茨城中
水戸校1校舎のみの実績!!
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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。 2020年12月31日現在

水戸アカデミー小学部開講

水戸一高附属中志望コース
適性検査対策クラス
（T）

小5

小6

水戸アカデミーのＴクラスは、早稲田アカデミー公立中高一貫
中対 策の５Ｔ、６Ｔクラスのノウハウを生かし、早稲田アカデ
ミーと同じ教材、カリキュラムで水戸一高附属中合格を目指すク
ラスです。小５では中学入試に不可欠な知識や応用力を養成し、
小６では独特の試験形式を持つ適性検査に対応するために、課
題を発見し自ら解決する処理能力を育て、自分の考えや意見を
文章や言葉で伝える特訓をします。
学年
小5T
小6T

授業時間

火

17：10 〜18：4 0

算数

国語 算数

19：00〜20：30

社会

理科

17：10 〜18：4 0

算数 理科

19：00〜20：30

水

木

金

算数
国語

記述 社会

授業料/月
29,700円
35,640円

※科目の順は一例です。

新小4
新小5
新小6
対象

県立中学入試に
向けて実力診断
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学年 新小４・小５・小６年生

首都圏難関中志望コース

平日クラス（D）／日曜クラス（S）

早稲アカクラス（Ｗ）

小3

小4

小5

小6

茨大附属中、茨城中に合格するために必要な算国理社の力を
バランスよく身につけさせます。
教科書レベルの基礎からスタートし、中学入試に必要なレベ
ルまで学習します。小３、小４ではまず学習習慣をつけることか
ら始め、ノートの取り方や復習の仕方など、これからの学習方法
の確立を目指します。小５、小６では実際の入試問題にも取り組
み、
本番の得点力アップも目指します。
学年 授業時間 火

木 授業料/月

学年 授業時間

土

小3 16：30〜
D 17：30 国語 算数 10,860円

小3 13：30〜14：30 算数
S
14：30〜15：30 国語

小4 17：10〜 算数 国語 15,200円
D 18：30

8：30〜 9：50
小4
S 10：00〜11：20
11：30〜12：50
8：30〜 9：50
小5
10
：00〜11：20
S

日

学年

10,860円

小4Y

算数

小5W

国語 22,800円
理/社

小6W

算数

11：30〜13：10

理/社

8：30〜 9：50

算数

小6
10：00〜11：20
S
11：30〜13：10

理/社

四谷クラス（Y）

小6

小4

中学入試参考書のバイブルとも言われる予習シリーズを使
用して授業を進めていきます。同時に早稲田アカデミーのオリ
ジナルプリントも活用し、首都圏御三家中や早慶附属中に合格
できる学力を目指します。またＷクラス、Yクラスでは早稲田ア
カデミー各種イベントへの参加や、進学資料などの提供も行い
ます。

授業料/月

国語 23,710円

小5

授業時間

火

水

17：10〜18：40

算数

19：00〜20：20

理科

木

金

授業料/月

国語

算国 17,220円

社会

理社 9,020円

17：10〜18：40 算数

理科 国語

算国 25,810円

19：00〜20：30 国語

社会 算数

理社 11,400円

17：10〜18：40 算数

国語 理科

算国 25,810円

19：00〜20：30 国語

算数 社会

理社 11,400円

※科目の順は一例です。

※金額はすべて税込です。

国語 25,580円

水戸一高附属中チャレンジテスト
保護者セミナー同時開催

日

日時 １月17日
（日）

時間 新小４・小５・小6 14：00〜15：40
会場 水戸アカデミー 水戸本部校
科目 新小４／算数
（４０分）
・国語（40分）

新小５・小６／理系検査（４５分）
・文系検査（４５分）

詳しくは水戸アカデミー水戸本部校までお問い合わせください。
※当日都合の悪い方は、事後受験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に兼ねることもできます。

対象

茨大附属中、茨城中志望コース

※小５・小6の平日クラスは設置し
ていません。平日希望の方はTク
ラスに参加してください。
※SクラスとDクラスの教材・カリ
キュラムは同じですので、
欠席す
る場合は算国に限り授業の振替
ができます。
※科目の順は一例です。

水戸一高附属中受検に向けた、
現在の学力を測定します。
テスト後はカウンセリングも実施します。

新小3

53名合格!!

第１回

2021年度中学入試速報

「水戸アカの水戸一高附属中合格に
向けての指導について」
●水戸アカデミー授業カリキュラム・教材
●早稲田アカデミーのノウハウの共有
●中高一貫校のメリット 等
時間 14：30〜15：30
会場 水戸アカデミー

申込方法 水戸アカデミー 水戸本部校までお電話にてお申し込みください。

冬のチャレンジテスト

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！
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土

会場 水戸アカデミー 水戸本部校

時間 10:30〜11:50または14:00〜15:20
（保護者会同時開催）

※1/16（土）以降の受験もできますので、詳しくは水戸アカデミー水戸本部校までお問い合わせ下さい。

「できた！」
「わかった！」
「おもしろい！」子どもたちのやる気の源泉です。冬のチャ
レンジテストでは、子どもたちが思いっきり取り組むことができる問題を出題しま
す。本当はできるのに間違えてしまったり、時間内には解ききれなかったりすること
もあると思いますが、得点よりも、時間いっぱい一生懸命考え、工夫し、やり抜く経
験にこそ今の時期は価値があります。テスト後には、水戸アカデミーの講師が解説
授業を行います。

1989年創立 名門校受験専門進学塾
教育グループ

問い合わせ先

ホームページ

［電話受付：12：00〜19：30］

水戸アカデミー

水戸市宮町2-3-36

検索

新中1生の水戸一高定員は160名に半減。
更に狭き門に！
！

新 中１準備講座開講！

2021年から水戸一高附属中、
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す。
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、
それに備えて県立トップ高を目指す
「スタンダードクラス」
と県内の優秀生が集結する
「エクスプレスクラス」
を開設します。
「エクスプレス」
「スタンダード」
ともに平日コース・日曜コースを開講し、
都合の悪い場合は授業を振り替えることができます。

数

学

中高一貫中カリキュラムにも対応できます。
エクスプレスカリキュラム

① 新たな数 ｢負の数｣・指数法則
② 文字で表そう
③ 〇〇算を方程式で解く
④ 連立方程式の解き方
⑤ 線分比・面積比を使いこなそう
⑥ ｢場合の数｣から｢確率｣へ
⑦ 座標平面に慣れよう
⑧ 整数の難問に挑戦

スタンダードカリキュラム
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

正負の計算(四則計算)、指数法則
文字式の決まり、四則計算
一次方程式の解法、文章題
連立方程式
相似な図形、平行線の性質
場合の数、確率
比例・反比例
素因数分解、約数・倍数

算数と数学の大きな違いは、｢単元どうしが結びつく｣ところにあるでしょう。数学では、｢関数｣と
｢平面図形｣の融合問題がしばしば出題されます。その「関数｣をマスターするには｢方程式｣がスラ
スラ解けなくてはいけません。また、｢平面図形｣をしっかり解くには｢無理数｣を使いこなす必要が
あります。数式と図形が結びつくのです。
多くの中高一貫中学では、中1の最初から代数と図形が並行して授業が行われます。中２で中学
数学を終了し中３から高校数学に入るためのエクスプレスカリキュラムです。

英

語

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

数学の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。そのうえで、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使ってどう表わすのかを学ぶ教科です。なぜそうなる
のかという答えを導くまでの過程が重視されるため、"論理の正確性"が求められる教科ともいえま
す。中１準備講座では文字の概念と方程式の基礎まで学習します。

約400語の英単語を書けるようにします。

水戸アカデミーは今年度より中1準備講座の内容をパワーアップさせ、新学習指導要領のカリキュラムに対応できるようにします。具体的には英語に関して習熟度別に英語のクラスを「エクスプレス」、
「スタンダード」、
「ベーシック」に分け、それぞれの習熟度に合わせてカリキュラムを進めていきます。中１準備講座では小学生が特に苦手なライティング中心に授業を進め、2月・3月中に約400語の英単
語を書けるようにします。中１の6月の英検で4級以上に合格できるように指導していきます。
水戸アカデミーのリニューアルした中１準備講座にご期待下さい。

エクスプレスカリキュラム
① be動詞と一般動詞
② 名詞・代名詞・複数形
③ 時刻・曜日
④いろいろな疑問文

スタンダードカリキュラム

⑤ 形容詞・副詞
⑥ 現在進行形
⑦ canの文
⑧ 過去形

日曜コース

１限目 10：00〜11：20
２限目 11：30〜12：50

ベーシックカリキュラム

⑤ I am You are He is She is の文
⑥ 一般動詞の文
⑦ 時刻・曜日
⑧ 複数形

2/3
（水）、2/5
（金）、2/10
（水）、2/12
（金）、2/17
（水）、2/19
（金）、
2/24
（水）、2/26
（金）
2/7
（日）、2/14
（日）、2/21
（日）、2/28
（日）

︿3月分﹀︿3月分﹀

水曜日 17：10〜18：30
金曜日 17：10〜18：30

︿2月分﹀︿2月分﹀

平日コース

① 単語の学習、覚え方
② 冠詞・所有格 英文の作り方
③ This is ／That is の文
④ What Whoを使った文

①ローマ字、アルファベット 単語の学習
② 身の回りの単語
③あいさつの文
④ 冠詞・所有格 英文の作り方

⑤ This is ／That is の文
⑥ I am You are He is She is の文
⑦ 一般動詞の文
⑧ 時刻・曜日

3/3（水）、3/5（金）、3/10
（水）、3/12（金）、3/17（水）、3/19（金）、
3/24（水）、3/26（金）
3/7（日）、3/14（日）、3/21（日）、3/28（日）

■費用（教材費・税込）■ 塾生料金 英数2科 19,500円〔月額〕 単科 11,000円〔月額〕 一般生料金 英数2科 23,500円〔月額〕 単科 14,000円〔月額〕
■参 加 対 象 者■ 〈スタンダードクラス〉
水戸アカデミー塾生及び選抜テスト・夢テストで合格基準をクリアした方 〈エクスプレスクラス〉1月31日（日）のエクスプレス選抜テスト合格者
■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〉
選抜試験に合格された方は、申込書に現金を添えて校舎受付ま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
※振替日は、
2月6日
（土）
となります。 ※1科目でも受験できます。

無料

1月31日（日）

試験時間
科目

13：30〜14：30

算数・英語

新中1対象

中1学力診断兼難関選抜テスト

無料

3月20日（祝） 科目

試験時間

10：00〜11：30

英語・数学・国語

2021年新学習指導要領によるカリキュラムが中学校でスタートします。̶ 2019年 茨城県立入試問題より ̶

英語の準備は万全ですか?

3年後この問題が解けますか？

2021年から中学の英語の授業内容が大きく変更になります。
中学で学習する英単語が現行の1,200語か
ら大幅に増加し、
高校入試までに2,500語を習得しなければならなくなりました。
また文法事項として、
「主語
＋動詞＋目的語＋原形不定詞」
「
、現在完了進行形」
「
、仮定法」
などがこれまでの高等学校学習指導要領から
移行されました。
その結果、
今まで中学2年で学習してきた
「助動詞」
や
「不定詞」
などは中学1年で学習するよう
になります。
また、
茨城県立入試の英語では例年30語前後の自由英作文が出題され、
自分の考えを英語でま
とめることを求められます。
中学校では、
小学校で英語の学習をマスターした前提で授業がスタートします。

小6対象

君の将来の夢・・・・・・可能性は無限大。
国公立中進学者対象

夢 テ スト
小６
実力診断

水戸アカ
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今の基礎学力がわかる！

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＋雑学テスト。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！

詳しい適正診断帳票を返却します。
小６実力診断

試 験 日▶
親子で「夢」について真剣に向き合い将来のことを考える1日。 受 験 料 ▶
試 験 時 間▶
「実力診断〜水戸アカ夢テスト〜」は国・公立中学に進学して、将来高校 試 験 会 場 ▶
受験をお考えの方を対象とした無料の「実力診断テスト」です。お子様 申 込 方 法 ▶
科 目・時 間 ▶
の現在の学力と、将来の適性がわかります。

14：00〜
15：50

※水戸アカ夢テストで、合格基準点に達しますと水戸アカデミーの入塾選抜テストが免除となります。

30の質問で見えてくる将来の適性

「水戸アカ夢テスト」で測ることができるのは、学力だけではありません。30個の簡単な質問に答えるだけで、自分の考え方
のタイプと将来どんな職業が合っているかがわかります。弁護士、記者、研究者、デザイナー……、君に向いている職業は?

水戸アカ夢テストご案内［実施要項］

返 却 資 料 ▶ 帳票（単元別到達度・夢診断結果）
1月16日（土）
持
物 ▶ 筆記用具
無料
自分に向いている
※定員になり次第、締切らせていただきます。
14：00〜15：50
職業が何かがわか
水戸アカデミー 水戸本部校
ります。これをきっ
お電話にてお申し込み下さい。
かけに、
将来のこと
算数30分・国語30分
を考えてみよう。
雑学テスト20分・夢診断10分
30問の適性検査
出 題 範 囲 ▶ 公立小学校10月頃までの既習内容＋ で、君のタイプが
わかります。
思考力を問う発展内容

