
 

大学受験フォーラム AIM は難関大学を志望する現役高校生を
対象に、平成10年の春、奈良西大寺に開校した大学受験指導専
門の進学塾です。今年度で開校22年目、これまでに994名（1期
生～21期生）の卒業生を送り出してきました。 
難関大学の入試において要求される高度な思考力や論述力を

身に付けるには、優秀な講師陣と出会うことはもちろん、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、30名以下の少人数で受
講できるという理想的な環境を継続して提供しています。その
成果が、別冊「2019 合格体験記」にある高い、合格実績です。 
この「冬期講習」においても、普段どおりの「密な指導」を

行ないます。通常授業を担当している講師のみが冬期の講座を
担当。AIMでは、カリキュラムの作成、テキストの編集、これ
らも講座の担当講師が責任を持って行ないます。21年間、ずっ
とそうしてきました。ぜひともこのようなAIMの「冬期講習」
を体験してみてください。

21年の歴史には、理由があります。 我々は、大学入試のプロです。

英語：片山剛

数学：山﨑隆之

英語：渡里芳朗 数学：池本伸一 数学：堀隆人

化学：市山光明物理：瀬尾奎太 国語：谷口裕亮

冬の学習計画、一緒に立てます。

大学受験フォーラム AIM では開校当初から、春･夏･冬の季節
講習のたびごとに、塾外生の受講者を対象として塾長の谷口裕
亮が学習面談（生徒との個別面談）を行なっています。もちろ
んこの冬も行ないます。一人ひとりの現状に合わせて冬休みの
学習計画を、一緒に考えながら立てていきます。また入試に向
けて皆さんが抱えている不安や疑問、そういったものがあれ
ば、相談していただくこともできます。この学習面談も積極的
に活用してください。新たな出会いを楽しみにしています。

冬の学習面談

大学受験フォーラム AIM TEL 0742-30-5577
奈良市西大寺新町1-2-17 杜第２ビル３FSINCE 1998

大学受験フォーラム AIM で授業を担当するのは、長年大学受
験業界で教鞭をとってきたプロ講師のみです。各教科の専門家
であるだけでなく、その教科の成績向上を実現するための数多
くのツールを提供できます。新試験への対応も万全です。

まずは、お問い合わせください。「申込書」提出後の流れは

以下のようになります。 
１. 冬の学習面談＝生徒と相談の上で日時決定。 
２. テキスト配布＝12月14日（土）10:00～19:00 
                          この時に冬期講習の費用をご持参ください。 
３. 冬期講習の受講開始 
４. 冬期講習中に３学期のご案内をいたします（高１･高２）

受講までの流れ

HP＝https://www.forum-aim1.com



         開講講座／受講費用 

 

 

大学受験フォーラム AIM

冬期講習の申し込み受付は 10月1日から！

高１

高２

高３ レベル……Ａ：偏差値75以上、Ｂ：偏差値60前後、Ｃ：偏差値50前後                                                                                  受講費用上限額が 47,000円（税込）となります。

レベル……Ａ：偏差値75以上、Ｂ：偏差値60前後、Ｃ：偏差値50前後

講 座 レベル：内 容 時間割 費用（税込）

英語 E8 
高１トップレベル総合英語

Ａ：英文の構造分析と認知的戦術を駆使した読解法を、英語を得意とする超ハイレベル生に
伝授。思考力を要求される超難度の素材を用いる。それなりの覚悟を持って受講すること。

12月20日～23日 
18:15～19:45

12,000円 
【90分×4日】

英語 E9 
総合英語BASIC 冬期集中

BC：英文法を武器に、語彙力、読解･聴解力、そして表現力を徹底的に鍛える、あの『総合
英語BASIC』の冬バージョン。新テスト対策と文法力の強化に特化した特別メニューです！

1月3日～6日 
20:00～21:30

12,000円 
【90分×4日】

講 座 レベル：内 容 時間割 費用（税込）
英語 E5 
高２トップレベル総合英語

Ａ：国公立二次の、厳選した良問のみでテキストを構成。難易度は極端に高いので、コンス
タントに偏差値75を超える者のみが対象。英作文は個別添削によって指導する。

12月16日～19日 
18:15～19:45

12,000円 
【90分×4日】

英語 E6 
総合英語ADVANCED 冬期集中

BC：構造分析力と予測を武器に英文にアプローチしていく。入試問題を徹底的に分析し、厳
選した文章をテキストには掲載している。この冬、大学入試英語を体感していただく。

1月3日～6日 
20:00～21:30

12,000円 
【90分×4日】

英語 E7 
英文法/関係詞･接続詞 徹底攻略

BC：多くの受験生が実は苦手としている｢関係詞｣｢接続詞｣を徹底的に解説。加えて、良質の
読解問題を用いて、身に付けた文法力を読解に活かしていけるようにもする。

1月3日～6日 
18:15～19:45

12,000円 
【90分×4日】

数学 M5 
高２トップレベル数学

Ａ：数学ⅠA･ⅡＢ全般の総復習。難関国公立大レベルの入試問題を扱う。文理は問わない
が、難度の高いテキストになっているので、意欲と覚悟を持って取り組める人が対象。

12月26日～29日 
20:00～21:30

12,000円 
【90分×4日】

数学 M6 
高２ハイレベル数学

BC：数学ⅠA･ⅡＢ全般の総復習。入試レベルの問題へのアプローチを行う。数学がそれほ
ど得意ではない理系･文系生が対象。この冬、数学を一通り復習したい人には最適。

12月26日～29日 
18:15～19:45

12,000円 
【90分×4日】

国語 J3 
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。入試問題を用いて
解説する。その後、担当者が徹底的に答案を添削。入試で国語が必要な文系･理系生対象。

12月20日～22日 
19:30～21:30

12,000円 
【120分×3日】

講 座 レベル：内 容 時間割 費用（税込）
英語 E1 
高３受験英語 α

Ａ：京大･阪大の対策に特化した講座。長文･解釈･作文力を総合的に高めていく。英語が得
意な人を、もう１段階飛躍させる。テキストは難問揃い。作文は個別添削指導を行なう。

12月16日～19日 
14:45～16:15

13,000円 
【90分×4日】

英語 E2 
高３受験英語 β

Ｂ：阪大･神大･市大等の志望者を対象とする。二次試験に向けて、総合力的な英語力の構築
を目指す。偏差値60超の人が壁を超えるのに最適な講座。英作文は個別添削指導を行なう。

12月16日～19日 
20:00～21:30

13,000円 
【90分×4日】

英語 E3 
高３受験英語 γ

Ｃ：市大･私大難関校レベルの長文を中心に扱う。効率的に重要知識の総点検を行ない、こ
れからでも１段階、成績を伸ばしていける。英作文は個別添削指導を行なう。

12月20日～23日 
14:45～16:15

13,000円 
【90分×4日】

英語 E4 
高３関関同立 英語テスト

BC：関関同立などの私大長文の特色問を取り上げ、直前期に慌てないようにするための講
座。解法のコツを掴むことに主眼。私大受験者は、上記E2かE3との並行受講がお勧め。

1月3日～6日 
16:30～18:00

13,000円 
【90分×4日】

数学 M1 
高３トップレベル理系数学

Ａ：京大･阪大レベルの問題に当たる。数学的思考力が要求される難問を予習してきてもら
い、授業で解説。数学に絶対的な自信のある者に、過酷な課題をぶつける。

12月20日～22日 
19:15～21:15

13,000円 
【120分×3日】

数学 M2 
高３ハイレベル理系数学

Ｂ：神大･市大レベルの問題に当たる。入試で得点すべき問題を、確実に得点できるように
持っていくことを目標とする。いわゆる難問系は扱わず、オーソドックスな問題が中心。

12月26日～29日 
10:45～12:15

13,000円 
【90分×4日】

数学 M3 
高３トップレベル文系数学

Ａ：京大･阪大受験者であれば、文系といえども解けなくてはならないレベルの問題を中心
に扱う。解説はオーソドックスに。数学について一皮剥けたい文系受験生が対象。

12月20日～22日 
17:00～19:00

13,000円 
【120分×3日】

数学 M4 
高３ハイレベル文系数学

BC：二次試験で数学を必要とする文系生が対象。いわゆる難問系は解けなくても、合否を分
ける問題は解けるようにしていくのが、この講座の趣旨。

12月26日～29日 
16:30～18:00

13,000円 
【90分×4日】

国語 J1 
高３国語 記述の完成Ⅲ

ー：現代文と古文の二次記述対策。添削も含めてAIM国語の神髄を体験していただく。CTが
近いが、国語の記述力を鈍らせたくない人はどんどん受講してほしい。

12月23日～25日 
9:00～12:00

16,000円 
【180分×3日】

国語 J2 
高３国語 私大テスト演習

ー：私大の現代文と古文の過去問題を使った演習を通じた私大国語の対策。私大独特の設問
形式を数多く練習することで、どのような私大国語入試問題にも対応できるようにする。

12月16日～18日 
17:00～19:00

13,000円 
【120分×3日】

理科 S1 
高３物理総合 α

Ａ：物理の全分野において、京大･阪大レベルの入試問題にチャレンジする。難関大におけ
る物理入試問題であっても、確実に合格点が取れるレベルまで引っ張り上げる。

12月26日～29日 
13:00～14:30

13,000円 
【90分×4日】

理科 S2 
高３物理総合 β

BC：物理の全分野において、国公立二次・私立難関校の良問にチャレンジする。物理をこの
冬、飛躍的に伸ばす。物理が割と苦手な人でも、物理概念を確実に理解できるようにする。

12月26日～29日 
13:00～14:30

13,000円 
【90分×4日】

理科 S3 
高３化学ファイナルチェック

ー：化学の全分野について、押さえておきたい知識を総整理する、受験化学の総まとめ的な
講座。センター試験をはじめ、国公立二次・私大薬学部の化学にも対応する。

12月19日～22日 
17:00～19:00

15,000円 
【120分×4日】

レベル……Ａ：偏差値75以上、Ｂ：偏差値60前後、Ｃ：偏差値50前後

大学受験フォーラム AIM冬期講習 winter course


