受験に必要な思考力と論述力を磨くには

優秀な講師と出会うことはもちろん、講師と生徒と

の双方向コミュニケーションが可能な環境が必要で

す。AIMではトップレベルのプロ講師の講義を、

35名以下の少人数で受講できるという理想的な環境

を整えています。AIMは確かに集団指導の塾です

が、個が集団に埋没することはありません。 

この夏、｢夏の学習面談｣も含めて、ぜひAIMの｢夏

期講習｣を体験してみてください。

23年の歴史には、 
理由があります。

我々は、 
大学受験指導のプロです。

英語：片山剛

数学：山﨑隆之

英語：渡里芳朗 数学：熊谷知博数学：堀隆人

化学：飯島翔子物理：瀬尾奎太 国語：谷口裕亮

夏の学習計画、 
一緒に立てます。

 

塾長である谷口と受講者との個人面談を行ないます。そこで一人ひと

りの現状に合わせて夏の学習計画を立てます。あとは実行するのみ。

!"#$%&'() AIM
SINCE 1998

TEL：0742ｰ30ｰ5577
奈良市西大寺新町1-2-17 杜第２ビル３F

夏の学
習面談

Summer Course

2021 
夏期講習



 
              開講講座／受講費用 

 

夏期講習の申し込み受付は 5月1日から

高３ レベル……Ａ：偏差値70以上、Ｂ：偏差値60前後、Ｃ：偏差値50前後  

高２ レベル……Ａ：偏差値75以上、Ｂ：偏差値60前後、Ｃ：偏差値50前後

高１ レベル……Ａ：偏差値75以上、Ｂ：偏差値60前後、Ｃ：偏差値50前後

夏期講習のテキスト配布は7⽉17⽇（⼟）10:00〜19:00で⾏ないます。その時に受講費⽤をご持参いただくことになります。

講 座 レベル：内 容 時間割

英語 E9 
高１トップレベル英語

Ａ：英語が得意な生徒が対象。難
度の高い英文を丁寧に読み取る作
業を講義形式で進め、この過程で
英文に対する能動性を高める。英
作文重要例文のインプットも同時
に行なう。

7月26日～7月30日 
20:00～21:30 
【14,000円】

英語 E10 
高１ハイレベル英語

BC：英文法を武器に、語彙力、
読解･聴解力、表現力を総合的に
鍛える『高１ハイレベル総合英
語』の夏バージョン。共通テス
ト対策と文法力の強化に特化し
たメニュー。

8月9日～8月13日 
20:00～21:30 
【14,000円】

講 座 レベル：内 容 時間割

英語 E6 
高２トップレベル英語

Ａ：超難度の英文素材を相手に
格闘する。英作文の添削指導も

実施。受講条件は英語に対する

絶対的自信と、その裏付けとな

る高い偏差値。

8月2日～8月6日 
18:15～19:45 
【14,000円】

英語 E7 
高２ハイレベル英語

BC：文法原理に基づく構造分析
法を駆使して、国公立二次･上位

私大レベルの英文に斬り込む。

今後の英語学習の指針作りとな

る重要な講座。

8月2日～8月6日 
20:00～21:30 
【14,000円】

英語 E8 
英文法／準動詞 徹底攻略

BC：「準動詞（不定詞･分詞･動名
詞）」は英文に頻繁に顔を出し、

常に重要な役割を担う。この分野

を徹底的に解説･演習。準動詞を含

む読解問題にもチャレンジする。

8月9日～8月13日 
18:15～19:45 
【14,000円】

数学 M7 
高２トップレベル数学

Ａ：数学を得意とする生徒が対
象。数学ⅡＢまでの既習全範囲

を扱う。拷問レベルの難問もあ

り。《予習→授業で解説》とい

う形式で進行。

8月16日～8月20日 
16:30～18:00 
【14,000円】

数学 M8 
高２ハイレベル数学

BC：数学がやや苦手な生徒を対
象に、数学ⅡＢまでの既習全範

囲を扱う。標準的な良問で構成

された教材を使用。《予習→授

業で解説》という形式で進行。

8月16日～8月20日 
20:00～21:30 
【14,000円】

国語 J4 
高２国語演習

ー：現代文と古文の基本的な読
解法を早期に獲得することを目

標とする。現代文と古文の入試

問題を用いて解説。もちろん添

削も行なう。

7月26日～7月31日 
20:00～21:30 
【15,000円】

講 座 レベル：内 容 時間割

英語 E1 
高３総合英語α

Ａ：京大･阪大レベルに特化。抽
象度の高い文章で思考力･論述力

の頂点に。

7月26日～7月30日 
18:15～19:45 
【15,000円】

英語 E2 
高３総合英語β

Ｂ：阪大･神大レベルの英文読解
と作文にチャレンジする。難関

私大にも対応している。

8月9日～8月13日 
14:45～16:15 
【15,000円】

英語 E3 
高３総合英語γ

Ｃ：入試標準レベルの英文を扱
う。読解力を夏に底上げしたい

学生が対象。

8月9日～8月13日 
16:30～18:00 
【15,000円】

英語 E4 
高３難関私大英語

BC：私大型の入試問題に慣れる
為の講座。私大受験予定者は必

聴の講座。

8月2日～8月6日 
14:45～16:15 
【15,000円】

英語 E5 
高３共通テスト英語

BC：豊富な演習と解説で、英語
の「共通テスト」への確固たる

指針を示す。

7月26日～7月30日 
14:45～16:15 
【15,000円】

英語 E8 
英文法／準動詞 徹底攻略

BC：多くの受験生が苦手な「準動
詞（＝不定詞･分詞･動名詞）」を

克服するための講座。

8月9日～8月13日 
18:15～19:45 
【14,000円】

数学 M1 
高３トップレベル理系数学

Ａ：京大･阪大レベル。数学的思
考力が要求される難問を解説。

予習が必要。

8月9日～8月13日 
19:30～21:30 
【17,000円】

数学 M2 
高３理系数学Ⅲ

BC：積分法･微分方程式を中心に
扱う。問題レベルは神大･市大。

予習が必要。

8月9日～8月13日 
20:00～21:30 
【15,000円】

数学 M3 
高３理系数学ⅠAⅡB

BC：個数の処理･確率、軌跡･領
域、方程式、ベクトル、数と式

を扱う。予習が必要。

8月16日～8月20日 
20:00～21:30 
【15,000円】

数学 M4 
高３トップレベル文系数学

Ａ：京大･阪大レベル。文系でも
数学的思考力が要求される難問

を解説。予習が必要。

8月9日～8月13日 
17:45～19:15 
【15,000円】

数学 M5 
高３文系数学ⅠAⅡB

BC：二次で数学が必要な文系生
対象。確実に得点すべきレベル

の問題中心。予習が必要。

8月16日～8月20日 
18:15～19:45 
【15,000円】

数学 M6 
高３共通テスト数学

BC：ⅠAを2日、ⅡBを3日で、主
要分野の問題演習と解説を行な

う。予習は不要。

7月26日～7月30日 
16:30～18:00 
【15,000円】

国語 J1 
高３国語 記述の完成Ⅱ

ー：現代文と古文の二次試験記
述対策。添削も含めてAIM国語の

真髄を体験。

8月1日･3日･5日 
9:00～12:00 
【16,000円】

国語 J2 
高３国語 私大テスト演習

ー：私立大の現代文と古文て私
立大国語の対策を行なう。私大

型の問題に慣れる。

8月23日～8月27日 
19:00～21:00 
【17,000円】

国語 J3 
高３共通テスト国語

ー：現代文評論2日、現代文小説
2日、古文2日。共通テスト国語

に向けての対策。

7月19日～7月24日 
19:00～21:00 
【18,000円】

理科 S1 
高３物理速修α

AB：熱力学、直流回路、電流と
磁場･荷電粒子の運動、電磁誘導

を扱う。

8月16日～8月20日 
17:30～19:30 
【17,000円】

理科 S2 
高３物理速修β

Ｃ：波動論（光波）、電磁気を
中心に演習していく。標準的な

良問を扱う。

8月16日～8月20日 
17:30～19:30 
【17,000円】

理科 S3 
高３化学速修α

AB：理論化学分野に限定して、
その全般について、ハイレベル

な演習を行なう。

8月2日～8月6日 
17:00～19:00 
【17,000円】

理科 S4 
高３化学速修β

Ｃ：理論化学分野に限定して、
その全般について、スタンダード

レベルの演習を行なう。

8月2日～8月6日 
19:30～21:30 
【17,000円】

高３については、受講費用上限額が79,000円となります。

■ 夏期講習については、すべての講座が申し込み順での受け付け

となります。１講座の最大定員は35名となりますので、定員に

達した時点でその講座の募集を締め切りとさせていただきま

す。今年度は時間割の関係で講座増設ができませんので、あら

かじめご承知おきください。 

■ 全ての講座の募集を7月16日（金）で締め切りとさせていただ

きます。


