水戸一高 46 名

2021年度県立高校入試合格速報！
！ 2021年3月12日現在

水戸校1校舎のみの実績!!

全学年

春期講習会

29 30 1 2

3/

月

新小３ 受験クラス（3S）

算国

塾生料金 一般生料金

13：00〜15：10 12,200円 15,200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

新小５ 受験クラス（5S）

算国理社 12：50〜16：40 17,140円 20,140円

新小４

附中・茨中受験クラス（6S） 算国理社 8：30〜12：20 18,620円 21,620円

新小６

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

科目

時間

時間

塾生料金 一般生料金

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

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

新中３ 超特難関クラス（3N）
理社クラス

英数国 17：00〜20：50 18,620円 21,620円
理社

※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。

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

申込方法

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）

P
P
P

ersonal
ractice
erfect

実施要項

申込方法

A／11：00〜12：20 B／12：40〜14：00

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。

水戸一高附属中必勝クラス
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。

1

4

11

日

開講

一般生

科目

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

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

塾生料金 一般生料金

12：50〜15：20 12,330円 15,330円

クラス分けテスト 日時 3月21日（日）10：30〜

対象

金

スタンダードクラス（1R） 英数

新中１

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。

新小6

木

早稲アカ難関クラス

（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。）

テスト代無料

火

4/

全4日間

水戸アカレギュラークラス
時間

早大学院高 2名
早大本庄高 1名
慶應義塾高 1名
慶應湘南高 3名
豊島岡女子高 1名

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。

この講習で、名門校合格への学力と自信を!!

科目

その他

水戸二高 9名 緑岡高 7名 土浦一高 1名 日立一高 1名

首都圏高校入試実績!!

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 学入学 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
兼 TS及び 難 関クラス選抜試験

3/20

土

時間：10：00〜12：00
会場：水戸アカデミー水戸本部校

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。
【申込方法】
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

新小3
対象

時

割

時間

スケジュール

10：00

集合時間 マスター記入

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

※リーフレットから終了時間が変更になっています。

日 保護者会同時開催

会場 水戸アカデミー 水戸本部校

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。

日

●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21日
（日）
・28日
（日） 10：30〜

選抜試験
実施要項

対象

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！

●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21日
（日）
・28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。

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！

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。

申込方法

実施要項

※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

●曜

象 小５・小６生（定員20名※定員になり次第締め切ります）
日 毎週土曜日

●受講料 塾

１７：３０〜１８：４０

生 10,600円（税込）／月

P

ersonal

個々の苦手科目、単元に合わせて
最適カリキュラム。教材をセレクト。

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。

P

ractice

課題をスモールステップでクリア。
類題演習やリトライで弱点克服。

P

erfect

「わかる」から「できる」、
そして完璧にするトレーニング。

弱点克服! P1トレーニングのしくみ
ラーニングプリントを使って
まずは自分で学習。学習が終
了したらステップテストに挑
戦 し 、ク リ ア し た ら 次 の ス
テップに進みます。クリアで
きなかったら、先 生に質問し
理解出来たら再挑戦。すべて
のス テ ップ を クリアしたら
チェックテストにチャレンジ
し、合格したらその単元は終
了です。他の科目、単元に挑
戦してください。

受講講座

受講費用 1コマ80分×月4回

9,350 円
2コマ80分×月8回 16,700 円

（2コマ目から7,350円）

入 会 金 11,000円

維持管理費 2,550円/月

（入塾の場合には入塾金の一部に充当）
※受講費用には、
教材費、
消費税が含まれております。※水戸アカデミー塾生は維持管理費、
入会金は不要です。

Ｐ１生

一般生 13,200円（税込）／月

月4回

受 講 申 込 書 に 記 入の
上 、現 金を 添 えてお申
し込み下さい。塾生は２
回目以降のお支払いは
口座引き落としになり
ます。一 般 生は振 込 用
紙を発行します。

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

P1トレーニング講座

塾 生

●対

●評

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

塾と違う
今までの英語

❶Writing

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。

入塾選抜試験

g
n
E lish Success

English Success

中1難関クラス

「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。

4月開講 水戸アカデミー小学生英語講座
新小5・小6

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。

無料

21 28
・

日

Top Straightクラス

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

春のチャレンジテスト

3/21
3

間

中高一貫中カリキュラム

申込方法
個別指導申込書に必要事項を記入の上、事務受付まで提
出してください。受講月の前月10日までにお申し込みの
場合、受講料は口座引落となります。
個別指導申込書に必要事項を記入の上、入会金、受講料、
維持管理費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。

