17名

茨大附中 38名
茨 城 中 59名
江戸取中 12 名

2021年度県内中学入試合格速報！
！ 2021年2月10日現在

水戸一高附中

（一般受験生のみ）

（定員80名）

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。

合格おめでとう!!

水戸一高附属中・明治大学附属明治中
江戸取中（東大ジュニア）
・茗溪学園中

水戸一高附属中・江戸取中（東大ジュニア）
茨大附属中・茨城中（特奨）

水戸一高附属中
江戸取中（医科ジュニア）
・茨城中（特奨）

水戸一高附属中・江戸取中（医科ジュニア）
茨大附属中・茨城中

水戸一高附属中
茨大附属中・茨城中
（特奨）

僕は小学３年生のときに入塾しました。それまで、
勉強は「辛いこと」
というイメージでしたが、塾に
通っているといつの間にか勉強が好きになってい
ました。これが合格できたいちばんの理由だと思
います。水戸アカデミーの授業はわかりやすく楽
しかったのですが、
５年生の頃成績が低迷し、
「も
うダメか…」
と思ったこともありました。
しかし先生
方からの励ましもあって、なんとかくらいつき、受
験学年になったときはクラスの上位を争えるまで
になりました。合格を取るまでの勉強は大変でし
たが、乗り越えられたのは、優しく時には厳しく声
をかけてくれた両親のおかげだと思っています。
ま
た、友だちや先生方の協力も大きかったです。本
当にありがとうございました。

僕が水戸アカデミーに入塾したのは４年生のときでした。
「勉強は面白くないけどやらなければならない」と思ってい
た僕には、周りのレベルが高く塾の勉強に慣れるのが大変
でした。しかし、必死に勉強をしていると、そのような考えは
なくなり、逆にもっと勉強したいという気持ちに変わりました。
入試当日はとても緊張しましたが、先生方から言われたアド
バイスを思い出し、落ち着くことができました。合格発表の
日、たくさんの受検番号の中から自分の番号を見つけた時
は嬉しくて言葉が出ませんでした。僕が中学に合格できた
のは、たくさんの人にサポートされたからだと思います。僕の
受験を見守ってくれた両親や家族。支えてくれた学校の先
生。質問にしっかりと答えてくれた水戸アカデミーの先生方。
そして一緒に切磋琢磨した友だち。みんながいたから合格
できたと思います。みなさん、ありがとうざいました。

僕は小学3年生のときに水戸アカデミーに入塾し
ました。早稲アカ難関クラスになると、毎週テスト
が行われ大変でしたが、組分けテストでクラスが上
がると嬉しくなりやる気が出ました。5年生のときに
県立中高一貫校にも挑戦してみようと思いました。
しかし、4科型と適性型の勉強の両立が大変な上、
適性型に慣れるまでが大変で、
なかなか適性型の
点数が伸びませんでした。6年生からは水戸一高
附属必勝クラスにも参加し、適性型の問題をたく
さん解くことができ、
だんだんと力がついてきました。
そして、
それまでの努力と先生方の熱心な指導の
おかげで、合格校を出すことができました。コロナ
禍で色々なことが制限される中での受験でしたが、
最後まで諦めずに頑張って良かったと思います。

僕は２人の姉が通っていたので、水戸アカデミーに通い
ました。通い始めの頃は周りのレベルが高く、授業のス
ピードも早く、なかなか追いつくことができませんでした。
学年が上がるにつれて勉強のペースもつかめ、
月例テス
トなどで上位者に載るようになりました。だんだん勉強も
楽しくなり、もっと上を目指そうと頑張りました。受験学年
になり、塾にもかなり慣れてた頃、成績が少しずつ下がっ
てしまった時期がありました。僕は
「授業を楽しむ」
というこ
とを勘違いし、真剣な気持ちを忘れてしまっていたのです。
帰宅後両親と話し合い、心を入れ替えて真剣に頑張る決
意をしました。その後は成績も下がることなく、入試をむか
えることができました。僕が間違った道に進みそうになって
いたときも、温かく厳しく指導をして下さった水戸アカの
先生方、いつもそばで支えてくれた家族に感謝していま
す。この合格の喜びを忘れずに、
これからも謙虚な気持
ちで勉強と向き合おうと思います。ありがとうございました。

入塾して間もない頃は、予習も難しく時間がかか
りました。
ミニバスケットボールもしていたので、勉
強との両立がとても大変でした。得意科目ができ
てから勉強が楽しく感じられるようになり、苦手
だった算数も粘り強く解くことで理解でき、徐々に
自信がついてきました。適性型の問題は、文章が
うまく書くことができず最初は苦労しました。
しかし
先生に添削をして頂き、
どこが良くてどこが悪い
のか理解できると、少しずつ文章が書けるように
なりました。試験当日は落ち着いて挑むことができ
ましたが、結果が出るまでは緊張しました。合格の
知らせが届いたときは本当に嬉しくて涙があふれ
ました。両親や先生方にはとても感謝しています。

水戸一高附属中・茨大附属中
茨城中・水戸英宏中（医歯薬ハイクラス）

水戸一高附属中
茨大附属中・茨城中

水戸一高附属中
茨大附属中・茨城中
H・T（見川小学校）

M・T（田彦小学校）

入塾直後は予習することで精一杯でしたが、先
生方のわかりやすい解説のおかげで、勉強が楽
しいと思えるようになりました。
また、周りはレベル
の高い友だちが多く、
「負けたくない」
という思い
がより集中力を高めてくれたと思っています。予
習・復習をしっかりとやることで、理解も深めるこ
とができました。入試直前の正月特訓や冬期講
習では、
「多くのことを学んだ」
と実感でき、自信
につながりました。そのおかげもあって、試験当日
もあまり緊張せずに、実力を発揮できたのだと思
います。
これから受験勉強をする人も、予習・復習
を怠らず、最後まで努力を続け、頑張って欲しい
と思います。

僕は中学受験をしたいと思っていましたが、家で
はうまく勉強することができなかったので塾に通う
ことにしました。算数は得意でしたが、暗記科目が
不得意で、上位との差がなかなか縮まりませんで
した。そこで、塾の予習と復習をしっかりやろうと
決心しました。受験まで残りわずかとなり暗記科
目を重点的に進め、
５･６年生の内容をすべて復
習しました。その甲斐あって合格することができた
のだと思います。合格できたのも今まで支えてく
れた家族や先生のおかげです。ありがとうざいま
した。

中学受験をしようと決心してから、家族全員で受験
勉強をしました。入塾したばかりのころは、授業の予
習で精一杯でした。苦手な算数はとくに力を入れまし
た。家でわからないところは父に教えてもらい、間違っ
たところはなぜ間違ったのかを授業を通じて理解しよ
うとしました。夏期講習の予習復習の繰り返しで、だ
んだんと良い点数がとれるようになりました。9月から
は模試の解きなおしをして、わからない問題を克服す
るようにし、その後過去問を解きました。また、水戸ア
カデミーでは面接の練習もしてくださったので、入試
当日も緊張せずにのぞむことができました。おかげで、
自分の意見をしっかりと述べることができたと思いま
す。授業も面接も、水戸アカデミーで教えてもらった
ことが役に立ち、無事合格することができました。

入塾したばかりのころ、
自分では解けない問題も
多く、みんなについていくのが大変でした。
しかし
頑張って勉強するうちに、徐々に問題が解けるよ
うになり嬉しい気持ちになりました。
４月から参加
した水戸一高附属中必勝クラスでは、その日の
授業の内容を帰宅後に復習しました。冬休みに
行われた正月特訓にも参加し、頑張って勉強して
きました。そのおかげもあって、入試当日は落ち着
いて問題を解くことができました。合格発表当日
は「落ちていたらどうしよう…」
と緊張しました。
ウェブで自分の受検番号を見つけたときは本当に
嬉しかったです。後輩のみなさんにも、最後まであ
きらめずに、自信を持って入試に挑んで欲しいと
思います。

茨大附属中・茨城中

K・M（梅が丘小学校）

S・K（上中妻小学校）

私は中学受験を甘く見ていました。実際の受験勉強は大変
で、気を許すとすぐに成績が下がってしまうのです。私は
日々の授業の予習・復習をしっかりやること、集中して授業
を受けること、など基本動作を固めました。その結果成績が
徐々に上がっていきました。入試が近づくと、塾以外の習い
事は休んで勉強だけに集中しました。お正月も朝から夜まで
必死に勉強しました。試験当日は、緊張して胸がドキドキしま
したが、
「 今まで頑張ってきたのだから大丈夫！」
と自分に言
い聞かせました。合格発表の日は、一日中何も考えることが
できませんでした。学校から帰宅して母から合格を聞いたと
きは、喜びの気持ちでいっぱいになりました。合格できたの
は、水戸アカデミーの先生方や、学校の先生、家族のおか
げだと思っています。感謝の気持ちでいっぱいです。水戸ア
カデミーで頑張ってきて本当に良かったと思っています。頑
張りぬいた先には、必ず良い結果が待っています。これから
受験をするみなさんにも精一杯頑張ってほしいと思います。

水戸一高附属中・茨城中
Y・T（三の丸小学校）
入塾してすぐのテストはひどい点数でした。その
後だんだん点数がとれるようになり、受験学年で
は上位のクラスに入ることができました。適性検
査型の模試も受け始めたのですが、徐々に成績
が悪くなり、夏のクラス替えでクラスが下がってし
まいました。
しかし、
その悔しさをバネにして、適性
型の勉強に力を入れるようになりました。授業で
使ったテキストや、過去問を何度も復習しました。
受検直前までテキストや模試の復習を続けたお
かげで、入試本番でも落ち着いて解くことができ
ました。水戸アカデミーの先生には、今まで本当
にお世話になりました。
ありがとうございました。

対象

K・S（堀原小学校）

Ｃ・K（水戸英宏小学校）

北嶺中・茨城中（特奨）

Ｈ・Ｏ（南飯田小学校）

R・E（茨城大附属小学校）

私は家族の勧めで中学受験をすることにしました。
でも、
もともと勉
強が好きでも得意でもなく、
算数が苦手でなかなか４科の成績が
上がりませんでした。
そこで、
授業が終わった後にわからなかったと
ころを先生に質問することにしました。先生が丁寧に教えてくれた
おかげでだんだん理解できるようになりました。
５年生になると内容
も難しくなり、
テストの点数が取れなくなってきました。
そこで、
授業で
もらったプリントの見直しと解き直しをノートにまとめ、
空いている時
間を見つけては眺め覚えるようにしました。
その結果テストの点数
も良くなりました。
６年生になって過去問演習を始めると、
思ってい
たよりも点数が伸びず、
受験までそれほど時間がないのに大丈夫
なのか？と不安になりました。私は間違った問題や解けなかった問
題を、
正解するまで何度も解き直して、
できる限りの準備をして入
試に挑みました。実際の入試での手応えはあまりなく、
合格発表を
見るのが怖かったけれど、
合格することができて良かったです。
ここ
まで私が頑張れたのは、
クラスの友だちや水戸アカデミーの先生
方の存在があったからです。本当にありがとうございました。

僕が志望校に合格するために、様々な努力や苦
労をしました。まず夏期講習では、夏休みのほぼ
毎日授業を受けました。長い期間にわたり丁寧な
指導を受けたことで学力が伸びたと思います。通
常期の授業も解法のポイントをおさえた授業で、
問題の解き方が良くわかりました。そして、毎月行
われるテストでは、
自分の理解が足りなかったとこ
ろがわかり、次に活かせる勉強をすることができま
した。このように授業・テストを経て試験に挑みま
した。入試に合格したときの嬉しさはとても大きく、
色々やってきて良かったと思いました。合格するま
での勉強は大変でしたが、先生方や友だちにも
支えられここまでたどりつけました。これから受験
をする皆さんにも頑張って欲しいと思います。

入試が近づくにつれて、何を優先すれば良いかわか
らず不安な日々を過ごしました。不安を解消するた
めに、
「自分が解けなかった問題はすぐに見直しをす
る」
という作業を、毎朝５時から欠かさず行いました。
入試当日。会場に入るまでは緊張していましたが、開
始までに徐々に落ち着いてきました。今まで一緒に
努力してきた友だち、わからないところを教えて下
さったり相談にのってくれた先生を思い出したからで
す。また、思い出したことで自信も出てきました。
６年
生になったばかりのテストでは志望校の合格率が低
く、正直無理かと思っていた時期もありましたが、自
分を信じて勉強を続けたおかげで、合格することが
できました。水戸アカデミーには本当にお世話になり
ました。本当に感謝の気持ちしかありません。

水戸一高附属中必勝クラス

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。
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水戸一高附属中
茨城中・水戸英宏中
H・I（千波小学校）

江戸取中（医科ジュニア）
茨大附属中・茨城中

K・Ｎ（茨城大附属小学校）

M・O（梅が丘小学校）

水戸一高附属中・茨大附属中

昭和学院秀英中
江戸取中・茗溪学園中

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、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。

申込
方法

N・H（市毛小学校）

S・O（水戸英宏小学校）

4

「合格したよ！」母からの連絡を受け、僕の中学受験は志望
校合格という結果で締めくくることができました。そのとき
の喜びや達成感は、今までに経験したことがないものでし
た。同時に、送迎などで様々なバックアップをしてくれた祖
父母、両親への感謝、合格へ導いて下さった先生方への
感謝の気持ちで胸がいっぱいになりました。父の勧めでな
んとなく始まった中学受験でしたが、学習意欲の高い塾生
に刺激を受けながら授業に参加していくうちに、自然と受
験への気持ちが高まり、合格できるレベルまで力をつける
ことができました。しかし、中学受験を通して反省点も残し
ました。具体的には、もう１段レベルアップするという積極
性に欠けていたということです。中学に進学したら、様々な
面でのレベルアップを目指し、将来の夢に挑みたいと思っ
ています。先生方、これからもよろしくお願いします。
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日

開講

新小6

K・Ｈ（田彦小学校）

水戸一高附属中合格の必勝プログラム

実戦力と得点力を
鍛える演習形式

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。

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。

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

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

水戸アカデミー

［電話受付：12：00〜21：30］

検索

中 学入 試 直 前の 実 力 C h e c k !

新中1
対象

新中1学力診断テスト
土

時間：10：00〜12：00
会場：水戸アカデミー水戸本部校

時

無料

●数学・英語・国語の
現時点での学力を総合的に診断します。

水戸一附属中学進学者を対象にした、水戸一附属中
学で上位の成 績を目指すハイレベルクラスです。中
学2年間で中学内容を終了し、中3から高校の内容を
学習します。
茨大附属中や公立中に進学する方も選抜テストに合
格すればTSクラスに入室することが可能です。ぜひ
挑戦してください。

間

割

時間

スケジュール

10：00

集合時間 マスター記入

一般生：お電話で水戸アカデミーへお申し込みください。
電 話：029-224-8291

10：50〜11：30 国語テスト（小学生の復習）

40分

11：35〜12：00 英語テスト（単語・be動詞）

25分

日 保護者会同時開催

会場 水戸アカデミー 水戸本部校

中1難関クラス
高校受験で開成高や早慶附属高の合格を目指すクラ
スです。
中2から早 稲アカ難関クラスになり、早 稲田アカデ
ミーと同じ教材カリキュラムで学習します。

※リーフレットから終了時間が変更になっています。

春のチャレンジテスト

3/21

首都圏難関高、
水戸一高上位合格目標

10：05〜10：45 数学テスト（正負の数・文字式） 40分

【申込方法】

対象

Top Straightクラス

兼 TS及び 難 関クラス選抜試験

3/20

新小3

中高一貫中カリキュラム

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
この春、
チャレンジ！

「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。春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。

時間 14:00〜15:10

※3/23（火）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。

無料

入塾選抜試験 14 ・21

選抜試験
実施要項

3

●対象学年
新小学３・４・５・６年生、
新中学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3月14日
（日）
・21日
（日） 10：30〜

●申込方法
●科
目
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。
3月14日
（日）
・21日
（日）
に受験されますと、 ●出題範囲
●受 験 料
選抜テスト代が無料となります。

春期講習会

※新中１は算数・国語

公立学校で習った範囲を中心に出題。
無料

新小３ 受験クラス（3S）
新小４

塾生料金 一般生料金

13：00〜15：10 12,200円 15,200円

月

火

4/

木

金

全4日間

早稲アカ難関クラス
科目

新中１

価 Ⓐ的確な学力の判定。
（全国偏差値、
教科単元別評価が
記載された帳票をお渡しします）
Ⓑ本校の入学基準に基づく判定。
Ⓒ教育相談

時間

塾生料金 一般生料金

科目

時間

塾生料金 一般生料金

スタンダードクラス（1R） 英数

12：50〜15：20 12,330円 15,330円

新小５ 早稲アカ難関クラス（5W） 算国理社 12：50〜16：40 18,660円 21,660円

エクスプレスクラス（1E） 英数

12：50〜15：20 12,330円 15,330円

新小６ 早稲アカ難関クラス（6W） 算国理社 8：30〜12：20 19,130円 22,130円

受験クラス（4S）

算国理社 8：30〜12：20 15,360円 18,360円

四谷クラス（4Y）

算国理社 8：30〜12：20 16,630円 19,630円 新中２ レギュラークラス（2R）

英数国 17：00〜20：50 17,650円 20,650円

新中２ 早稲アカ難関クラス（2W） 英数国 17：00〜20：50 19,170円 22,170円

レギュラークラス（3R）

英数国 17：00〜20：50 18,620円 21,620円

新中３ 早稲アカ難関クラス（3W） 英数国 17：00〜20：50 20,150円 23,150円

新小５ 受験クラス（5S）
新小６

算国

時間

日

29 30 1 2

3/

水戸アカレギュラークラス
科目

●評

〈小学部〉
算数・国語
（各40分）
〈中学部〉
数学・国語・英語
（各40分）

全学年

この講習で、名門校合格への学力と自信を!!

日

算国理社 12：50〜16：40 17,140円 20,140円

附中・茨中受験クラス（6S） 算国理社 8：30〜12：20 18,620円 21,620円 新中３ 超特難関クラス（3N）
県立中高一貫クラス（6T） 文系・理系 8：30〜12：20 18,620円 21,620円

■春期講習会

教材配布
■新入生・一般生
ガイダンス

理社クラス

英数国 17：00〜20：50 18,620円 21,620円
理社

15：30〜16：40 6,440円 6,540円

春期講習会から水戸アカデミーに参加する生
徒対象に、水戸アカデミーでの学習の仕方、
ルールなどを説明します。

■ 水戸本部校
日時 3月14日（日）
・21日（日）
10：00〜10：25

※ガイダンス後に春期講習会クラス分けテストを実施しま
す。詳しくは申込時にお伝えします。

春期P1トレーニング講座
解いた枚 数だけ必ず伸びる!
苦手科目や単元を自由に選んで 集中トレーニング!

通常実施のP1講座は非常に人気のため〆切講座が多数でており、キャンセ
ル待ちが続いています。そこで通常のP1講座とは別に、春休み期間中に春期
特別P1トレーニング講座を開講します。ぜひこの機会に水戸アカデミーP1ト
レーニング講座で苦手科目、
苦手単元を克服してください。

日

程

3月29日・30日・4月1日・2日（4日間）

料

金

9,750円（消費税、教材費込み）

時間帯

A／11：00〜12：20 B／12：40〜14：00

申込方法

クラス分けテスト 日時 3月14日（日）
・21日（日）10：30〜
テスト代無料
科目 新小3〜新中1 算・国（各40分）
・新中2〜新中3 英数国（各40分）

実施要項

申込方法

校舎にある申込書に必要事項を記入の上、
現金を添えてお申し込み下さい。

（クラス分けテスト受験は必須となりますのでご了承下さい。また、クラス分けテストで一定の成
績を収めますと入塾資格を得られます。）

P ersonal
P ractice
P erfect

※料金には、教材費、消費税が含まれています。
※全ての学年は新学年表示となっています。
※中3理社クラスのみの受講は出来ません。

受講申込書に 希望時
間、科目（一科目）、単元
を記入の上現金を添え
てお申込み下さい。

※春期P１トレーニング講座は振
替受講はできません。
※一人一講座までの申込になり
ます。
※A、B時間帯とも12名の定員です。
※先着順受付で定員になり次第
締め切ります。

