
小学生 検定コース

受講生募集
3カ月短期合格保証付き!

英語検定 漢字検定

新しい仕組みでスタートした、真面目な進学塾です。
2015年4月

GKの進学塾 検索 中
学
生 締切間近!

※全コース、入塾金・模試代・諸経費は一切頂きません。

全校舎
全学年

GKの進学塾 検索
※入塾に関するお問い合わせ・ご質問は、お気軽に最寄りの校舎まで直接お電話ください。
※電話受付時間／10:00～20:00（土日祝も可）

鵜沼校

各務原市鵜沼各務原町
3-144
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蘇原校

各務原市蘇原野口町
１-66-1

TEL.058-322-7271
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山県市高富1100

TEL.0581-23-0261
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岐北厚生病院
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いつでも先生や仲間に支えられていた

大学4年生
都市銀行就職内定　宇留野  愛

受講者合格率100%
2015年度 第1回英語検定

GKの進学塾には、小学生～大学生まで受講可能な、「検定コース」があります。小学生・中学生では英語検定・
漢字検定、高校生からはTOEICの検定コースもあります。
2015年度第1回英語検定5級（小学生）の検定コースでは、受講者100%合格！
3カ月の短期集中コースで合格保証付き。個別指導なので、生徒の習熟度に応じた指導方法をとり、確実に合
格へと導いていきます。

※検定コースに関するお問い合わせは、最寄りの校舎まで直接お電話にてご確認ください。空席状況によっては、受講できない場合がございます。
　予めご了承ください。

英語検定
2016年1月!

検定コース
受講生募集中!

現在、大学4年生。来年度からはスーツを身にまとい、社会へと羽ばたいていく宇留野愛さん。

「高校生の頃から、私はずっと自分に自信がなく、『人からどう思われているのだろう、自分の意見
を言って否定されたらどうしよう』とばかり考えていました。相手に“伝える”ということがとても怖
かったんです。
高校卒業後、いつの間にか大学3年生になっていました。このままの自分ではダメだと感じ、GKの
先生に相談しました。すると先生は、卒塾した身にも関わらず、私の悩みに全力で向き合ってくだ
さったんです。」

現在は、大学生コース"Rapport(ラポール)"に所属。それぞれ違った大学に通い、違った価値観
を持った学生たちと接することによって、今までの自分の考え方とは大きく変化をしてきたそう。
「先生に教えて頂いたことの1つが、このRapportです。ここでは、人と意見が違っても否定される
ことがありません。どんな考え方にも耳を傾けてくれる仲間がいます。そんな環境の中で活動してい
くうちに、少しずつ、自分と違う考え方や価値観に興味を持つようになりました。
大学4年生になり、就職活動で押し潰されそうになっていた私に先生はこう言ってくれました。
『80%の力で良い。気合を入れすぎてもうまくいかないこともある。もしダメだったら縁がなかった
だけ。それなら自分に合うところが他に必ずあるはず。』と。
先生のこの言葉とRapportの仲間の存在で、結果がどうであっても“頑張った”と思えればそれで
良いのだと考えることができるようになり、就職内定に繋がったのだと実感しています。
私と同じように悩んでいる後輩はきっとたくさんいると思います。先生や仲間にできる恩返しとして、
私の存在が後輩の自信となるような人間へと成長していきたいです。」

GK初年度中学生４００点以上６８名！
450点以上17名！
４月開校一世風靡！

信念とこだわりを往来する教師観が創る、生徒の得点アップの歴史

鵜沼中 中1平均 点!!!434 桜丘中 中3平均 点!!!434
稲羽中 中1平均 点!!!455 岐南中 中1平均 点!!!416
三輪中 中3平均 点!!!403 岩野田中 点over!!!4505名

中央中 中3新規生 点数UP率 ％!!!100 平均35点UP 5名
300点台から400点台へUP 3名

岐南中 全学年平均 点!!!401
岩野田中 生徒の半数が 点over!!!400

中央中 中2平均 点!!!412

高校生
予想問題ズバリ的中! 岐阜北高生校内順位100位UP!
岐山高生学年順位１ケタ達成！！
他高校でもクラス順位１ケタを続々と達成中！！

授業料

¥6,000（税別）

¥6,000（税別）

英語検定個
別
指
導 6級～2級

5級～2級
月・火・木・金から選択

漢字検定

検定内容形態 コース 鵜沼高富 蘇原 那加 岐南 授業時間
18:30～19:40前半

19:50～21:00後半

19:20～20:30前半

20:40～21:50後半

パターン

パターン

A

B



真面目な塾だから、小学生から選ばれる。
保護者様の89.4％が、お子様の習慣化を実感されています！

小 学生コース 4年生 5年生 6年生

本科コース 算数・国語・英語の授業を通して、中学校で高得点を狙える基礎知識の
定着とともに、ハイレベル問題にも対応できる応用力を養います。

4年生 算　数 17:20～18:45火 月 水 月集
団
授
業

5年生 算数・国語・英語 17:20～18:45月・木 火・金 月・木 火・金

6年生 算数・国語・英語 17:20～18:45月・木 火・金 火・金 火・金

学　年形態 科　目 鵜沼 蘇原 那加 岐南

火

月・木

月・木

高富 授業時間 授業料

¥7,000（税別）

¥11,000（税別）

¥13,000（税別）

弱点補強コース 他の習い事などで時間が合わない、大好きな英語をどんどん伸ばしていきた
い人など、弱点補強だけに限らず、個別でみっちりとスキルアップが可能です。

授業料

¥8,000（税別）

¥8,000（税別）

¥8,000（税別）

4年生個
別
指
導

5年生 1科目／ 1コマ 月・火・木・金から選択

6年生

学　年形態 科　目 鵜沼 蘇原 那加 岐南高富 授業時間
18:30～19:40
19:50～21:00

19:20～20:30
20:40～21:50

前半

後半

パターン

A

前半

後半

パターン

B

授業料

¥45,000（税別）

¥60,000（税別）
5年生

算数・国語・理科・社会
18:30～19:40前半

19:50～21:00後半

19:20～20:30前半

20:40～21:50後半

月～金から選択
パターン

パターン

A

B

個
別
指
導 6年生

学　年形態 科　目 鵜沼 蘇原 那加 岐南高富 授業時間

岐阜高校合格コースにつながるハイレベルなコースで
す。小学生から一貫して岐阜高校合格を目標とし、教科

書の内容を超えた高い学力と応用力を養います。希望に応じて岐阜県内の私立中学受験にも対応します。
スーパーキッズコース

高校 生コース 1年生 2年生 3年生

本科コース 英語・数学・国語を中心に5科目完全対応の集団授業を行います。大学
進学を目指す普通科高校の授業内容を踏まえながら、独自のカリキュラ

ムに沿って難関私立・国公立大学合格を目指すハイレベルな授業を展開していきます。
授業料

¥23,000（税別）

¥23,000（税別）

¥35,000（税別）

1年生 19:20～21:30水・土 水・土 - 水・土集
団
授
業

2年生 5科目 水・土 水・土 - 水・土

3年生 火・金・土 月・木・土 - 月・木・土

学　年形態 科　目 鵜沼 蘇原 那加 岐南

水・土

水・土

火・金・土

高富 授業時間

19:20～20:00授業 ①

20:05～20:45授業 ②

20:50～21:30授業 ③

推薦コース AO入試やセンター推薦、指定校推薦などによる大学合格を目的とした
コースです。学校の定期テストに重点を置き、学校の日々の予習・復習を
徹底的にサポートし学年上位を目指します。

個
別
指
導

職業科

授業料

¥15,000（税別）

¥15,000（税別）

¥15,000

¥11,000

（税別）

（税別）

1年生
2年生

2科目／ 1コマ
3年生

学　年形態 科　目 鵜沼 蘇原 那加 岐南高富 授業時間

月・火・木・金から選択
※那加校は高校生コースはありません。

18:30～19:40前半

19:50～21:00後半

19:20～20:30前半

20:40～21:50後半

パターン

A

B

パターン

中 学 生コース 1年生 2年生 3年生

本科コース 授業形式は集団授業で行い、5科目完全対応です。
学校の定期テストに対応し、内申指導も含め総合的な進路指導をいたします。
また、入試を見据えたワンランク上の応用にも挑戦し第一志望校合格を
目指します。

1年生 19:20～21:30月・木 火・金 火・金 火・金集
団
授
業

2年生 5科目 月・木 火・金 水・土 火・金

3年生 火・金・土 月・木・土 月・木・土 月・木・土

学　年形態 科　目 鵜沼 蘇原 那加 岐南 授業時間

19:20～20:00授業 ①

20:05～20:45授業 ②

20:50～21:30授業 ③

授業料

¥21,000（税別）

¥21,000（税別）

¥30,000（税別）

月・木

月・木

火・金・土

高富

弱点補強コース 文系科目は得意だけれど、理系科目は苦手というような生徒には苦
手科目に絞った徹底的なサポートを、逆に得意科目をさらに伸ば
したいという生徒には応用問題を含めたカリキュラムで指導します。
また、部活動などで来塾日の合わない生徒にも対応しています。

授業料

¥12,000（税別）

¥12,000（税別）

¥13,000（税別）

1年生個
別
指
導

2年生 2科目／ 1コマ 月・火・木・金から選択

3年生

学　年形態 科　目 鵜沼 蘇原 那加 岐南高富 授業時間
18:30～19:40前半

19:50～21:00後半

19:20～20:30前半

20:40～21:50後半

パターン

パターン

A

B

岐阜高校合格コース 岐阜高校合格を目指すハイレベルなコースです。岐阜
高校は、全国公立高校の５指に入る県内NO.1の進
学校です。合格するための最高学力を養成することを
目的とし、校舎長が個別カリキュラムを作成します。

1年生個
別
指
導

2年生 5科目 月～金から選択

3年生

学　年形態 科　目 鵜沼 蘇原 那加 岐南高富 授業時間 授業料

¥50,000（税別）

¥50,000（税別）

¥60,000（税別）

18:30～19:40前半

19:50～21:00後半

19:20～20:30前半

20:40～21:50後半

パターン

パターン

A

B

漢字検定 英語検定 TOEIC検 定コース

授業料

¥6,000（税別）

¥6,000（税別）

¥8,000（税別）

漢字検定個
別
指
導

5級～2級

6級～2級

600点コース・730点コース

月・火・木・金から選択英語検定

TOEIC

検定内容形態 コース 鵜沼 蘇原 那加 岐南高富 授業時間
18:30～19:40前半

19:50～21:00後半

19:20～20:30前半

20:40～21:50後半

パターン

パターン

A

B

３ヶ月 短期で合格保証付き!

始めるなら、今。 2015年度中学生入塾ラストチャンス！ ※入塾に関するお問い合わせ・ご質問は、お気軽に最寄りの校舎まで直接お電話ください。  ※電話受付時間／ 10:00～20:00（土日祝も可）

中学生入塾受付10/31　まで! 今年度入塾のラストチャンス!土

全コース、入塾金・模試代・諸経費は一切頂きません。

中学生
入塾締切間近!
全校舎全学年

10/31  まで土

iPadを全学年・全生徒に配布！

iPadを使った教育で、デジタル社会を生き抜く
GKの進学塾では、学習塾としては初の試みとなるiPad全生
徒無料配布、GKの遠隔教育をいたします。これによって、塾の
授業だけでなく、家庭での自学自習にも力を入れ、生徒一人
ひとりの理解度に合わせた習熟度管理を行っていきます。
また、これからのデジタル社会において、子ども達が活躍して
いくため、小学生からデジタル機器に馴染み、使いこなしてい
くことも目的としています。

「eドリル」で勉強しながら
インターネットにも触れることができる!

「eドリル」で勉強しながら
インターネットにも触れることができる!

iPadを使ったeラーニングだから!POINT1.

詳しい解説付きで、
一人でできる単元別学習！

iPadを使ったeラーニングだから!POINT2.

自分だけの
オリジナルテストを作成！

iPadを使ったeラーニングだから!POINT3.

類似問題を使って
何度でも徹底復習！

小学校のテストは理科・社会を含め、全教科指導！

全テストの回収から指導まで、苦手を分析し中学への架け橋へ
GKの進学塾では、中学へのかけ橋となる教育を目指し、理科・社会を含めたすべての教科（算数・国語・理
科・社会）の学校でのテストを回収し、分析していきます。中学では来年度から教科書が改訂され、アクティブ
ラーニング（問題解決型学習）が多く取り入れられます。その学習のベースとなるものが小学校で学習する基
礎知識です。テスト結果の分析を通じて生徒の苦手指導にあたることで、中学校で積極的に授業参加できる力
を高めていきます。

STEP 1.

学校のテスト
（算・国・理・社）

すべて
回　収

すべての生徒の
解答を独自の
チェック項目で
分　析

STEP 2.

中学への架け橋を
意識した、
一人ひとりへの
指　導

STEP 3.

キャンプやディズニー・USJ旅行、イベントもたくさん！

GKの進学塾では、子供たちの成長を第一に考えています。成長は、勉強を通じて見える部分もあれば、野
外活動を通して見えてくる部分もあります。日常の厳しい勉強生活ばかりではなく、夏のキャンプ、ボードツ
アー、USJ旅行、ディズニー旅行などを開催することにより、GKの進学塾では普段見ることのできない、子
供たちの新たな一面を多く発見しています。

GKの進学塾は、イベントの中でも子供たちの成長を考えます

ディズニー旅行 USJ旅行

夏のキャンプ ボードツアー

「親孝行」を軸とした、大学生まで通える進学塾！

私たちが、教育を通してど真ん中に置いてきたのは、親孝行
です。どんなに学歴を積んで、高収入を得ても、親孝行が出
来なければ人生の大きな役割のひとつを失う事となります。
そのため、親孝行とは、岐阜で就職し、親の老後は近くで生
活する事だと教えてきました。
GKの進学塾では、子供たちにいつも「自分に期待しなさ
い」と声をかけてきました。長い人生、失敗することも、成功
することもあります。これらは、全て『想い出』です。失敗して
も、泣き、笑い、そして何度でも立ち上がっていく勇気を教育
していきます。

自分に大きく期待をし、「失敗する勇気を持つ」

【GKの進学塾 蘇原校】

中学前期中間400点OVER 68名!
450点OVER 17名!


