2022年県立入試

水戸一高合格者 No.1
「水戸一高を目指すなら水戸アカデミー」
水戸アカデミーは創業以来、完全選抜制進学塾として名門校
合格に向けて全力を尽くして参りました。
中でも、県内トップ校で
ある水戸一高へ合格させられる塾であることが、お預かりした
塾生と保護者の皆様の期待に応えることだと信じて参りました。
そしてとうとう、今年度の入試において、私たちは悲願の水戸一
高合格者数No.1を達成するに至ったのです。
中高一貫化による
定員の減少もあり、今年度の水戸一高の倍率は約1.8倍。県下で
もっとも狭き門となりました。他塾が軒並み昨年から合格者数を
減らす中で、水戸アカデミーが合格者数を46名から56名へと大
幅に伸ばすことができたのは、
「自ら学び本物の学力を身につけ
る」教育理念を実践するために練り上げられた水戸アカデミーの
教育システムの成果だと自負しています。水戸アカデミーの目標
は、生徒全員の名門校合格です。
「水戸一高を目指すなら水戸ア
カデミー」
−これが受験生の合言葉になるよう、私たちはこれか
らも挑戦を続けます。進化し続ける水戸アカデミーに、ぜひご
期待ください。

水戸アカデミー社長

坪井

慎一

水 戸 一 高 N o .1記 念イベ ント第 二 弾

中学部 無料公開 英数講座

通常水戸アカデミーでは体験授業などは実施していませんが、今回水戸一高No.1を記念し
て、多くの方に水戸アカデミーの授業を知っていただくために通常授業を担当している講師
による無料公開英数講座を実施します。授業内容は中学校1学期の先取り内容になります。
どなたでも参加できますので、ぜひこの機会に水戸アカデミーの授業を体験してください。

4月17日（日）・24日（日）10：00〜11：20/11：30〜12：50

■対 象 中1・中2・中3 ■申込方法 水戸アカデミーまでお電話でご予約下さい。
（定員になり次第、
締め切りさせていただきます。
）
■科 目 英語・数学
※17日と24日は異なる内容です。※どちらか1日での申込も可能です。

中２

中３

時間帯

４月17日
（日）

数学
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正負の数

英語

11：30〜12：50

一般動詞とbe動詞

数学
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英語

11：30〜12：50
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1989年創立 名門校受験専門進学塾

学年

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

水戸一高 56 名
（全員合格）

（全員合格）

（全員合格）

首都圏高校入試実績 !!

開 成 高 1名 早大本庄高 2名
筑波大附属高 1名 早 大 学 院 1名
慶應女子高 1名 早稲田実業高 1名

土浦一高 2 名 緑岡高 10名 水戸二高 4名 水戸桜ノ牧 4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、
水戸校1校舎のみの実績!! 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!!

開成高
筑波大附属高合格

慶應女子高、早大本庄高
江戸取高B特待、水戸一高合格

早稲田実業
江戸取高A特待、水戸一高合格

早稲田大学高等学院合格

S・T（茨大附属中）

Ｓ・Ｍ（茨大附属中）

僕は、
自分は勉強ができる方だと思って
いましたが、入塾後には周りのレベルの高
さに驚かされ、
自分がいかに井の中の蛙で
あったかを思い知らされました。早稲アカ
難関クラスは追いついていくのに必死で
したが、先生方の理念に基づいたご指導
により徐々に成長していき、難しい授業も
楽しめるまでになりました。仲間たちとも切
磋琢磨し、
目標としていた難関校にも合格
することができました。僕を大海に放ち、
その中で勝てるまでに成長させてくれた先
生方や家族、仲間たちに感謝して、高校で
も頑張っていきたいと思います。

水戸一高進学だけでなく、首都圏難関校
にも挑戦したいと思い、早稲アカ難関科に
在籍しました。コロナ禍でストレスから集中
力が無くなり、首都圏受験を諦めようかと迷
いましたが、先生方から
「今まで頑張ってき
たのだから最後まで頑張ろう」
と声をかけて
いただき、悔いのない受験をしようと気持ち
を切り替えました。すると気持ちが楽になり、
入試当日も自分の持てる力を十分に出し切
ることが出来たと思います。
「挑戦なくして成
功なし！」先生からの言葉を、身をもって感じ
ることのできる高校受験となりました。3年間
ご指導いただき、
ありがとうございました。

僕は小学６年生からの４年間、水戸アカ
デミーで勉強してきました。入試の直前や
当日になると、不安が大きくなっていきまし
たが、
これまでの努力を信じて、最後まで走
りきることができました。受験を終え、結果を
知った時の達成感はとても大きかったです。
僕は中学受験と首都圏の高校受験を体験
したことで成長できたと思います。
これは、
分かりやすく勉強を教えてくださった水戸ア
カデミーの先生方、支えてくれた家族、親友
の存在のおかげです。本当にありがとうご
ざいました。これからも水戸アカデミーで学
んだことと貴重な体験を基に頑張ります。

初めて早稲アカ難関クラスの授業を受
けたとき、塾生達の質の高さや授業進度の
速さにも驚きましたが、一番に驚いたのは、
先生方が授業にとても真剣だったことでし
た。授業についていくために予習、復習以
外の勉強にも力を入れるようになりました
が、
月例テストでは、結果が戻ってくるたび
に落ち込んでいました。
それでも、苦手な教
科や単元に的を絞り、復習、演習を行った
ことで、苦手意識があった部分を克服する
ことができました。私の受験を最後まで支
えてくださった先生方には、感謝しかありま
せん。本当にありがとうございました。

私は中学１年生の夏から通塾し始めま
した。
レベルの高い授業でしたが、先生の
分かりやすいご指導のおかげで、
なんとか
授業についていくことができました。今年
の県立高校入試では、傾向が大きく変化
しましたが、今まで水戸アカでさまざまな問
題を解いてきたため、平常心を保ち、冷静
に臨むことができました。水戸一高に合格
できたのは、水戸アカデミーの質の高い授
業や、教えてくださった先生方のおかげだ
と思います。水戸アカデミーの先生方、今
まで本当にありがとうございました。

水戸一高合格

水戸一高合格

水戸一高合格

水戸一高合格

水戸一高合格

E・Y（見川中）

R・K（千波中）

H・G（青葉中）

K・H（茨大附属中）

Y・T（石川中）

私は中学校3年目の春に水戸アカデ
ミーに入塾しました。周りよりも受験勉強
へのスタートが遅く不安に思う日々でした
が、先生方が細かい部分まで踏み込んだ
授業をしてくださったので成績は上がって
いきました。宿題や予習、復習で大変なと
きもありましたが、
それを終わらせたときの
達成感も大きかったと思います。水戸アカ
デミーに入る前は自分の実力を過信し、
だ
らけてしまうこともありましたが、入ってから
は自分の力を見つめ直し、弱点をつぶして、
より高い質の勉強ができたように思います。
本当にありがとうございました。

私は、中1の春期講習から水戸アカに
通い始めました。それまで学習塾に通って
いなかったのでとても緊張していましたが、
先生方に優しく接していただき、本当に楽
しく授業を受けることができました。
そして、
中3から超特難関クラスに在籍し、本格的
に入試への準備を進めていきました。入試
の傾向が変わっても対応できるように、先
生方が網羅的に授業をしてくださり、
とて
もありがたかったです。
そのおかげで、傾向
が大きく変わった今年度の入試でも、落ち
着いて問題を解くことができました。

私は中学1年生のおわりの時期に、
「水
戸一高に合格する」
という志を胸に、水戸
アカデミーに入塾しました。予習の量や他
の塾生のレベルの高さに圧倒され、不安に
なったときもありましたが、先生方の熱いご
指導や同じ目標に向かって努力する仲間
たちの存在のおかげで自信をもてるように
なりました。合格発表で自分の番号を見つ
けたとき、喜び、達成感と共に水戸アカの
先生方への感謝の気持ちでいっぱいにな
りました。1つの目標に向かって努力するこ
との大切さやその先にある景色の素晴らし
さに気づくことができて本当に良かったです。

I・H（水戸二中）

M・K（茨大附属中）

水城高ＳＺＳ特待
水戸一高合格
Ｓ・Ｔ（見川中）

初めて授業を受けたとき、授業内容と塾
生の学力に衝撃を受けました。ついていくの
はとても大変でしたが、分かりやすい授業の
おかげで着実に点数を伸ばすことができまし
た。苦手な科目も、授業後に補習をしてくだ
さったおかげで得点力が伸び、茨城統一テ
ストで100点をとることができました。入試当
日、傾向は大きく変わっていましたが、授業内
や補習でやってきた問題が出ていたので、落
ち着いて解くことができました。予習・復習は
大変でしたが、水戸アカで3年間学ぶことが
できてよかったです。先生方には本当に感謝
しております。本当にありがとうございました。

どんなにがんばっても点数が上がらない
ときも多々あり、志望校をあきらめかけるこ
ともありました。
しかし、塾の自習室を活用
し、先生方に質問をして教えていただき、
本当に充実した勉強ができました。
こうした
先生方のとても手厚いサポートにより、少
しずつ自信がもてるようになっていき、当日
も先生方の言葉を胸にがんばることがで
きました。もし私が水戸アカの先生方に出
会うことができていなかったら、
この合格は
絶対にありません。感謝してもしきれませ
ん。私の受験生としての生活を最高のも
のにしてくださりありがとうございました。

水戸一高合格

水戸一高合格

水戸一高合格

水戸一高合格

土浦一高合格

N・O（常北中）

A・W（国田義務教育学校）

K・O（茨大附属中）

H・F（水戸二中）

Y・O（岩間中）

中学２年生の３学期に水戸アカデミー
に入塾しました。勉強にどこから手をつけ
ていけば良いか分かりませんでしたが、水
戸アカデミーで予習・復習を繰り返すうち
に、正しい解き方が身についたと思います。
一つ一つの授業、講習、
テストを丁寧に受
けたことで、知識の習得や復習が効果的
に行え、本番で実力を出し切ることができ
ました。私は水戸アカデミーに入塾したこと
で自分を高め続けることができ、自信を深
めることができました。一人では絶対ここま
での努力を重ねることができなかったと思
います。先生方、
ありがとうございました。

僕は、中学３年生の夏期講習で実際に先
生方の授業を受け、入塾することを決めまし
た。先生方の授業は、
とても熱心でわかりや
すく、僕の学習の意欲を高めてくださいました。
すぐに点数は伸びませんでしたが、塾を休
みたいとか第一志望校を変更しようとかは一
度も思ったことがありませんでした。自分自身
や先生方を信じていたからです。水戸アカデ
ミーに入塾したことは自分に、確かな自信を与
えてくれました。その自信のおかげで入試当
日も緊張せずに臨むことができ、
３年間の中
で最高得点をとって合格という最高の形で
入試を終えることができました。

私は中2の3月から水戸アカに通い始めまし
た。学校では上位をキープしていましたが、初
めての月例テストの結果はボロボロで、他の
塾生との意識や実力の差を実感しました。予
習復習を徹底し、間違えた問題や曖昧な問
題を、解説を読んで解きなおして、解けない問
題を確実に減らすようにしました。入試当日、
問題の傾向が大きく変わっていましたが、
これ
までやってきたことが自信につながり、落ち着
いていつも通り解くことができました。そして、
ずっと憧れていた高校に合格することができ
ました。熱心なご指導で私を合格まで導いて
くださった先生方、ありがとうございました。

無料

私は超特難関クラスに通っていました
が、
それぞれの先生が分かりやすく説明を
してくれて、難しい問題でも簡単に解くこと
が出来るようになりました。その結果、数学
では中1の頃の偏差値57から78まで上が
りました。
また、苦手な国語も本番では100
点をとることが出来ました。集団授業で周
りからのプレッシャーがある上に、模試の成
績上位者が全体に公開されるのでモチ
ベーションにもつながります。水戸アカデ
ミーの課題は量が多いですが、合格のため
に選ばれた課題になっているため、効率よ
く勉強を進めることができました。

入塾選抜試験

選抜試験実施要項
●対象学年
小学３・４・５・６年生、
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4月17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

コース
平日選抜科

小3

土曜選抜科
平日選抜科

小4

科目
授業時間 火 水 木 金 土
算・国・理・社 16:30〜18:15
△
○
算・国

13:30〜15:15

理・社

15:25〜17:10

算・国

17:10〜18:30 ○

○

理・社

18:50〜19:40 △

△

算・国
理・社

8:30〜11:20
11:30〜13:10

小5

●出題範囲 公立学校で習った範囲を中心に出題。

Ｔ選抜科（県立中対応）

算×２
国・理・社
適性対策

○
△

小6

Ｔ選抜科（県立中対応）

日曜選抜科（県内国私立中対応） 算・国・理・社
△…理社

□…算国理社

○…算国

☆…適性対策

○

△

理社 11,400円
☆
□

8:30〜13:10

算×２
国・理・社
適性対策

算国 25,810円

□

17:10〜18:40

早稲アカ難関科
（首都圏中対応） 算・国・理・社

△

□

□
☆

早稲アカ特訓クラス・日曜選抜科
中1

日曜理社科
Top Straight（中高一貫生）
早稲アカ特訓クラス
平日選抜科
中2

日曜選抜科
土曜理社科

23,710円

Top Straight（中高一貫生）
早稲アカ特訓クラス

8,900円

○

算国 25,810円

19:00〜20:30 ○

△

○

理社 11,400円

□
□

35,640円
□

土曜理社科

日曜理社科

△

8:30〜13:10

コース
平日選抜科

35,640円

17:10〜18:40 ○
17:10〜18:40 ☆ □
19:00〜20:30 □ □

学年

算国 15,200円
理社 9,500円

○

17:10〜18:40 □

適性対策（早稲アカ難関科・日曜選抜科） 適性対策

授業料
算国 9,050円
※理社 9,050円

△

19:00〜20:30 □

日曜選抜科（県内国私立中対応） 算・国・理・社

日

○

17:10〜18:40 ○
早稲アカ難関科
（首都圏中対応） 算・国・理・社
19:00〜20:30 ○

※中１は算数・国語

17

4

日

小学生選抜クラス 全クラス選抜制 中学生選抜クラス

日曜選抜科

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

●受 験 料 無料

水戸アカデミーでは、一つ一つの知識の
みならず、それぞれの生徒に対する勉強ア
ドバイスや入試問題の傾向などを的確に教
えていただきました。入試問題がかなり大き
く変わりましたが、その可能性を伝えてくれ
ていたため本番では落ちついて実力を出す
ことができました。県立入試前には先生方
が入試本番の心持ちや注意すべきポイント
などの具体的なアドバイスをおしえてくださ
り、
そのおかげで入試本番までの心に余裕
ができ、勉強に集中することができました。
水戸アカデミーの先生方のおかげで受かる
ことができました。ありがとうございました。

25,580円

平日選抜科
中3

日曜選抜科・超特難関科
理社科（全クラス共通）
Top Straight（中高一貫生）

※小3理社は4月から開講になります。

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。

科目
英・数・国
理・社

授業時間

火 水

木

○

19：20〜20：40

金

土

○

○

15：10〜19：30

日
○

17：45〜19：05

○

13：30〜14：50

○

授業料
22,500円
6,600円

英・代数・幾何

8：30〜12：50

○

22,500円

英・数・国

15：10〜19：30

○

24,410円

英・数・国
理・社
英・代数・幾何
英・数・国
英・数・国

19：20〜20：40 ○

○

○

15：10〜19：30

○

17：45〜19：05

○

13：30〜14：50

○

8：30〜12：50

○

19：00〜20：40 ○
19：20〜20：40 ○

○

○
○

理・社

17：45〜20：40
19：00〜20：20

○
○
数Ⅰ

数A
英語

6,600円
22,500円
31,830円

○

13：30〜18：00

数Ⅰ・数A
英語

22,500円

24,410円
13,120円
数学15,000円
英語 7,500円

