2022年度入試 県内中学入試合格速報
水戸一高附中 3人に1人は水戸アカ生

2022年2月17日現在

26

41

（一般受験生のみ）

中 学
首都圏

（定員80名）

水戸校1校舎のみの実績!!

その他

茨大附中
名
名
水戸一高附中
市 川 中 1名 学習院女子 1名 攻玉社中 1名 成 蹊 中 1名
芝 中 1名 本 郷 中 1名 東京女学館 1名 富士見中 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。

合格おめでとう!!

市川中・江戸取中（東大ジュニア/B特待）
茨城中（特奨）

学習院女子・富士見中
青山学院浦和ルーテル・東京女学館

水戸一高附属中・茨大附属中
茨城中・水戸英宏中

水戸一高附属中・水戸英宏中

S・M（水戸英宏小学校）

A・O（外野小学校）

5年生の春ごろ、塾で配られた算数の教材を先生
が分かりやすく解説してくれたおかげで、
そこから
算数が分かるようになり得意教科になりました。
コ
ロナ禍で学校や塾の授業がリモートになると、
やる
気がなくなって成績も下がってしまいましたが、対
面授業が復活してからはモチベーションも成績も
上がってきました。直接会って先生方の励ましを
受けることや、友人たちと切磋琢磨できるように
なったことがきっかけで頑張れたのは間違いありま
せん。受験前日に
「頑張れよ」
と先生に声をかけら
れたことは忘れません。3年間、本当にありがとうご
ざいました。

私は4年生に入塾してしばらくの間は成績が上が
りませんでした。苦手分野を中心に勉強して、何
度も壁にぶつかりながらも少しずつ上がっていき
ましたが、6年生の
「合不合判定テスト」
は思ったよ
うにいきませんでした。本命校の判定はほぼ毎回
合格率20％。
「こんなので本当に受かるのかな」
と
不安になり泣いてしまうこともありましたが、
それで
もあきらめずに過去問演習などを繰り返し、
なんと
か本命校の合格最低点までこぎつけました。
それ
を自信に入試を迎えて、結果はなんとすべて合格。
水戸アカデミーの先生方、本当にありがとうござい
ました。

僕は4年生の4月から水戸アカデミーに通い始め、
6年生からは水戸一高附属中必勝クラスに挑戦し
ました。
そこで、読み手が読みやすくなる工夫や面
接に使える文章を書いているうちに、
自分に足りな
い部分が少しずつ見えてきて勉強の方向性が定
まりました。本番はこれまでと違う形式の問題でし
たが、
あわてることもなく力が発揮できたのは、水
戸アカの先生方のアドバイスや励ましがあったか
らです。
とても感謝しています。受験にはつらいこ
と、苦しいこともありましたが、
自分で決めたことを
最後までやりとげる力を身につけられる、
よい機会
でした。

私は1年生のときから近くの学習塾で勉強してお
り、基礎力はついているし大丈夫だろうと思って5
年生のときに入塾しましたが、授業やクラスの仲
間たちのレベルに圧倒され、
自分の考えが甘かっ
たことを知りました。
それからはテストの結果から弱
点を探して勉強し、夏休みも冬休みもお正月も努
力しました。
自分の未熟さに腹が立つこともありま
したが、
あきらめたりはせず最後まで力を出し切り
ました。
これから受験を考えているみなさん、小さな
小さな努力のかけらも、
たくさん集まれば大きな結
晶になります。努力することをやめたりしないで下
さい。

私は5年生から水戸アカデミーに入塾しました。
そ
のころは、
自分よりも早くから塾に通っていた人達
と成 績を比べて、もとから自信のなかった私は
「やっぱり自分には無理だ。」
とあきらめていました。
それでも両親が「まだ始まったばかりだから大丈
夫。」
と必死に励ましてくれました。
そのおかげで6
年生からの水戸一高附属中必勝クラスでも勉強
を続けられました。今は努力が報われたことが素
直に嬉しいです。受験勉強は苦しいこともあるか
と思いますが、
自分を信じて合格をつかみ取ってく
ださい。

茨城中
（特奨）
・茨大附属中
水戸英宏中
（学特B）

水戸一高附属中・茨大附属中
水戸英宏中

水戸一高附属中・茨城中

S・O（久慈小学校）

勝田中等・茨城中
茨城キリスト中

Y・M（リリーベール小学校）

R・S（三の丸小学校）

A・S（リリーベール小学校）

水戸一高附属中・茨大附属中
茨城中（特奨）
・水戸英宏中（学特A）
S・K（中根小学校）

A・I（五軒小学校）

K・N（稲荷第二小学校）

水戸一高附属中・茨大附属中
茨城中（特奨）
・水戸英宏中（学特B）
E・N（稲荷第二小学校）

僕は5年生の夏期講習から水戸アカデミーに入
塾しました。入塾当初は予習の量や授業のレベ
ルについていけず、アタックテストの結果は散々
でした。
しかし、
その悔しさをバネにし、翌週からは
授業をよく聞き、分からない問題をなくすように努
力しました。4科の力は5年生の間につけられたと
思います。6年生になってからは水戸一高附属中
必勝クラスに参加し、適性検査の勉強もしました
がこちらの成績には波がありました。適性検査当
日は緊張しましたが、
それまでの努力を思い出す
と、
自然と平常心を保つことができました。

私が水戸アカデミーに入塾したのは5年生のとき
でした。初めは、周りの人のレベルの高さと、授業
のスピードの速さとで自信を無くしかけたのを覚
えています。
しかし、母の励ましや、塾の先生方の
指導のおかげで少しずつ成績が上がり、応用問
題も解けるようになりました。私は受験を通してコ
ツコツと続けることの重要性を学び、サポートし
てくださった両親と塾の先生方に感謝しています。
これから受験を目指す皆さんも、水戸アカデミー
でコツコツと努力を重ね合格をつかみ取って下
さい。

僕は4年生の冬期講習から水戸アカデミーに入り
ました。最初のうちは授業の内容が難しく、ついて
いくのが大変で、
テストでもあまり良い点数はとれ
ませんでした。
しかし、
あきらめずに勉強を続けるこ
とで少しずつテストの点数も上がりはじめ、塾の友
達とも張り合えるようになりました。6年生になると、
勉強の内容は一層難しくなりましたが、水戸アカ
デミーの先生の指導や両親の励ましを受け、第一
志望校に合格することができました。最後まで向き
合い、導いてくださった先生方や両親にはとても
感謝しています。本当にありがとうございました。

私は4年生の後期に入塾し、環境の変化から競争
心が湧き、勉強が楽しくなりました。成績が伸び悩
んだこともありましたが、予習復習の徹底や、水戸
アカデミーの先生方が支えてくださったことで成績
を上げることができました。入試当日はとても緊張
しましたが、先生が言ってくれた
「絶対大丈夫だか
ら、
自分の全力を尽くして頑張って下さい」
という
言葉に励まされ、落ち着いて試験を受けることが
できました。受験をする後輩の皆さん、努力は必ず
報われると思います。
たくさん努力を重ねて頑張っ
てください。

僕は4年生のときに水戸アカデミーに入りました。
毎週の予習復習がとても大変でしたが月例テスト
結 果で上 位に名 前がのるととても嬉しく、モチ
ベーションアップにつながりました。水戸一高附属
中を目指すこととなり6年生からは適性の勉強も
始めましたが、一貫模試では思うように点が取れ
なくて落ち込むこともありました。入試当日、
とても
緊張しましたが今まで頑張ってきたことを全て出し
切ることができ、無事志望校に合格することができ
ました。今まで支えてくださった水戸アカの先生に
は感謝の気持ちでいっぱいです。
ありがとうござい
ました。

水戸一高附属中・茨大附属中
茨城中（特奨）
・水戸英宏中（学特B）

水戸一高附属中・江戸取中（難関）
茨城中・水戸英宏中

水戸一高附属中・茨城中
水戸英宏中
（学特A）

水戸一高附属中・茨大附属中
茨城中

水戸一高附属中・茨城中
水戸英宏中
（学特B）

僕は5年生の3月ごろに入塾しました。最初は予習
をすることも大変でしたが、分かりやすく楽しい授
業のおかげで入塾して2回目のテストでは塾内1
位を取ることができました。努力を怠って一気に成
績が落ちてしまったこともありましたが、
その悔しさ
をバネに努力をして、
また上位に返り咲くことがで
きました。僕が志望校に合格できたのはレベルの
高い友達と切磋琢磨したり、先生方の授業を受け
たりする中で、努力することの大切さを学べたから
だと思います。
また、協力をしてくれた親の存在も
大きかったと思います。
みなさんありがとうございま
した。

私は適性検査対策にとても手こずりました。4教科
の勉強はやればやるほど手応えを感じるのですが、
適性検査型のテストでは思うように点が取れず、
悔しい思いもしました。
しかし4教科の勉強時間を
削って適性検査対策にあてて努力し続けることで、
最後の適性検査模試ではA判定も取れました。4
教科と適性の両立はやることが多く、
とても大変
で、
それでも結果が出ず苦しい時期が長かったで
す。
それを乗り越えられたのは丁寧に教えてくれた
先生方、送迎などの支援をしてくれた両親、
そして
塾で共に勉強した仲間たちのおかげです。本当に
ありがとうございました。

私は模試の成績が伸びずに悩んだり、友達と自分
の成績を比較して自信をなくしたりすることもあり
ましたが、
そんなとき先輩方の合格体験談を読ん
で励まされていました。
だから、今この体験談を読
んで、私と同じように前向きになってもらえたら嬉し
いです。合格発表の日は母の誕生日だったので
「合格」
という良いプレゼントが贈れました。私が合
格できたのは先生方や家族の支えがあって、
あき
らめずに努力を続けられたからです。受験をする皆
さんも、
「 絶対合格する」
という強い気持ちを持っ
て、入試当日まで全力で頑張ってください。

私は入塾したてのころ、
テストで1桁の点数をとっ
ても
「まだ5年生だから大丈夫」
と言い訳ばかりを
していました。
しかし、6年生になりそのような甘い
考えは許されなくなり、初めて受けた適性模試の
結果のひどさに受験をあきらめそうになりました。
その経験がバネとなり、毎日必死に勉強するように
なりました。熱心に勉強を教えてくれて、応援してく
れた塾の先生方、
そして協力してくれた家族のお
かげで、
あきらめずに努力を重ね合格をつかみと
ることができたと感じています。皆さんに心から感
謝をしたいです。本当に最後までありがとうござい
ました。

私は入塾して間もなくのころ、
テキストの問題が難
しくて予習をするのにとても時間がかかりました。
しかしそんな難しい単元でも、先生の解説を聴け
ば理解することができ、少しずつですが成績が上
がり上位者ランキングにも載るようになりました。
そ
して試験当日は少し緊張したけれど、今まで努力し
たことを思い出して全力を出せたと思います。私が
中学受験で合格することができたのは、一生懸命
授業をしてくれた先生方や、私が疲れたときや不
安なときに励ましてくれた両親のおかげです。本当
にありがとうございました。

T・N（笠原小学校）

対象

Y・W（三の丸小学校）

水戸一高附属中必勝クラス

必勝クラス開講説明会
日時 3月13日
（日）
15：00〜16：00

日時 3月20日
（日）14：00〜17：30

試験科目、
試験時間 算数・国語
（各50分）
、
理科・社会
（各40分）

申込方法
塾生の方は申込不要です。
一 般 生 の 方 は 、ＨＰの 問 い 合 わ せ
フォームから「必勝説明会参加希望」
と記入しお申し込みください。

特待生認定について
申込方法
塾生の方は、
「安心でんしょばと」 「特待生認定試験」で優秀な成績
「 水戸一高附属中
のメールにてご案内いたします。 を収めた方は、
の前期分
（4月〜7月）
一般生の方はお電話にてお申し 必勝クラス」
の受講料を半額にいたします。
込みください。

費用 無料

1

実戦力と得点力を
鍛える演習形式

2

10

授業中は
マスクの着用を
徹底します。

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。年度ごとに出題傾向の変化はありますが、
出題者の意
図を正確に読み取り、
自分の考えを表現する、
という力が必要なことは
間違いありません。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。

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。

全教室に空気清浄機を
設置し、ウイルス対策・
乾燥対策をします。

日

生徒の食事中は
講師が管理に入ります。

■来塾される皆様へ当塾からお願い
マスクの着用

ソーシャルディスタンスの確保

体温検温

入退室時の手指消毒

問い合わせ先
水戸アカデミー

〒

検索

水戸アカデミー

水戸
中央局

東照宮

坂

ホームページ

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。
トレーニングするこ
とで、
面接での受け答えは必ず上達します。

杏

教育グループ

密閉空間を避け、
教室の換気を
徹底します。

集団面接
トレーニングの実施

銀

1989年創立 名門校受験専門進学塾

3

詳細な記述添削

水戸アカデミーでは、生徒・保護者様および従業員の安全を重視し感染予防対策をしております。
入退室の際は、
手指の消毒をします。

4

水戸一高附属中合格の必勝プログラム

必勝クラス特待生認定試験

形式 オンライン形式
（ＺＯＯＭ）

感染防止への
取り組み

S・H（リリーベール小学校）

開講

新小6

M・G（常磐小学校）

R・Y（水戸英宏小学校）

ローソン

京成ホテル
●

●

北口
［電話受付：13：00〜21：30］

至赤塚

水戸駅北口から
徒歩３分

水戸駅

●マイム
至勝田

2022年首都圏難関高入試速報 （2月17日現在）

開成高 1名合格 慶應女子高 1名合格
開講

筑波大附属高 1名 早稲田実業高 1名 早大学院 1名

1

3/
3/

（火）
（火）

中学部新年度スタート 2 23 ・27
入塾選抜試験

小学生選抜クラス 全クラス選抜制 中学生選抜クラス

選抜試験実施要項

●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

2022年2月23日
（祝） 14：00〜
27日
（日） 10：30〜

●申込方法
試験前日までに電話か
水戸アカデミーＨＰで予約し、
当日、
試験申込書を記入し
ご提出ください。
●科

学年
新小3

新小4

平日選抜科

コース

土曜選抜科
平日選抜科
日曜選抜科

科目
算・国・理・社
算・国
理・社
算・国
理・社
算・国
理・社

早稲アカ難関科
（首都圏中対応） 算・国・理・社
新小5 Ｔ選抜科（県立中対応）

算×２
国・理・社
適性対策

日曜選抜科（県内国私立中対応） 算・国・理・社
適性対策（早稲アカ難関科・日曜選抜科） 適性対策

目 〈小学部〉
算数・国語
（各30分）
〈中学部〉
数学・国語・英語
（各40分）

早稲アカ難関科
（首都圏中対応） 算・国・理・社
新小6

※新中１は算数・国語

●出題範囲 公立学校で習った範囲を中心に出題。 △…理社
●受 験 料 無料

Ｔ選抜科（県立中対応）

算×２
国・理・社
適性対策

日曜選抜科（県内国私立中対応） 算・国・理・社
□…算国理社

○…算国

☆…適性対策

授業時間
16:30〜18:15
13:30〜15:15
15:25〜17:10
17:10〜18:30
18:50〜19:40
8:30〜11:20
11:30〜13:10
17:10〜18:40
19:00〜20:30
17:10〜18:40
19:00〜20:30
8:30〜13:10
17:10〜18:40
17:10〜18:40
19:00〜20:30
17:10〜18:40
19:00〜20:30
8:30〜13:10

火 水 木 金
△
○

○
△

○
△

○
○
□
□

○
○
□
□

○
△
○
△
☆ □
□ □

△
△

○
○
□
□

土 日
○
△

○
△

☆
□
☆

授業料
算国 9,050円
※理社 9,050円
算国 15,200円
理社 9,500円
算国 25,810円
理社 11,400円
35,640円

□

23,710円
8,900円
算国 25,810円
理社 11,400円
35,640円

□

25,580円

コース
科目
授業時間
火 水 木 金 土
平日選抜科
○
○ ○
19：20〜20：40
英・数・国
早稲アカ特訓クラス・日曜選抜科
15：10〜19：30
新中1 土曜理社科
○
17：45〜19：05
理・社
日曜理社科
13：30〜14：50
Top Straight（中高一貫生）
英・代数・幾何 8：30〜12：50
早稲アカ特訓クラス
英・数・国 15：10〜19：30
19：20〜20：40 ○
平日選抜科
○
○
英・数・国
日曜選抜科
15：10〜19：30
新中2
土曜理社科
○
17：45〜19：05
理・社
日曜理社科
13：30〜14：50
Top Straight（中高一貫生）
英・代数・幾何 8：30〜12：50
早稲アカ特訓クラス
英・数・国 19：00〜20：40 ○ ○
○
平日選抜科
○ ○
19：20〜20：40 ○
英・数・国
日曜選抜科・超特難関科
13：30〜18：00
新中3
理社科（全クラス共通）
理・社
17：45〜20：40
○
数Ⅰ・数A
数Ⅰ
数A
19：00〜20：20
Top Straight（中高一貫生）
英語
英語
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無料

●この試験は水戸アカデミー
入塾選抜試験も兼ねています。
日時：3月21日
（月祝）
14：20〜16：25
会場：水戸アカデミー水戸本部校

保護者会同時開催
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！

時間割
時間
14：20
14：30〜14：55
15：00〜15：40
15：45〜16：25

スケジュール
集合時間
英語
（基本単語・be動詞の文） 25分
数学（正負の数・文字と式・小学校の復習）40分
国語
（読解問題・知識問題）
40分
※生徒向けのガイダンスの実施はありません。

全学年

塾生料金 一般生料金

新小3 受験クラス（3S）

算国

13：10〜15：00 9,800円 12,800円

新小4 受験クラス（4S）

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6

附中・茨中受験クラス（6S） 算国理社

8：30〜12：20 18,620円 21,620円

県立中高一貫クラス（6T）文系・理系

8：30〜12：20 19,080円 22,080円

学年
新中1
新中2

クラス

実施会場
試験科目

3月13日（日）、20日（日）10：30〜
水戸アカデミー水戸本部校
新小3〜新中1 算・国（各30分）
新中2・新中3 英・数・国（各40分）

テスト代
試験範囲

科目

24,410円

○

13,120円
数学15,000円
英語 7,500円

会場：水戸アカデミー水戸本部校
時間：15：20〜16：20
茨中や水戸一高附属中等の中高一貫中学での勉強
法や、水戸一高入試に向けての学習カリキュラムなど
詳しく説明します。水戸アカデミー中高一貫向けTS
クラスカリキュラムや、早稲アカ特訓クラスについて
ご案内します。

3/6

日

時間 14:00〜15:10

時間帯

塾生料金 一般生料金

火

水

4/

金

土

全4日間

早稲田アカデミー対応コース
学年

クラス

科目

時間帯

塾生料金 一般生料金

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

レギュラークラス（2R） 英数国 17：00〜20：50 17,650円 20,650円
Top Straightクラス（2TS） 英数国 17：00〜20：50 17,650円 20,650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 超特難関クラス（3N）
理社クラス

無料
学校で2月までに
学習した内容

※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3月13日
（日）以降４Ｆ教務部までお越し下さい。

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

申込方法

時

22,500円
31,830円

スタンダードクラス（1R） 英数

春期講習会クラス分けテスト（無料）
・教材配布
日

6,600円

○
○

29 30 1 2

3/

水戸アカデミーレギュラーコース

時間帯

22,500円

○

※3/8（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。

春期講習会
科目

22,500円
24,410円

「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。

この講習で、名門校合格への学力と自信を!!

クラス

6,600円

○
○
○

中学進学セミナー

当日、都合の悪い方は振替受験できます。

会場 水戸アカデミー 水戸本部校

学年

22,500円

○

同時開催 保護者対象説明会実施

春のチャレンジテスト

対象

授業料

授業料の他に、
教材費
（実費）
テスト代が必要です。 金額はすべて税込みです。

【申込方法】早稲田アカデミーのホームページのマイページから申込登録をした上で
別途受験日申込用紙を水戸アカデミー4F教務部に提出してください。

新小3

日

※小3理社は4月から開講になります。

中1学力診断テスト 兼中1TS・特訓クラス選抜試験

対象

日

学年

早稲田アカデミー主催

新中1

祝

新中2 早稲アカ特訓クラス（2W） 英数国 17：00〜20：50 19,170円 22,170円
新中3 早稲アカ特訓クラス（3W） 英数国 17：00〜20：50 20,150円 23,150円
※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。

水戸アカデミー1階管理部にて講習会申込書に必要事項を記入の上、ご提出下さい。コン

一般生 ビニ払込書を発行いたしますので一週間以内にご入金下さい。なお、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。3月27日（日）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】
春期講習会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。

