この講習で︑
名門校合格への学力と自信を

水戸一附中・水戸一高を目指すなら水戸アカデミー！！
冬期講習会

冬期講習会クラス分けテスト（無料）
・
教材配布

レギュラークラス

中学入試は水戸一附属中、茨城大附属中や茨城中、高校
入試は水戸一高や日立一高など茨城県内名門校突破を
目指します。水戸アカデミー創立以来の伝統あるクラス
で、来るべき受験に備え、既習内容の総復習の徹底に加
え、名門校の入試傾向に応じた実戦的授業を行います。
学年

クラス

小3 受験クラス（3S）

科目
算国

時間帯

9：40〜12：10 20,680円 23,680円
8：20〜12：10 40,280円 43,280円

四谷大塚クラス（4Y） 算国理社

8：20〜12：10 40,280円 43,280円

小5 受験クラス（5S） 算国理社

8：20〜12：10 40,280円 43,280円

県内国私立中受験クラス（6S） 算国理社

8：20〜12：10 42,800円 45,800円

小6

17：00〜20：50 40,280円 43,280円

中1 中高一貫中クラス（1TS） 英数国

17：00〜20：50 40,280円 43,280円

英数国

17：00〜20：50 40,280円 43,280円

中2 県立対策クラス（2R） 英数国

17：00〜20：50 40,280円 43,280円

難関クラス（1N）

中3

県立対策/超特難関クラス
（3R/3N）
県立対策/超特難関クラス
（3R/3N）

12：40〜16：30 40,280円 43,280円

◇日数：小3＝4日間 12/26〜29
小4〜小6＝6日間 12/25〜29，
1/4
中1・中2＝6日間 12/25〜29，
1/4
中3＝6日間 12/25〜29，
1/4

早稲アカ 難関クラス

科目

時間帯

塾生料金 一般生料金

小5 早稲アカ難関クラス（5W） 算国理社

8：20〜12：10 40,280円 43,280円

小6 早稲アカ難関クラス（6W） 算国理社

8：20〜12：10 42,800円 45,800円

中2 早稲アカ難関クラス（2Ｗ） 英数国

17：00〜20：50 40,280円 43,280円

中3

水戸アカデミーの他塾と一線を画する
「予習・復習主義」
＋
「抜群の講師力」が
この実績を生むのです。

早稲アカ難関クラス（3Ｗ） 英数国理社 12：40〜19：30 60,440円 63,440円
早稲アカ難関クラス（3Ｗ） 英数国

12：40〜16：30 40,280円 43,280円

2 021
年度

◇日数：小5・小6＝6日間 12/25〜29,1/4

中2＝6日間 12/25〜29,1/4
中3＝6日間 12/25〜29,1/4

申込方 法

講習会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。クラス分けテストで一定の成績を修めますと水戸アカデ
ミーの入塾資格が得られます。12月24日（金）までに入塾手続き
をした方は、
講習会を塾生料金で受講することができます。

【講習会ガイダンス】

冬期講習に参加する一般生を対象に授業の受け方や教材の活用方法、水戸
アカデミーの授業ルールなど、講習会を参加するにあたって重要なことを解
説した動画を水戸アカデミーHP上で公開します。必ず視聴して下さい。

その他

問い合わせ先
水戸アカデミー

検索

水戸
中央局

東照宮

坂

ホームページ

〒

水戸アカデミー

杏

教育グループ

!!

茨大附中 38名 茨城中 59名
江戸取中 12名 並木中等 1名
明大明治中 1名 北嶺中 1名

銀

1989年創立 名門校受験専門進学塾

中学入試合格実績

水戸一高附属中 17名

※冬期講習会料金には、教材費、
テスト代、消費税が含まれています。
※中3 5科受講者は、3教科受講後に30分の休み時間があります。

一般生

試験範囲

水戸二高 9名 緑 岡 高 7名
土浦一高 1名 日立一高 1名
慶應義塾高 1名 慶應湘南高 3名
早大学院高 2名 早大本庄高 1名
その他
豊島岡女子高 1名

中学入試、高校入試のトップブランドである早稲田
アカデミーと同じカリキュラム、教材で学習するクラ
スです。中学入試では入試のバイブルと言われてい
る四谷大塚の予習シリーズをメインテキストとし首
都圏の難関中学受験突破を目指します。高校入試で
は都内国立、開成、早慶附属高校突破を目指します。
クラス

実施会場

水戸一高 46名

※冬期講習会料金には、教材費、
テスト代、消費税が含まれています。
※中3 5科受講者は、3教科受講後に30分の休み時間があります。

学年

試験科目

水戸校1校舎のみの実績!!
2 021
年度 高校入試合格実績

英数国理社 12：40〜19：30 60,440円 63,440円
英数国

テスト代

12月４日（土）、１１日（土）10：30〜
無料
小学生 算・国（各40分）
中学生 英・数・国（各40分）
水戸アカデミー 水戸本部校
学校で１１月までに学習した内容

水戸アカデミーの合格実績
は入試直前まで集団授業に
通った国公立中及び英宏中の
生徒のみです。
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。

県立中高一貫クラス（6T） 文系・理系 12：40〜16：30 44,600円 47,600円
県立対策クラス（1R） 英数国

時

※テスト当日に講習会の教材を配布します。テスト受験済の方は
12月5日（日）以降4F教務部までお越し下さい。

塾生料金 一般生料金

受験クラス（4S） 算国理社

小4

日

ローソン

京成ホテル
●

●

北口
［電話受付：12：00〜21：30］

至赤塚

水戸駅北口から
徒歩３分

水戸駅

●マイム
至勝田

入試直前正月特訓

ライバルに
差をつける！

1月8日には県立中高一貫中、10日は茨大附属中の入試が控え、高校入試も1月15日から県内私立高一般入試がスタートします。受験を控える「小６・中３受験生に正月はない」
と言われますが、年末年始は誘惑も多く集中力が途切れてしまう時期です。ライバルが気を抜くこの時期こそ集中して学習すれば、多くのライバルたちに差をつけることができま
す。この機会を逃してはいけません。今まで気を抜いてしまった人は一気に追いつく最後のチャンスで、頑張ってきた人はさらにレベルアップする絶好のチャンスです。水戸アカデ
ミーでは、この最大のチャンスに「最高のメニュー」を用意しました。それが伝統の「水戸アカ正月特訓」です。過去の県立入試問題の徹底分析に基づいた教材による「集中授業」
で、各教科「10点から20点」の得点アップを目指します。ぜひ「水戸アカ正月特訓」にご期待下さい。

小6

適性検査型入試の徹底特訓
適性検査型入試の徹底特訓

茨城県の県立中高一貫中学の適性検 査を徹 底的に分析し、検 査
Ⅰ、検査Ⅱの予想問題を6回分、授業中に演習しベテラン講師が解
説授業をします。その場で考え、その場で記述することにより、自分
で考え意見をまとめる力を養います。

中3

1月にスタートする県内私立入試は水城、江戸取を含めてほとんど5科目での実施
が中心です。県立高校で成功するためには、まずは県内私立高で特待生合格を勝ち
取り、自信と安心をもって3月の県立入試に臨むことが肝要です。水戸アカ正月特訓
では、入試頻出の事項を徹底演習し、本番で10点以上の得点力をアップさせます。

実施要項
日 程 1月1日・2日
時間

8:30〜18:00

科目

適性検査予想問題

私たち が
全力 で
教えます !

県立入試に向けての5科特訓
県立入試に向けての5科特訓

実施要項

場所
料金

駿優会館
塾生・必勝生19,000円
一般生
22,000円
（教材費、消費税込み）

日程

12月31日・1月1・2日

時間

8:30〜18:00

科目

英・数・国・理・社

場所
料金

水戸アカデミー水戸本部校
塾生・必勝生27,000円
一般生
30,000円
（教材費、消費税込み）

申込方法
講習会申込書に必要事項を記入の上、水戸アカデミー１F管理部にてお申し込みください。塾生は振込用紙を後日発行しますので１週間以内にお
振込み下さい。必勝生、一般生は現金を添えてお申し込みください。なお、講習会参加者及び必勝生は塾生料金を適用します。申し込み順に受け付け
ますが、クラス分けがありますのでクラス分けテストを受験して下さい。

中3 生
対象

水戸一高46名合格 全ノウハウを公開します!

水戸一高必勝クラス

水戸アカデミーが長年培った水戸一高
合格のノウハウが凝縮された看板講座
です。水戸アカデミーの水戸一高・土
浦一高合格者ほぼ全員が参加してい
ます。長年研究して生まれた入試予想
問題を、水戸アカデミーの実力講師陣
がその場で解説授業をします。

小6 生
対象
国公立中
進学者対象

水戸アカデミー塾生及び選抜試験合格者
不要
授 業 料 一ヶ月 塾生・一般生：15,100円（消費税・教材費込）
実施場所 水戸アカデミー 水戸本部校
クラス分け テストの成績順に、1組〜4組への
クラス分けを行います。
受講資格
入 会 金

高校入試をする人のための基礎力診断テスト

夢 テ スト

小６実 力 診 断
水 戸 アカ夢テストご 案 内
申し込み先：水戸アカデミー水戸本部校まで

入会金
不要

第２週
国

語／14：00〜14：40（40分）

数

学／14：45〜15：25（40分）

数学・国語解説／15：35〜16：15（40分）
国語・数学解説／16：20〜17：00（40分）

■タイムテーブル（2・4組 日曜クラス）
第１週

第２週

理
科／10：00〜10：30（30分）
社
会／10：35〜11：05（30分）
英
語／11：10〜11：50（40分）
英語・理社解説／12：00〜12：30（30分）
理社・英語解説／12：30〜13：00（30分）

国

語／10：00〜10：40（40分）

数

学／10：45〜11：25（40分）

数学・国語解説／11：35〜12：15（40分）
国語・数学解説／12：20〜13：00（40分）

将来の目標ができる！目標があるからがんばれる！

同時
開催

中学進学セミナー
参加無料

「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。

無 料

今の基礎学力がわかる！
職業の適性がわかる！

日時

1月15日
（土）10：20〜11：20

10：00〜11：30

将来の進路が広がる！

会場

水戸アカデミー 水戸本部校

会
場 水戸アカデミー水戸本部校
科
目 算数30分・国語30分・適正診断10分
試 験 日 時 1月15日（土）10：00〜11：30
出 題 範 囲 公立小学校10月頃までの既習内容
受 験 料 無料
＋思考力を問う発展内容
＊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。

詳しい適正診断帳票を返却します。
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?

「県立入試対策」
について
お伝えいたします。

小学内容の定着の到達度を図り中学入学に備えます。

土

第１週
理
科／14：00〜14：30（30分）
社
会／14：35〜15：05（30分）
英
語／15：10〜15：50（40分）
英語・理社解説／16：00〜16：30（30分）
理社・英語解説／16：30〜17：00（30分）

「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！

小6実力診断

1/15

※理社の解説は隔週になります。

今の基礎学力と可能性がわかる!

小６
実力診断

水戸アカ
夢テスト

小2 生
対象

■タイムテーブル（1・3組 土曜クラス）

30問の適性検査
で、君のタイプが
わかります。

返却資料
持
物
締 切 日

自分に向 い て いる
職業が何かがわか
ります。これをきっ
かけに、将来のこと
を考えてみよう。

帳票（単元別到達度・適正診断結果）
筆記用具
令和4年1月8日（土）
※定員になり次第、締切らせていただきます。

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！

1/15

「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、
会場 水戸アカデミー 水戸本部校 時間 14:00〜15:20
（保護者会同時開催） 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。
※1/15（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。

土

