
縁や感謝を教えてくれた、
わたしの人生の学び舎。

G K の 進 学塾
卒 塾 生インタビュー

大学4年生　安達  若奈

GKの進学塾 検索

各務原市鵜沼各務原町
3-144

TEL.058-372-2291

鵜沼校
各務原市蘇原野口町

１-66-1

TEL.058-322-7271

蘇原校高富校
山県市高富
1100

TEL.0581-23-0261

羽島郡岐南町平島
9-84-1

TEL.058-215-8750

岐南校
安城市東新町
10-11

TEL.0566-77-0122

安城校

※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）

新年度入塾生募集中

この春より大学4年生となる安達若奈さん。
つい先日、1年間のオーストラリアへの語学留学を終え帰国し、現在は就職活動真っ只中。

「中学2年生の3学期、1年後に迫る受験に危機感を抱き、塾探しをしていました。そんな時、
偶然にも現在の岐南校が家の近所に開校するということになり、まだ机も何もない校舎に入
塾面談に行ったのですが、当時の校舎長に会った瞬間、この塾に入りたいと強く思ったことを
覚えています。思い返せば理由は様々あったと思うのですが、この直感がわたしに「縁」とい
うものを教えてくれました。入塾してからはじめての定期試験で前回の定期試験からまさかの
約120点アップ。決して勉強が好きなタイプではなかったですが、この時勉強することが全く
苦ではなくむしろとても楽しかったんです。もっと勉強したいと思えた自分にびっくりしまし
た。無事高校受験を終え、その後の高校3年間もずっと通い続けました。「塾に行く」というこ
とがわたしの生活の一部となっていたんです。先生は、勉強はさることながら人生の先輩とし
て多くのことを教えてくれました。上辺だけではない、心の底からの「感謝」を教えてくれたの
も先生でした。塾で学んだことは、今でもたくさん記憶に残っています。」

大学生になった今でも塾との交流を持ち、進路や人生の悩みがあれば先生に相談に訪れると
いう安達さん。GKの進学塾で学んだことを忘れず、社会人となって活躍の場を広げていくの
が楽しみです。

GKグループは、まもなく3周年を迎える
地域に根づいた会社です。

GK株式会社は、教育部門の「GKの進学塾」をはじめ、医療部門の「GKの訪問看護ステーション」、飲食部門の「GKのお弁当屋さん」「873° hanasand」と、

地域に根づいた事業を展開している会社です。

小学1年生から高校3年生まで、最大12年間通
うことのできる、進学塾。幅広い経験を積んだ講
師陣と豊富なコースにより、お子さまのニーズに
合わせた学習方法をご提案させていただきます。
GKの進学塾では、生徒一人ひとりのことを理解
し、人として大切なものを教えていく時間を大切
にしております。

「すべての人が最期までその人らしい人生を生き
きることを実現する」この理念を柱とし、ご利用
者様お一人おひとりに寄り添った看護・リハビリ
テーションサービスを提供いたします。

2017年春、岐南町にオープンしたお弁当屋さ
ん。地域の方々に愛され、低価格ながらも優し
さと美味しさを提供するお弁当屋さんを目指し、
豊富なメニューを取り揃えております。

2017年秋、岐阜市にオープンしたフルーツサ
ンド専門店。季節のフルーツを使った見た目もか
わいいフルーツサンドが並びます。スムージーや
コーヒーとともにお召し上がりください。

岐阜市岩崎986-2 アワノタウンビル1F
TEL.058-215-1061

羽島郡岐南町三宅3-298 オーエスコーポ岐南1F
TEL.058-201-0918

岐阜市下土居2-25-5
TEL.058-201-1688
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GKの進学塾は、子どもたちの
成長を第一に考えています。
成長には、野外活動を通して
見えてくる部分もあります。厳
しい勉強ばかりではなく、
USJ・ディズニー旅行に一
緒に行くことで、普段の塾で
は見ることのできない子ども
たちの新たな一面を多く発見
しています。

イベントを通して、子どもたちの成長を考える

4 29 日 は、ディズニー旅行!

GKの進学塾では、全コース、入塾金・模試代・諸経費は一切いただきません。

新年度入塾生募集開始!

高校生コース 1年生 2年生 3年生

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。

本科コース

授業料

¥23,000（税別）

¥23,000（税別）

¥25,000（税別）

1年生 19:20～21:30火・金 水・土

水・土

火・金

2年生 5科目 火・金

3年生 水・土

学　年 科　目 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

高富・岐南・蘇原・鵜沼 安城

集
団
授
業

個
別
指
導

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。

推薦コース

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

学校

2科目／ 1コマ
3年生

学　年 科　目 授業時間

19:20～20:30前  半

20:40～21:50後  半

月～金
から選択

月・火・木・金
から選択

蘇原・鵜沼高富・岐南・安城

中学生コース 1年生 2年生 3年生

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

2年生 5科目 月・木

3年生 水・土 火・金

月・木

月・木
学　年 科　目 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）

¥23,000（税別）

高富・岐南・蘇原・鵜沼 安城

本科コース

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
2年生 2科目／ 1コマ

月～金
から選択

3年生

学　年 科　目 高富・岐南・安城 蘇原・鵜沼 授業時間

19:20～20:30前  半

20:40～21:50後  半

岐阜高校合格を目指す、ハイレベルコースです。偏差値70以上と
全国でも屈指の進学校です。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
2年生 5科目 月～金から選択

3年生

学　年 科　目 全校舎 授業時間 授業料

¥50,000（税別）

¥50,000（税別）

¥60,000（税別）

19:20～20:30前  半

20:40～21:50後  半

集
団
授
業

個
別
指
導

小学生コース 4年生 5年生 6年生

集
団
授
業

個
別
指
導

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・国語・英語 17:20～18:45水 火

5年生 算数・国語・英語 17:20～18:45月・木

6年生 算数・国語・英語 17:20～18:45月・木

月・木

月・木

学　年 科　目 高富・岐南・蘇原・鵜沼 安城 授業時間 授業料

¥7,000（税別）

¥11,000（税別）

¥13,000（税別）

本科コース

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
5年生 1科目／ 1コマ 月～金

から選択
月・火・木・金
から選択

6年生

学　年 科　目 蘇原・鵜沼高富・岐南・安城 授業時間

19:20～20:30前  半

20:40～21:50後  半

授業料

¥45,000（税別）

¥60,000（税別）
5年生

算数・国語・理科・社会
19:20～20:30前  半

20:40～21:50後  半
月～金から選択

6年生

学　年 科　目 全校舎 授業時間

岐阜高校合格コースにつながるハイレベルコースです。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。

弱点補強コース

スーパーキッズコース
月・火・木・金
から選択

2018年度 コース予定

では、 iPadを使って、ご自宅から質問や宿題も。

●講習期間には、宿題の配信・提出
●ご家庭から質問がいつでもiPadで
●デジタル社会を生き抜く力を身につける

今や社会では当たり前となりつつあるデジタル機器を使っての学習を取り入れることによって、講習期間は塾
内だけでなく、ご家庭での宿題の配信・提出を行ったり、iPadからいつでも質問をすることが可能です。イン
ターネットの使い方を子どものうちから正しく学ぶことによって、デジタル社会を生き抜く力を身につけるこ
とが可能となります。また、ペーパーレス化を促進することにより、無駄な資源の利用削減を実現しています。

iPadを全校舎・小中学生全員配布!を全校舎・小中学生全員配布!

塾外生も参加OK!

GKの進
学塾の、小学生向け無料講座!

読書感想文 感動が伝わる上手な感想文の書き方講座！

算数オリンピック 算数の魅力や面白さが発見できる！

プログラミング 小学生の先取りプログラミング講座！

GKの進学塾では、塾生に限らず、塾に通っていないお子さまも対象に、
小学生向けイベントを開催しています。「楽しく身につく」を根幹に、やら
される勉強ではなく、自ら取り組む姿勢を身につけるための講座です。

お子さまの学習費、 高校・大学卒業まで見えていますか？

大学は、受験するだけでも出費は大きい！

大学となると、まず考えるのは在学中の学費。しかし、試
験を受け、入学するまでにも大きなお金がかかってきま
す。受験料、入学金もそうですが、遠方の大学を受験する
となると、そこまでの交通費や宿泊費もかかってきます。
受験日程によっては、連泊することもあります。
東京私大教連が発表した「私立大学新入生の家計負担
調査（2016年度）」では、自宅外通学者の受験費用は平
均24万2,200円。地方から東京都心への受験は、特に費
用が嵩みます。受験費用の計画も、対策をしておく必要が
あります。
GKの進学塾では、お子さまの将来まで見据えた受験指導
を行っております。また、このような費用のお話も、保護者
面談会や中学校・高校説明会の際に行っております。

GKの進学塾では、全コース、入塾金・模試代・諸経費は一切いただきません。

GKの中学校・高校説明会では、大切な「費用」に関するお話もしています。
毎年開催しているGKの進学塾の保護者さま・生徒を対象とした「中学校説明会」「高校説明会」では、受験の実情や学校の特徴や進学率・就職
率はもちろん、大学卒業までにかかる費用についてもご説明しております。

大学生（中間部）の奨学金の受給率をご存知ですか？日本学生支援機構の「平成26年度学生生活調査」の結果に
よると、50%以上の人が奨学金を受給して大学に通っているのです。今や奨学金の種類も増え、地方自治体に
よる奨学金や、全額返還免除の奨学金なども出てきました。しかし、奨学金を申請しようとしたけど「卒業後の返還が
大変なので申請をやめた」という声があるのも実情です。
GKの進学塾では、「借りられるからOK」ではなく、借りたその先の返済などのことも考慮し、生徒だけでなく、保護
者さまと一緒になって、適した奨学金の種類や進路指導を行っております。

「親孝行」を軸とした、12年間通える進学塾

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、子どもたち
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」

6月中旬開
催

7月上旬開
催

7月下旬開
催

奨学金をはじめ、費用に関する指導も行っているのが、GKの進学塾です。

意外と知らない奨学金！？ 借りるのに向いている人と向いていない人とは？？


