
 

令和 2 年 4 月 3 日 

４月の授業・講座に関するご連絡 

早稲田アカデミー 

１．授業および土日の営業に関して 

＊個別進学館・IBS・English ENGINE を除く小学校３年生以上の小学生・中学生(大学受験部校舎主催の授業を除く)

の４月授業開講日を 4 月 13 日(月)へ延期します。これに伴い年間授業回数を減じない形で授業日程を組み替えます。 

＊４月の授業につきましては，ご自宅でパソコン・タブレット・スマートフォンにて受講可能な，web 会議ツールや

映像配信システムを用いたインタラクティブ授業を提供する予定です。受講方法については別途お知らせします。 

＊大学受験部校舎(中高一貫校に通う中学生対象の講座を含む)の授業開講日は 4 月 8 日(水)から変更ございません。 

＊大学受験部校舎，IBS・English ENGINE 以外の校舎にて 4 月６日(月)から 4 月 10 日(金)の期間ですでに予定されて

いる「３月分授業の特別編成授業」や「春期講習会の振替授業」，「必修テスト」等は予定通り実施します。大学受験

部校舎，IBS・English ENGINE にて予定されていた３月分の振替授業は，今後の授業カレンダーを調整し，別途振り

替えることを原則とします。なお，個別進学館の対応は校舎ごとに異なります。 

＊IBS・English ENGINE にて 4 月 6 日(月)・7 日(火)で実施される授業はそのまま実施し，4 月 8 日(水)から 4 月 10 日

(金)で予定されていた授業は振替授業も含め休講とします。休講となった授業は，今後の授業カレンダーを調整し，

別途振り替えることを原則とします。 

＊4 月の土曜・日曜の当社主催の授業・模試・イベント等は全て休講・中止または延期とし，休業とします。中止また

は延期となった模試・イベント等の対応につきましては，別紙お知らせをご覧ください。土曜日の授業につきまして

は，平日実施の授業と同様，年間授業回数を減じない形で振替授業を設定，もしくは，５月以降の授業日程を組み替

えます。また，一部の校舎を他社主催の模擬試験の，早稲田アカデミー塾生の受験会場として貸し出す場合がござい

ます。 

＊個別進学館につきましては，校舎ごとに状況が異なりますので，詳細を別途校舎よりお知らせします。 
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２．４月実施・各種講座・模試に関して（詳細は，該当の皆様に別途お知らせします） 

（１）小学生 

対象学年 該当講座・模試等 対応方法 

小１・小２ スーパーキッズコース 

休講とします。前期７～前期９の教材一式をお送りし，授業映像を公開し

ますので，ご家庭にて学習を進めてください。５月の授業は前期 10 から

開始します。なお，授業料は夏に実施を予定しているオプション講座に振

り替えさせていただき，年会費は頂戴します。 

オプション講座の詳細は，固まり次第ご連絡します。 

小３ マンスリーテスト（３月振替分） 
中止とし代金を返還します。受験予定だった方には，試験問題・解答解説・

保護者会資料を配付します。また，解説授業を Web 配信します。 

小４ 
カリキュラムテスト 

組分けテスト 
実施方法を検討中です。確定次第，ご連絡します。 

小５・小６ 

私国立中受験コース 
土曜ＹＴ講座・組分けテスト 実施方法を検討中です。確定次第，ご連絡します。 

小６ 

私国立中受験コース 
合不合判定テスト 

試験のみの実施に変更となります。また，午前受験の方は，試験会場が早

稲田アカデミーの校舎に変更となります。午後受験についても，一部会場

が変更となります。詳細は別紙お知らせをご確認ください。 

小５・小６ 

公立中高一貫校対策コース 

公立中高一貫校対策一貫模試 

プレオープン（３月振替分） 
中止とし代金を返還します。試験問題・解答解説は配付いたしません。 

小５・小６ 

公立中進学コース 

プログレスコース 

ピラミッドテスト 
年間 4 回実施されるテストのうち４月実施分は中止とし，12 月にテスト

を振替設定します。（出題内容は 4 月と異なります。） 

小１・小２ アルゴクラブ 
休講とし授業料を返還します。年間カリキュラムを調整の上，５月以降 

再開します。 

小１・小２ CREATIVE GARDEN 
休講とし授業料を返還します。年間カリキュラムを調整の上，５月以降 

再開します。 

小１～小５ 理科実験教室 
休講とし授業料を返還します。５月以降，４月講座の内容は扱わず，本来

のカリキュラムに従って授業を行います。 

小５ ＮＮジュニア 
５月以降に延期します。カリキュラムの調整が必要なため， 

５月以降の講座も含め，受付を一時停止します。 

小６ ＮＮ志望校別コース 
４月の授業は，５月以降に振り替えます。 

詳細は別紙お知らせをご確認ください。 

小６ 日曜特訓 
５月以降に延期します。カリキュラムの調整が必要なため， 

５月以降の講座も含め，受付を一時停止します。 

小６ 
理科実験教室 

（ゴールデンウィーク講座） 
休講とし授業料を返還します。 

 

  



 

（２）中学生（大学受験部校舎所属の中学生を除く） 

対象学年 該当講座・模試等 対応方法 

中２ 
必勝ジュニア 

筑駒・開成必勝ジュニア 

５月以降に延期します。カリキュラムの調整が必要なため， 

５月以降の講座も含め，受付を一時停止します。 

中３ 必勝志望校別コース 
４月の授業は，５月以降に振り替えます。 

詳細は別紙お知らせをご確認ください。 

中３ 日曜特訓 
５月以降に延期します。カリキュラムの調整が必要なため， 

５月以降の講座も含め，受付を一時停止します。 

 

 

（３）大学受験部校舎所属の中学生・高校生 

今回お知らせする講座はございません。 

 

 

 

なお，こちらの情報は令和 2 年 4 月 3 日現在の情報です。今後の情勢により変更が生じる場合がございますので， 

予めご了承ください。 



 

令和 2 年 4 月 3 日 

４月無料イベントの取り扱いに関するご連絡 

早稲田アカデミー 

赤字部分が前回お伝えした内容からの変更点です。有料模試に関する情報は別資料に移行しています。 

１．小学生 

学年 イベント名 実施予定日 対応方法 

小４ 英語で学ぶ中学受験のための理社講座説明会 4/05(日) 中止とします。お申込みいただいた方に資料を送付します。 

小５ 英語で学ぶ中学受験のための理社講座説明会 4/05(日) 中止とします。お申込みいただいた方に資料を送付します。 

小６ 

第１回ＮＮ志望校別オープン模試（講座説明会含む） 4/05(日) 

中止とします。各ＮＮクラスの資料は，オープン模試をお申込みい

ただいた方へ配付しますが，試験問題・解答解説は配付いたしませ

ん。なお，各ＮＮクラスの受講資格認定等については，別途ご連絡

します。 

志望校対策英語講座開講説明会 4/05(日) 中止とします。お申込みいただいた方に資料を送付します。 

２．中学生 

学年 イベント名 実施予定日 対応方法 

中１ 

学力診断テスト（高校受験用） 4/04(土) 
中止とします。試験問題・解答解説は配付いたしません。特訓クラ

ス入室基準については，４月必修テストの結果により判断します。 

私国立進学セミナー（大学受験用） 
4/04(土) 

中止とします。資料・映像を後日公開します。 
4/11(土) 

中２ 学力測定テスト 4/04(土) 中止とします。試験問題・解答解説は配付しません。 

中３ 

学力測定テスト 4/04(土) 中止とします。試験問題・解答解説は配付しません。 

必勝志望校判定模試 4/05(日) 
中止とします。試験問題・解答解説は配付しません。必勝クラス入

室基準は 4 月必修テストの結果により判断します。  



 

３．高校生 

学年 イベント名 実施予定日 対応方法 

高１ 

ガイダンス 4/05(日) 中止とします。資料・映像を後日公開します。 

東大現役合格セミナー 4/12(日) 中止とします。資料・映像を後日公開します。 

高３ 必勝説明会・選抜試験 4/05(日) 
中止とします。試験問題・解答解説は配付いたしません。なお，必

勝クラスの受講資格認定については，別途ご連絡します。 

 

 

なお，こちらの情報は令和 2 年 4 月 3 日現在の情報です。今後の情勢により変更が生じる場合がございますので，予めご了承ください。 
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