対象

5

水戸一高附属中

無料

小5

チャレンジテスト

22

土

10：30〜12：10

いよいよ今年度入試から、水戸一高附属中の募集が始まりました。初年度の受検倍率は4.51倍と、やはり地域トップ高の附属中としてかなりの高
倍率となっています。水戸一高附属中をはじめとする、県立中高一貫校の入試は「適性検査」型と呼ばれ、単なる教科の知識を問うものではなく思
考力、応用力、表現力が試されます。水戸一高附属中を目指す方の中には、
「小５から始めて間に合う？」
「試験にはどんな問題がでるの？」…な
どなど、様々な不安を感じている方が多いのではないでしょうか。水戸一高附属中受検を少しでも考えている方は、ぜひこのテストを受検してみてく
ださい。
小学校の学習だけでは分からない、お子様の可能性が見えてきます。

水戸一高附属中チャレンジテスト実施要項
■ 学 年／小学5年生
■ 費 用／無料
■ 日 時／2021年５月22日
（土）
10:30〜12:10

■場
所／水戸アカデミー水戸本部校
■科
目／適性検査Ⅰ（理系 45分）
・適性検査Ⅱ（文系 45分）
■ 申込方法／水戸アカデミーまでお電話でご予約ください。

※当日都合の悪い方は、事前受検が可能ですのでお申し出ください。 ※水戸アカデミーの入塾選抜試験を兼ねます。 ※ご希望の方はテスト結果をもとに学習カウンセリングを実施します。

小6
対象

水戸一 高附属中 必 勝クラス
水戸一高附属中に合格するためには、検査Ⅰで５〜６割、検査Ⅱで７割以上の
得点、そして何より非常に作業量の多い適性検査問題を時間内に解き切る処
理力が求められます。また理科や社会の広範な知識も必要になるので、小手
先だけの適性検査対策では合格を手にすることは難しいでしょう。水戸一高
附属中必勝クラスでは、毎回様々なテーマの適性検査型の問題を演習し、そ
の場で詳細に解説を加えることで処理力、答案作成力の向上を図ります。ま
た、家庭では対策の難しいグループ面接のトレーニングも行いますので、まさ
に「水戸一高附属中合格」
のために必要な全てが凝縮された講座です。

実戦力と得点力を
鍛える演習形式

水戸一高附属中合格の必勝プログラム

水戸一高附属中をはじめとする県立中高一貫校の
適性検 査では、高倍率を勝ち抜くための正確さやス
ピード、
初見となる表や資料に対する分析力や理解力
が求められます。
水戸一高附属中必勝クラスでは、
毎回
制限時間を設けて演習形式で問題を解かせ、
本番で
合格点が取れるよう徹底的にトレーニングします。

小5・小6
対象

2

詳細な記述添削

適性検査の受検にあたって多くの生徒が戸惑い
を感じるのが文章記述です。水戸一高附属中必勝
クラスでは、文系授業において、生徒が書いた文章
を添削専門スタッフが 詳 細に添削・評 価して返 却
します。毎月続けることにより、記 述力が飛躍的に
向上します。

3

集団面接
トレーニングの実施

生徒や保護者にとって適性検査の不安要素となり
やすいのが集団面接です。水戸一高附属中必勝クラ
スでは、月に一度、過去に適性検査の集団面接で問わ
れた題材をもとに、面接のトレーニングを行います。
2021年度入試ではこのトレーニングで扱ったテーマ
が水戸一高附属中の本番でも問われました。

水戸一高
附属中

English Success

の授業プログラム

英文を書けることを重視し、
毎回Word Testを実施して定着を図ります。

❷ Grammar 英文法の基礎をしっかり教え、
受験英語にも対応できる力を養います。
❸ Listening 毎回リスニングテストを行い、
英語耳を育て英検や入試に備えます。

名

申込
方法

一般生

水戸アカデミーの選抜試験を受験し、合格された方は、
「講習会・各種講座・
個別指導申込書」へ必要事項を記入の上、1ヵ月分の授業料を添えてお申し
込みください。 次月以降は振込用紙を郵送します。

体験授業受付中!

English Successの無料体験授業を実施しています。
体験授業をご希望の方は水戸アカデミーまで電話で
ご連絡ください。

使用教材

English Travel （ 1年目コースTextbook1
2年目コースTextbook2）

●教材紹介
学習指導要領の小５・小６の内容
だけでなく英検４級レベルまで対応
したテキストです。テキストの英文は
自宅でもリスニングできるようQR
コードまたはARで音声の再生がで
きますので繰り返し聞くことができ
1,650 円（税込）
ます。

Vocabulary GRIT750 （1・2年目コース）
●教材紹介
フルカラーで単 語、意 味、イラス
ト、例文を表示し興味を持って学習
できるようになっています。ハンディ
タイプなので持ち運びに便利です。
暗記用に赤シートがついているので
意味や見出し語を隠して学習ができ
858 円（税込）
ます。

実施要項
■対

象／小学５年生・小学６年生

■曜

日／毎週土曜日
17：30〜18：40

（定員20名※定員になり次第締め切ります）

1989年創立 名門校受験専門進学塾
教育グループ

17

定員
80 名

■実施時間 ※日程はクラスにより異なります。 ■対
象／小学6年生
■授 業 料／（塾生・一般生共通）
・講
座／土曜日 or 日曜日
12,800円／月（税・教材費・添削費込）
13：30〜15：30 ３回／月
■実施場所／水戸アカデミー水戸本部校
・面接トレーニング／土曜日 or 日曜日
15：40〜16：10 １回／月

g
n
E lish Success

小学校の英語の授業の成績アップに！
中学入試の英語リスニングの対策に！
中学で英語を得意科目にするために！
❶Writing

2021年度

募集

合格

水戸一高附属中の開校初年度で、水戸アカデミーは水戸本部校の一校舎か
ら17名の合格者を出すことができました。2021年度の適性検査問題を見ると、

1

6月生

月4回

■ 受講料／塾 生 10,600円（税込）／月
一般生 13,200円（税込）／月
入会金 10,500円（税込）
教材実費購入

※塾生は入会金は必要ありません。一般生が入塾した場合入塾金に充当します。

問い合わせ先

ホームページ

水戸アカデミー

［電話受付：12：00〜21：30］

検索

現中1は水戸一高の定員が160名と減少します。だからこそ、水戸一高合格に向けて先手必勝!!

5

中1学力診断テスト
23
無料

日

10：30〜13：00

中学校が始まって1カ月が過ぎました。ゴールデンウイークも終わり、部活や勉強などの中学生活にも慣れて来た
ころと思います。4月は新学年の行事も多く教科書もあまり進まなかったと思いますが、これからは授業も本格的
に始まります。3年後の高校入試に向けて中１からスタートダッシュすることが水戸一高合格の近道です！
試験範囲

●中１学力診断テスト実施要項●
■
■
■
■

日
時／2021年５月23日（日）10:30〜13:00
会
場／水戸アカデミー水戸本部校
科
目／数学・国語・英語（リスニングあり） ■ 費
用／無料
申込方法／電話で受験予約受け付けます。
当日都合の悪い方は、事前受験が可能ですのでお申し出ください。

数学 小学復習・正負の数
国語 説明的文章・詩・部首と画数
英語 リスニング・会話文・単語

※このテストは入塾選抜試験を兼ねます。

県立高入試分析動画公開中!
水戸アカデミー独自の
分析を行っています。
視聴希望の方は水戸アカデミーまで
電話でお申し込みください。
視聴方法をお伝えします。

中1 6月塾生募集

中1保護者セミナー
Zoom
・県立高入試に向けての対応
オンライン
・中高一貫カリキュラムの学習方法
開 催
・部活との両立について

■ 日時／5月16日
（日）9：30〜10：30

水戸アカデミーは進学中学や目標高校に合わせて3つのコースがあります。
部活や学校と両立できる水戸アカデミーでライバルの一歩先を行く中学生活をおくりませんか。

参加希望者は水戸アカデミーまで電話でお問い合わせください。

水戸一高を目指すなら

首都圏難関高に挑戦するなら

水戸一高附属中に通学してるなら

今年の中1が水戸一高を受験するときは、募集定員が
以前の半分の160名になり、非常に狭き門になります。
水戸アカデミーは創立以来県立入試対策を徹底してお
り、毎年塾生の半数以上を水戸一高、土浦一高に合格さ
せています。中1から授業進度は学校より先に進み、中
学の授業が塾の復習になります。その結果、中学の定期
テストでも学年トップレベルを維持しています。

東大合格者数No1の開成高や早慶附属高の入試は
高校範囲を含む非常に高度で難しい問題が出題され
る為、教科書レベルを超えた学習が必要になります。
水戸アカデミー難関選抜科では首都圏No1進学塾の
早稲田アカデミー最上位クラスと同じカリキュラム、テ
ストを実施し首都圏入試に備えます。

中高一貫中のカリキュラムに合わせて、
数学は代数、
幾
何に分けて学習し、
国語は古文を中心に学習します。
中2
で中学内容を終了させ、
中3からは高校範囲の学習をス
タートします。中高一貫中の授業進度は非常に速く、ま
た周りは優秀な人ばかりです。その中でついていくため
には先取りの予習が必要です。水戸アカデミーでは中高
一貫中でも上位になれるようしっかりと指導します。

平日/日曜選抜科の3つの
「できます」

難関選抜科のここが
「スゴイ!」

Top Straightクラスの授業内容

平日選抜科/日曜選抜科

① 平日選抜科、日曜選抜科は同一カリキュラム・同一
教材なので、部活等で欠席する場合は授業を振り
替えることができます。
② 県立入試で最も差の出る理科社会についても中1
から学習できます。
③ 毎月全県、全国レベルの実力テストを実施し、自分
の偏差値、
順位、
弱点を知ることができます。

5

難関選抜科

Top Straight

① カリキュラム、
教材がスゴイ!

英語

② 生徒のレベルがスゴイ!

ボキャブラリーの強化と英文法の理解と定着を図り、中２までに
中学範囲の学習を終了し、中３では高校範囲の学習と長文読解の
学習を中心に行っていきます。中２で英検準2級、中３で英検2級
を習得できるようにしていきます。

数学

③ 講師がスゴイ!

中１から代数と幾何それぞれを並行して学習していき、中２で中学
の学習範囲をすべて終わらせます。中３からは数学Ⅰと数学Aの学
習をスタートします。

国語

文章読解では高度な内容の文章を扱い、読みこなすことのできる
文章のレベルを高めます。
また中学校の国語学習でつまずきがちな文法と古文についても導
入から丁寧に扱い、
総合的な国語力を養成することを目指します。

→中1では最高レベルの難度の高い教材を扱います。
→塾生の中からさらに選抜された人たちが切磋琢磨します。
→首都圏入試を知り抜いたベテラン講師が情熱指導します。

16 入塾選抜試験
日

選抜試験
実施要項

2 021
年度

●対 象 学 年 小学３・４・５・６年生、
中学１・２・３年生
●日時・試験会場 水戸アカデミー水戸本部校
2021年5月16日
（日） 14：00〜
●申 込 方 法 試験前日までに電話で予約し、
当日、
申込書を
記入して下さい。

中学入試実績

2 021
年度

●科

目 〈小学部〉
算数・国語
（各40分）
〈中学部〉
数学・国語・英語
（各40分）
●出題範囲 公立学校で習った範囲を中心に出題。
●受 験 料 2,500円
（税込）

テスト結果につきましては全国標準の偏差値や学習評価の入った成績帳票を
返却します。
ご希望の方には、
成績帳票や実際の答案をもとに学習カウンセリ
ングを実施します。
合否に関しては翌営業日までに電話にてお伝えします。

2 021
年度

首都圏高校入試実績
水戸一高附属中 名 水戸一高
名 慶應義塾高1名 慶應湘南高3名
茨大附中 38名 茨城中 59名 水戸二高 9名 緑岡高 7名 早大学院高2名 早大本庄高 1名
江戸取中 12名 並木中等 1名 土浦一高 1名 日立一高 1名 豊島岡女子高1名
その他
その他

17

水戸校1校舎のみの実績!!

高校入試実績

46

水戸アカデミーの合格実績は入試直前まで集団授業に通った塾生のみです。
早稲田アカデミー生、途中退会生、講習会生、テスト生は一切含んでおりません。

