
平日選抜科（Dクラス）
火 水 木 金 土 授業料／月

16：30-17：10 理科 社会 算国 10,860円
理社   7,240円17：15-18：15 算数 国語

土曜選抜科（Ｓクラス）
13：00-13：40 13：45-14：25 14：35-15：35 15：40-16：40 授業料／月

土曜 理科 社会 国語 算数 算国 10,860円
理社   7,240円

※時間割例

※時間割例

平日選抜科（Dクラス）
火 水 木 金 土 授業料／月

17：10-18：30 国語 算数 算国 15,200円
理社   9,500円18：50-19：40 社会 理科

日曜選抜科（Ｓクラス）
8：30-9：50 10：00-11：20 11：30-12：20 12：20-13：10 授業料／月

日曜 算数 国語 理科 社会 算国 15,200円
理社   9,500円

※時間割例

※時間割例

T選抜科（Tクラス）
火 水 木 金 土 授業料／月

17：10-18：40 適性対策 国語 算数
37,210円

19：00-20：30 適性対策 理科 社会

日曜選抜科（Sクラス）
8：30-9：50 10：00-11：20 11：30-12：20 12：20-13：10 授業料／月

日曜 算数 国語 理科 社会 25,580円

早稲アカ難関科（Wクラス）
火 水 木 金 土 授業料／月

17：10-18：40 国語 理科 国語 算国 25,810円
理社 11,400円19：00-20：30 算数 社会 算数

※時間割例

※時間割例

※時間割例

平日選抜科（Dクラス）
火 水 木 金 土 授業料／月

17：10-18：30 国語 算数
23,710円

18：50-19：40 社会 理科

※時間割例

日曜選抜科（Sクラス）
8：30-9：50 10：00-11：20 11：30-12：20 12：20-13：10 授業料／月

日曜 算数 国語 理科 社会 23,710円

※時間割例

早稲アカ難関科（Wクラス）
火 水 木 金 土 授業料／月

17：10-18：40 国語 国語 理科 算国 25,810円
理社 11,400円19：00-20：30 算数 算数 社会

※時間割例

土曜適性対策講座
授業料／月

17：10-18：10 文系
12,000円

18：20-19：20 理系

※時間割例
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1/31火

2023年度中学入試速報

茨城中

水戸アカデミー小学部開講

※同時期比較

※金額はすべて税込です。

2022年12月31日現在水戸校1校舎のみの実績!! 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。

第
１
回

教育グループ
1989年創立 名門校受験専門進学塾

検索水戸アカデミーホームページ

問い合わせ先

［電話受付：12：00～21：30］ 水戸駅
北口 ●マイム

至勝田至赤塚

●

水戸アカデミー水戸アカデミー
京成ホテル

ローソン

水戸
中央局

〒

東照宮

銀

　杏

　坂

水戸駅北口から
徒歩３分

●

63名合格!!
　水戸アカデミーでは小3から理社をスタートさせ、適性
検査はもちろん、首都圏入試にも対応できるベースの力
と学習習慣を身につけさせます。
　算国のみ、理社のみでの通塾も可能です。

　中学入試の学習がスタートします。小４では各科目の
基礎をしっかり固めることで、難度、量ともにレベルが上
がる小5以降の学習に対応できる基礎学力と学習習慣
をつけます。全クラスで中学入試のバイブルといわれる
予習シリーズを使用し、土曜日に実施されるYT講座も
選択受講することができます。学校行事などがある場
合、平日クラス、日曜クラス間で授業を振替えることがで
きます。

新小３

新小５

新小４

新小6

■ 平日選抜科（Ｄクラス）・日曜選抜科（Ｓクラス）
県内の入試に必要な教科書を超えた応用力や計算
力、語彙力を養います。必要に応じて「適性対策」の
授業を追加することもできます。

■ 土曜適性対策講座
適性検査へ対応する力を養うため、論理的思考力
や課題発見力、表現力の向上を図ります。※小5の
いずれのクラスの方も選択することができます。ま
た、この講座だけでの通塾も可能です。

■ 早稲アカ難関科（Ｗクラス）
予習シリーズで学習を進め、YT講座と併用するこ
とで難化の激しい首都圏入試に対応できる学力を
身に付けます。必要に応じて「適性対策」の授業を
追加することもできます。

　小５は入試直結の重要単元が目白押しです。小５の1年間の学習が受験校の決定を左右すると言っても過言ではあ
りません。2年後の入試に向けて志望校に合わせたクラスをご選択ください。

■ Ｔ選抜科（Ｔクラス）
今まで学習してきたことをさらに磨き、適性検査型
入試問題演習を通じて実戦力を養います。

■ 日曜選抜科（Ｓクラス）
読解力や計算力、語彙力など中学入試突破の応用
力を養います。

■ 早稲アカ難関科（Ｗクラス）
中学入試範囲の基礎的な学習はひととおり終了し
ているので、実際の中学入試問題を扱い、首都圏入
試での合格を目指します。

　受験学年となる小６では「合格には何が必要か」を念頭
に置いた学習が必要になります。また同時に志望校の入
試傾向に沿った学習も必要になります。水戸アカデミーで
は通常クラスの他、必勝クラスを開講し第一志望校合格を
目指します。

※1/14（土）以降の受験もできますので、詳しくは水戸アカデミーまでお問い合わせ下さい。

“考える”って楽しい！“わかる”っておもしろい！
自ら考え、工夫し、
やり抜くことにこの冬、チャレンジ！

小2（新小3）
冬のチャレンジテスト

小2（新小3）
 冬期無料体験講座

小学2年生対象の無料体験講座
2023年2月から新小3クラスが開講。 
冬休みに体験授業を受けて、塾の授業
の雰囲気を感じてください。土1/14無

料 土1/21無
料

各30分算数 国語

14:00～15:20
（保護者セミナー同時開催／対面形式のみ）

会場 水戸アカデミー 時間

水戸アカデミーまでお電話にてお申し込みください。申込方法

14：35～15：35　算数（数のきまり）
15：40～16：40　国語（文章問題）

時間

水戸アカデミーまでお電話にてお申し込みください。申込方法

入塾選抜試験無料
日 日

選 抜 試 験
実 施 要 項

●申込方法
　試験前日までに、電話または
　水戸アカデミーホームページ
　からご予約ください。

10：30～

●科　　目　〈小学部〉算数・国語（各30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 無料



①入塾金無料 ②授業2コマ分 無料2月7日（火）までに
入塾手続きをされた方は

10:00～11:30会場 水戸アカデミー 時間

高校入試をする人のための基礎力診断テスト

将来の目標ができる！目標があるからがんばれる！今の基礎学力と可能性がわかる!
「水戸アカ夢テスト」は、小学6年生のための無料のテストです。将来の高校受験を視野に入れて、現
在の君の力を測ります。テストは算数・国語の2科目。問題の約7割は小学校で学習する範囲から
出題されるので、初めて受ける人に最適な模試です。また、応用問題や思考力を試す問題も出題さ
れます。これまでの学習成果をぜひ試してみよう！

「水戸アカ夢テスト」当日に、中学進学セミナーを開催いたします。水戸一高を目
指すための勉強法やこれからの教育についてお伝えするとともに、水戸アカデ
ミー中学部の今後の授業やカリキュラムについても、ご説明させていただきま
す。参加者には水戸アカデミーオリジナル受験資料集をプレゼントします。「県立入試対策」についてお伝えいたします。

中学進学セミナー
対面形式／Zoomによるオンライン形式実施形態1月14日（土） 10：15～11：15 会場日時 水戸アカデミー

土1/14無
料

同時
開催

参加無料

小学内容の定着の到達度を図り中学入学に備えます。
水戸アカ夢テスト®
国公立中
進学者対象

小6（新中1）実力診断 夢テスト

小６
実力診断

各30分算数 国語

水戸アカデミーまでお電話にてお申し込みください。

10分適性診断

申込方法

平日コース
（全16回）

日曜コース
（全8回）

2/1（水）、2/3（金）、2/8（水）、2/10（金）、
2/15（水）、2/17（金）、2/22（水）、2/24（金）

〈
2
月
分
〉〈
2
月
分
〉

〈
3
月
分
〉〈
3
月
分
〉

3/1（水）、3/3（金）、3/8（水）、3/10（金）、
3/15（水）、3/17（金）、3/22（水）、3/24（金）

2/5（日）、2/12（日）、2/19（日）、2/26（日） 3/5（日）、3/12（日）、3/19（日）、3/26（日）

水曜日 17：10～18：30
金曜日 17：10～18：30
１限目 10：00～11：20
２限目 11：30～12：50

■費用（教材費・税込）■
〈塾生料金〉 英数／19,500円〔月額〕　単科／11,000円〔月額〕　〈一般生料金〉 英数／23,500円〔月額〕　単科／14,000円〔月額〕

■参 加 対 象 者■
〈エクスプレスクラス〉 数学／首都圏中学入試レベル　英語／英検4級以上
　　　　　　　　　  1月22日（日）もしくは2月4日（土）のエクスプレス選抜テスト合格者
〈スタンダードクラス〉 数学／公立中上位レベル　英語／小学校の学習レベル
　　　　　　　　　  水戸アカデミー塾生及び入塾選抜試験で合格基準をクリアした方

■申  込  方  法■
〈塾　生〉 申し込みは必要ありません。２月、３月の通常授業が準備講座になります。
〈一般生〉 入塾選抜試験で基準をクリアした方は、1階管理部でお申し込み下さい。

中1準備講座エクスプレス選抜テスト
無料

1月22日（日） 13：30～14：30試験時間

算数・英語科　　目

算数から数学へ。 論理的思考力を養います。数　学

小学生が苦手なWritingや、 Listeningを強化します。英　語

※振替日は、2月4日（土）となります。 ※1科目でも受験できます。

①負の数の扱い、文字式のルール
②方程式の解法を習得
③○○算を方程式で解こう
④座標平面とグラフ
⑤グラフを書こう
⑥図形の移動
⑦作図の基本
⑧立体の観察と基本公式

正負の数・文字と式
1次方程式（１）
1次方程式（２）
比例・反比例（１）
比例・反比例（２）
平面図形（１）
平面図形（２）
空間図形

①初体験、マイナスの世界
②マイナス×マイナスは＋です
③文字は便利だ！
④文字で計算しよう
⑤正負・文字式の総復習
⑥方程式の解き方（1）
⑦方程式の解き方（2）
⑧文章題を数学で解こう

正負の数の概念
正負の四則計算
文字式の決まり
文字式の四則計算
いろいろな計算演習
一次方程式の解法　
一次方程式の様々な計算　
方程式の文章題

　2021年に水戸一高附属中、土浦一高附属中が開校し県立中高一貫校が本格始動しました。国公立中に進学する生徒は、3年後に高校
で県立附属中の生徒たちと競い合わなければなりません。
　水戸アカデミーでは、基礎から鍛えて県立トップ高を目指す「スタンダードクラス」と先行学習している「エクスプレスクラス」を開設します。
英語、数学の科目別クラスになりますので、お子様の学力に合ったクラスで学習することができます。「エクスプレスクラス」は日曜コースのみ
の開講になりますが、「スタンダードクラス」は平日コース、日曜コースと開講し、ともに習熟度別にさらに２クラスに分けて授業を行います。「ス
タンダードクラス」では授業を欠席する場合には、日曜と平日で授業を振り替えることができます。

エクスプレスカリキュラム スタンダードカリキュラム

①be動詞の文
②一般動詞の文
③名詞の複数形
④曜日・日付・時刻

⑤代名詞
⑥canの文
⑦命令文・会話表現
⑧現在進行形

①I am～.  You are～.
②This is～.  What is～.
③He is～.  Who is～?
④I like～.  I don't like～.

⑤Do you～?  What do you～?
⑥He likes～.
⑦名詞の複数形
⑧曜日・日付・時刻

エクスプレスカリキュラム スタンダードカリキュラム

英語の習熟度別にエクスプレス、スタンダートに分けそれぞれのレベルに合わせて学習します。Point 1

中学に入学して数学が不得意な生徒はまず計算が苦手です。中学に入学して数学につまずかないためにも、正確に速く計算する力を養う必要があります。その上で、算数と異
なり数学はその数がどのような意味を持っているのか、世の中の現象について数をどう表すかを学ぶ教科です。中1準備講座では数学に求められる「論理の正確性」を養う授
業を実施します。エクスプレスクラスでは中高一貫中にも対応できるカリキュラムを組んでいます。

単語の意味だけでなくスペルが書けるようライティングの練習をし400語を書けるよう目指します。Point 2
毎回の授業でタブレットを使いネイティブの音声でリスニング練習し、英文を聞き取れるようにします。Point 3

中１準備講座開講！2月・3月
2月・3月

2月8日（水）開校! 水戸校
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