
誰かの心に残る存在に。

G K の 進 学塾
卒 塾 生インタビュー

社会人4年目　GKの訪問看護ステーション
神山 千晶

2018年1月より「GKの訪問看護ステーション」にて看護師・保健師として働き始めた神山さん。
大手病院での看護師経験を経て、在宅療養をサポートする訪問看護師へと転職。

「私が看護師になりたいと思ったきっかけは、病気で入院をしていた家族に寄り添ってくださってい
た看護師さんの存在でした。当時、私は小学生でしたが、誰かの心に残る仕事ってすごいなと、幼
ながらに感じていたんだと思います。」

学生時代は勉強が苦手だったという神山さん。塾の先生からは、自分の学力や環境に最適な受験
方法、将来のキャリア形成まで考えた学校選びのアドバイスを受け、夢の看護師への道を歩み始
めることができたそう。

実際に訪問看護師として働いてみて、何を感じたのでしょうか。
「前職では、あらゆる患者さんを見てきました。老若男女問わず症状も様々で、迅速な対応が求め
られる中、多くの知識と経験を得ることができました。看護師は、患者さんと近い存在です。それ
故に、もっと一人ひとりと深く向き合いたいと考えるようになり、縁もあって訪問看護の道を選びま
した。訪問看護は、患者さんだけでなく、自宅で生活を共にしているご家族の方や病院の先生と
の信頼関係を築いていかなければなりません。最初はそれに難儀し、どうしていいかわからない場
面が幾度もありました。しかし、自分なりに精一杯取り組み、「ありがとう」の言葉をいただけた瞬
間は、涙が出るほど嬉しかったです。今はまだ目の前のことで精一杯ですが、もっと患者さんやご
家族に寄り添い、信頼される看護師になりたいと思います。」

中学生
全校舎・全学年
入塾締切間近!

GKの進学塾 検索

各務原市蘇原野口町
１-66-1

TEL.058-322-7271

蘇原校
羽島郡岐南町平島

9-84-1

TEL.058-215-8750

岐南校
各務原市鵜沼各務原町

3-144

TEL.058-372-2291

鵜沼校高富校
山県市高富
1100

TEL.0581-23-0261
※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）

GKの進学塾は、就職を見据えた進路指導をしています。

卒塾生 就職先一覧
小学校教員／保育士／大塚製薬株式会社／キヤノンメディカルシステムズ株式会社／ツキ
オカフィルム製薬株式会社／株式会社ギミック／岐阜総合医療センター／株式会社三菱
UFJ銀行／株式会社三井住友銀行／株式会社十六銀行／岐阜信用金庫／株式会社大垣共
立銀行／日本アイ・ビー・エム株式会社／株式会社エイチーム／株式会社バッファロー／
株式会社クラレ／岐阜プラスチック工業株式会社／株式会社電算システム／富士ゼロックス
株式会社／株式会社リクルートホールディングス／ ANAウイングス株式会社／東日本旅客
鉄道株式会社／株式会社JR東海ツアーズ／株式会社良品計画／株式会社マイナビ／株式
会社リンクアンドモチベーション／株式会社マイクロアド／イオンリテール株式会社 など

GKの進学塾は、就職にも強い進学塾です。

2018年度 高校生前期中間テスト結果 （集団授業コース）
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2018年度 中学生前期中間テスト結果 （集団授業コース）

GKの進学塾 公立高校入学者選抜実績 （2016-18）

合格率 %100全校舎
合格率 %100全校舎

合格率 %100全校舎

岐阜・岐阜北・
岐山・長良・
各務原西高校

岐阜・岐阜北・
加納・岐山高校

岐阜・岐山・
長良・各務原西高校

公立高校入学者選抜
年度 年度 年度2018

公立高校入学者選抜
2017

公立高校入学者選抜
2016

塾の紹介動画はコチラ

GKの進学塾は、生徒にひたむきに向き合う進学塾です。生徒のために責任ある進路指導を行うため、入塾を締め切らせていただきます。今年入塾最後のチャンス!

1031 入塾
締切

中3・高3（全コース） 
中1・中2（集団授業） 
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GKの進学塾では、成人式の日にその晴れ姿を見せに生徒た
ちがやってくるのが恒例行事となっています。大人になった姿
を自慢しにやってきてくれるのは、GKの進学塾の財産です。ま
た、結婚式に呼んでいただけることもしばしばあります。
大学生の就職相談、社会人になってからの転職相談や結婚
の報告、子どもの顔を見せに来てくれる教え子が多数います。
「親孝行」をはじめ、人生とは何なのかを教える塾だからこそ、
この文化が成り立っているのだと考えています。

GKの進学塾では、大学生を対象とした「就職塾合宿」を行って
きました。新卒者の就職活動においては、自己分析や他己分析
を行います。また、人生の大半を過ごすことになる「働く」時間は、
自分にとって有意義であり楽しい時間でなければ、非常に勿体
ないことです。就職活動だけでなく、一度きりしかない人生をか
けがえのない一度きりの思い出にするべく、テクニックや思考を
徹底的に学んでいきます。また、卒塾した先輩社会人に生の声
を聞くことができるのも、GKの進学塾の強みの一つであります。

大人になっても、帰ってこられる場所。
成人式や結婚式、家庭を持ってからも繋がっていられる塾

入 塾 全額返金1ヶ月間
GKを体験

自分に合わないと感じたら、遠慮なく申し出てください

指導力に自信あり。 100

社会で活躍する大人になる、就職塾合宿。
合宿に参加した生徒は、社会の第一線で活躍し続けています

小学生コース 4年生 5年生 6年生

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

5年生 算数・国語・英語 17:20～18:45

6年生 算数・国語・英語 17:20～18:45

学　年 科　目

水
月・木

月・木

全校舎 授業時間 授業料

¥7,000（税別）
¥11,000（税別）
¥13,000（税別）

集団授業コース

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。

個別指導コース

職業科

¥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 蘇原・鵜沼高富・岐南 授業時間

月・火・木・金
から選択

月～金
から選択

19:20～20:30前  半

20:40～21:50後  半

授業料

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。

集団授業コース

¥23,000（税別）
¥23,000（税別）
¥25,000（税別）

1年生
2年生 5科目

3年生

学　年 科　目 全校舎

火・金
火・金

水・土

授業時間

19:20～21:30
19:20～20:00授業 ①

20:05～20:45授業 ②

20:50～21:30授業 ③

授業料

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
2年生 5科目

3年生

学　年 科　目 全校舎

19:20～21:30
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）

月・木

月・木

水・土

集団授業コース

個別指導コース 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 蘇原・鵜沼高富・岐南 授業時間

19:20～20:30前  半

20:40～21:50後  半

月・火・木・金
から選択

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。
授業料だけでなく、年間総額でも選ばれる、安心の価格設定。

蘇原校
新校舎長を迎えて２年目を迎えます。GK とし
てスタートして３年が終わり、少しずつ蘇原の
街にも認知して頂けてきています。蘇原校の
合言葉として「人生は想い通りになる」という
言葉があります。上辺だけの気持ちでは、行
動は変わりません。本気で心から願った想い
は、人の行動を変え、結果へとつながってい
くと私たちは信じています。そうやって頑張っ
た先には、自分の想い描いた未来が待ってい
るという成功体験を小中高生に経験してもら
い、社会へと羽ばたいていってほしいと願い
日々教壇に立たせて頂いています。小学生か
ら大学受験まで一貫して教える講師だからこ
そ、人生を一緒に歩めるパートナーになれま
す。共に未来へと続く栄光の架け橋を進もう！ 蘇原蘇原蘇原蘇原蘇原第二小蘇原第二小蘇原第二小蘇原第二小

東海中央
病院
東海中央
病院
東海中央
病院
東海中央
病院

マクドナルドマクドナルドマクドナルドマクドナルド

ミニストップミニストップミニストップミニストップ

蘇原中蘇原中蘇原中蘇原中

蘇原第一小蘇原第一小蘇原第一小蘇原第一小

蘇原校

各務原市蘇原野口町1-66-1

TEL.058-322-7271

蘇原校

ハイレベルコース

6年生
5年生

1年生
2年生

月～金から選択

算数・国語
理科・社会

5科目岐阜高校合格コース

スーパーキッズコース
19:20～20:30前半

20:40～21:50後半

コース 学　年 科　目 鵜沼高富 蘇原 岐南 授業時間 授業料
¥45,000（税別）
¥60,000（税別）
¥50,000（税別）
¥50,000（税別）
¥60,000（税別）

岐阜高校を目指すハイレベルコースです。

小学 5・6年生 中学 1・2・3年生

3年生

小
学
生
　

中
学
生

講師

山内 祐太朗

名古屋工業大学卒
〈中学・高校部活動〉

サッカー

校舎長

山田 陽介

慶應義塾大学卒
〈中学・高校部活動〉

野球

全校舎自習室を完備。塾生であれば、無料でいつでも利用で
きます。学校帰りに寄って勉強するもよし、一度帰宅してから来
るもよし。自習室が勉強部屋になります。質問対応も可能なの
で、家よりも効率よく勉強できるという生徒が多数います。

自習室を全校舎完備。塾生ならいつでも無料解放。
学校帰りの利用もOK、勉強部屋として利用する生徒多数

自習室開放時間 平日…16:00～22:00
土日…  9:00～22:00

テスト期間前後は、自習室が大変混み合いますので、自習に来られる学年を
制限する場合がございます。



鵜沼校
生徒たちは勉学、進路、友人関係、恋愛など、
日々色々な悩みを抱えています。一生懸命やる
からこその喜びや苦しさも経験します。
私たち鵜沼校が大切にしていることは、「悩み
や失敗を笑い飛ばし、また勇気をもって前に進
もうとする精神を養っていくこと」です。長い
人生、うまくいくことばかりではありません。
生徒たちが社会へと羽ばたき、苦しくて心が壊
れそうになったときでも、ここでの経験を糧と
し、自分に期待できる人間に成長していくこと
を教育していきます。成績 UP、志望校合格は
勿論のこと、どんな時でも生徒たちに寄り添い、
笑い、泣き、悩み、時には叱咤激励をしながら、
多感な生徒たちの心の居場所となる様、日々全
力で生徒たちに向き合って参ります。

各務原市鵜沼各務原町3-144

TEL.058-372-2291

鵜沼校

名電各務原名電各務原名電各務原名電各務原

十六銀行十六銀行十六銀行十六銀行

鵜沼第二小鵜沼第二小鵜沼第二小鵜沼第二小

各務野高校各務野高校各務野高校各務野高校
アピタアピタアピタアピタ

郵便局郵便局郵便局郵便局

鵜沼校
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GKの進学塾では、成人式の日にその晴れ姿を見せに生徒た
ちがやってくるのが恒例行事となっています。大人になった姿
を自慢しにやってきてくれるのは、GKの進学塾の財産です。ま
た、結婚式に呼んでいただけることもしばしばあります。
大学生の就職相談、社会人になってからの転職相談や結婚
の報告、子どもの顔を見せに来てくれる教え子が多数います。
「親孝行」をはじめ、人生とは何なのかを教える塾だからこそ、
この文化が成り立っているのだと考えています。

GKの進学塾では、大学生を対象とした「就職塾合宿」を行って
きました。新卒者の就職活動においては、自己分析や他己分析
を行います。また、人生の大半を過ごすことになる「働く」時間は、
自分にとって有意義であり楽しい時間でなければ、非常に勿体
ないことです。就職活動だけでなく、一度きりしかない人生をか
けがえのない一度きりの思い出にするべく、テクニックや思考を
徹底的に学んでいきます。また、卒塾した先輩社会人に生の声
を聞くことができるのも、GKの進学塾の強みの一つであります。

大人になっても、帰ってこられる場所。
成人式や結婚式、家庭を持ってからも繋がっていられる塾

入 塾 全額返金1ヶ月間
GKを体験

自分に合わないと感じたら、遠慮なく申し出てください

指導力に自信あり。 100

社会で活躍する大人になる、就職塾合宿。
合宿に参加した生徒は、社会の第一線で活躍し続けています

小学生コース 4年生 5年生 6年生

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

5年生 算数・国語・英語 17:20～18:45

6年生 算数・国語・英語 17:20～18:45

学　年 科　目

水
月・木

月・木

全校舎 授業時間 授業料

¥7,000（税別）
¥11,000（税別）
¥13,000（税別）

集団授業コース

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。

個別指導コース

職業科

¥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 蘇原・鵜沼高富・岐南 授業時間

月・火・木・金
から選択

月～金
から選択

19:20～20:30前  半

20:40～21:50後  半

授業料

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。

集団授業コース

¥23,000（税別）
¥23,000（税別）
¥25,000（税別）

1年生
2年生 5科目

3年生

学　年 科　目 全校舎

火・金
火・金

水・土

授業時間

19:20～21:30
19:20～20:00授業 ①

20:05～20:45授業 ②

20:50～21:30授業 ③

授業料

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
2年生 5科目

3年生

学　年 科　目 全校舎

19:20～21:30
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）

月・木

月・木

水・土

集団授業コース

個別指導コース 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 蘇原・鵜沼高富・岐南 授業時間

19:20～20:30前  半

20:40～21:50後  半

月・火・木・金
から選択

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。
授業料だけでなく、年間総額でも選ばれる、安心の価格設定。

全校舎自習室を完備。塾生であれば、無料でいつでも利用で
きます。学校帰りに寄って勉強するもよし、一度帰宅してから来
るもよし。自習室が勉強部屋になります。質問対応も可能なの
で、家よりも効率よく勉強できるという生徒が多数います。

自習室を全校舎完備。塾生ならいつでも無料解放。
学校帰りの利用もOK、勉強部屋として利用する生徒多数

自習室開放時間 平日…16:00～22:00
土日…  9:00～22:00

テスト期間前後は、自習室が大変混み合いますので、自習に来られる学年を
制限する場合がございます。

ハイレベルコース

6年生
5年生

1年生
2年生

月～金から選択

算数・国語
理科・社会

5科目岐阜高校合格コース

スーパーキッズコース
19:20～20:30前半

20:40～21:50後半

コース 学　年 科　目 鵜沼高富 蘇原 岐南 授業時間 授業料
¥45,000（税別）
¥60,000（税別）
¥50,000（税別）
¥50,000（税別）
¥60,000（税別）

岐阜高校を目指すハイレベルコースです。

小学 5・6年生 中学 1・2・3年生

3年生

小
学
生
　

中
学
生



高富校
点数を上げること、偏差値の高い高校や大学
に合格させることは塾として当たり前の役割で
す。しかし、受験に成功したからといってそ
の先も成功し続けられるとは限りません。多く
の仕事が生まれてはなくなっていく先の見えな
い時代の中で、私たちの本当の役割は、ずっ
とその子の心の拠り所となり人生を一緒に考え
続けることです。部活の相談、将来に対する
漠然とした不安、友人関係の問題など、子ど
もたちは日々多くの困難に立ち向かっていま
す。生徒のことをよく理解し、どれだけ経って
も僕たちが支えとなれるよう、嬉しいことも悲
しいことも辛いことも一緒に乗り越えながら、
高富校が皆さんの「居場所」になれればと思っ
ています。

小学生コース 4年生 5年生 6年生

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

5年生 算数・国語・英語 17:20～18:45

6年生 算数・国語・英語 17:20～18:45

学　年 科　目

水
月・木

月・木

全校舎 授業時間 授業料

¥7,000（税別）
¥11,000（税別）
¥13,000（税別）

集団授業コース

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。

個別指導コース

職業科

¥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 蘇原・鵜沼高富・岐南 授業時間

月・火・木・金
から選択

月～金
から選択

19:20～20:30前  半

20:40～21:50後  半

授業料

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。

集団授業コース

¥23,000（税別）
¥23,000（税別）
¥25,000（税別）

1年生
2年生 5科目

3年生

学　年 科　目 全校舎

火・金
火・金

水・土

授業時間

19:20～21:30
19:20～20:00授業 ①

20:05～20:45授業 ②

20:50～21:30授業 ③

授業料

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
2年生 5科目

3年生

学　年 科　目 全校舎

19:20～21:30
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）

月・木

月・木

水・土

集団授業コース

個別指導コース 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 蘇原・鵜沼高富・岐南 授業時間

19:20～20:30前  半

20:40～21:50後  半

月・火・木・金
から選択

GKの進学塾では、全コース、入塾金・模試代・諸経費は一切頂きません。
授業料だけでなく、年間総額でも選ばれる、安心の価格設定。

ハイレベルコース

5年生
4年生

1年生
2年生

月～金から選択

算数・国語
理科・社会

5科目岐阜高校合格コース

スーパーキッズコース
19:20～20:30前半

20:40～21:50後半

コース 学　年 科　目 鵜沼高富 蘇原 岐南 授業時間 授業料
¥45,000（税別）
¥60,000（税別）
¥50,000（税別）
¥50,000（税別）
¥60,000（税別）

岐阜高校を目指すハイレベルコースです。

小学 5・6年生 中学 1・2・3年生

3年生

小
学
生
　

中
学
生

小学生コース 4年生 5年生 6年生

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

5年生 算数・国語・英語 17:20～18:45

6年生 算数・国語・英語 17:20～18:45

学　年 科　目

水
月・木

月・木

全校舎 授業時間 授業料

¥7,000（税別）
¥11,000（税別）
¥13,000（税別）

集団授業コース

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。

個別指導コース

職業科

¥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 蘇原・鵜沼高富・岐南 授業時間

月・火・木・金
から選択

月～金
から選択

19:20～20:30前  半

20:40～21:50後  半

授業料

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。

集団授業コース

¥23,000（税別）
¥23,000（税別）
¥25,000（税別）

1年生
2年生 5科目

3年生

学　年 科　目 全校舎

火・金
火・金

水・土

授業時間

19:20～21:30
19:20～20:00授業 ①

20:05～20:45授業 ②

20:50～21:30授業 ③

授業料

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
2年生 5科目

3年生

学　年 科　目 全校舎

19:20～21:30
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）

月・木

月・木

水・土

集団授業コース

個別指導コース 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 蘇原・鵜沼高富・岐南 授業時間

19:20～20:30前  半

20:40～21:50後  半

月・火・木・金
から選択

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。
授業料だけでなく、年間総額でも選ばれる、安心の価格設定。

吉田 一平
南山大学卒

宮本 晋佑
岐阜聖徳学園大学卒

吉田 慎吾
名古屋大学卒

町頭 大貴
名古屋市立大学卒

ht tp://gk-shingaku.com  ※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）GKの進学塾 検索 ht tp://gk-shingaku.com  ※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）GKの進学塾 検索

GKの進学塾では、成人式の日にその晴れ姿を見せに生徒た
ちがやってくるのが恒例行事となっています。大人になった姿
を自慢しにやってきてくれるのは、GKの進学塾の財産です。ま
た、結婚式に呼んでいただけることもしばしばあります。
大学生の就職相談、社会人になってからの転職相談や結婚
の報告、子どもの顔を見せに来てくれる教え子が多数います。
「親孝行」をはじめ、人生とは何なのかを教える塾だからこそ、
この文化が成り立っているのだと考えています。

GKの進学塾では、大学生を対象とした「就職塾合宿」を行って
きました。新卒者の就職活動においては、自己分析や他己分析
を行います。また、人生の大半を過ごすことになる「働く」時間は、
自分にとって有意義であり楽しい時間でなければ、非常に勿体
ないことです。就職活動だけでなく、一度きりしかない人生をか
けがえのない一度きりの思い出にするべく、テクニックや思考を
徹底的に学んでいきます。また、卒塾した先輩社会人に生の声
を聞くことができるのも、GKの進学塾の強みの一つであります。

大人になっても、帰ってこられる場所。
成人式や結婚式、家庭を持ってからも繋がっていられる塾

入 塾 全額返金1ヶ月間
GKを体験

自分に合わないと感じたら、遠慮なく申し出てください

指導力に自信あり。 100

社会で活躍する大人になる、就職塾合宿。
合宿に参加した生徒は、社会の第一線で活躍し続けています

全校舎自習室を完備。塾生であれば、無料でいつでも利用で
きます。学校帰りに寄って勉強するもよし、一度帰宅してから来
るもよし。自習室が勉強部屋になります。質問対応も可能なの
で、家よりも効率よく勉強できるという生徒が多数います。

自習室を全校舎完備。塾生ならいつでも無料解放。
学校帰りの利用もOK、勉強部屋として利用する生徒多数

自習室開放時間 平日…16:00～22:00
土日…  9:00～22:00

テスト期間前後は、自習室が大変混み合いますので、自習に来られる学年を
制限する場合がございます。

ハイレベルコース

6年生
5年生

1年生
2年生

月～金から選択

算数・国語
理科・社会

5科目岐阜高校合格コース

スーパーキッズコース
19:20～20:30前半

20:40～21:50後半

コース 学　年 科　目 鵜沼高富 蘇原 岐南 授業時間 授業料
¥45,000（税別）
¥60,000（税別）
¥50,000（税別）
¥50,000（税別）
¥60,000（税別）

岐阜高校を目指すハイレベルコースです。

小学 5・6年生 中学 1・2・3年生

3年生

小
学
生
　

中
学
生



岐南校
岐南校の講師はみなしつこいです。
分からない時にわからないと言える子は中々い
ません。私達講師の役目は、生徒たちのどんな
小さな心のサインも見逃さず、分かる喜びを感
じてくれるまでとことん教えることだと考えてい
ます。また、子どもたちが抱える悩みは勉強に
関するものだけではありません。自分の将来や
学校での人間関係など様々な不安を抱えてい
ます。大学生の約90％が就職に不安を抱えて
いる今の時代を強く生き抜くためには、子ども
たちの小さな心を支える大人たちのサポートが
必要不可欠です。生徒が10年後も岐南校にい
て良かったと思ってくれるよう、一人ひとりの将
来を見据えた教育を徹底して参ります。皆さん
の夢に向かって一緒に歩んで行きましょう！

小学生コース 4年生 5年生 6年生

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

5年生 算数・国語・英語 17:20～18:45

6年生 算数・国語・英語 17:20～18:45

学　年 科　目

水
月・木

月・木

全校舎 授業時間 授業料

¥7,000（税別）
¥11,000（税別）
¥13,000（税別）

集団授業コース

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。

個別指導コース

職業科

¥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 蘇原・鵜沼高富・岐南 授業時間

月・火・木・金
から選択

月～金
から選択

19:20～20:30前  半

20:40～21:50後  半

授業料

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。

集団授業コース

¥23,000（税別）
¥23,000（税別）
¥25,000（税別）

1年生
2年生 5科目

3年生

学　年 科　目 全校舎

火・金
火・金

水・土

授業時間

19:20～21:30
19:20～20:00授業 ①

20:05～20:45授業 ②

20:50～21:30授業 ③

授業料

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
2年生 5科目

3年生

学　年 科　目 全校舎

19:20～21:30
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）

月・木

月・木

水・土

集団授業コース

個別指導コース 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 蘇原・鵜沼高富・岐南 授業時間

19:20～20:30前  半

20:40～21:50後  半

月・火・木・金
から選択

GKの進学塾では、全コース、入塾金・模試代・諸経費は一切頂きません。
授業料だけでなく、年間総額でも選ばれる、安心の価格設定。

ハイレベルコース

5年生
4年生

1年生
2年生

月～金から選択

算数・国語
理科・社会

5科目岐阜高校合格コース

スーパーキッズコース
19:20～20:30前半

20:40～21:50後半

コース 学　年 科　目 鵜沼高富 蘇原 岐南 授業時間 授業料
¥45,000（税別）
¥60,000（税別）
¥50,000（税別）
¥50,000（税別）
¥60,000（税別）

岐阜高校を目指すハイレベルコースです。

小学 5・6年生 中学 1・2・3年生

3年生

小
学
生
　

中
学
生

小学生コース 4年生 5年生 6年生

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

5年生 算数・国語・英語 17:20～18:45

6年生 算数・国語・英語 17:20～18:45

学　年 科　目

水
月・木

月・木

全校舎 授業時間 授業料

¥7,000（税別）
¥11,000（税別）
¥13,000（税別）

集団授業コース

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。

個別指導コース

職業科

¥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 蘇原・鵜沼高富・岐南 授業時間

月・火・木・金
から選択

月～金
から選択

19:20～20:30前  半

20:40～21:50後  半

授業料

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。

集団授業コース

¥23,000（税別）
¥23,000（税別）
¥25,000（税別）

1年生
2年生 5科目

3年生

学　年 科　目 全校舎

火・金
火・金

水・土

授業時間

19:20～21:30
19:20～20:00授業 ①

20:05～20:45授業 ②

20:50～21:30授業 ③

授業料

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
2年生 5科目

3年生

学　年 科　目 全校舎

19:20～21:30
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）

月・木

月・木

水・土

集団授業コース

個別指導コース 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 蘇原・鵜沼高富・岐南 授業時間

19:20～20:30前  半

20:40～21:50後  半

月・火・木・金
から選択

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。
授業料だけでなく、年間総額でも選ばれる、安心の価格設定。

講師

永田 創

南山大学卒
〈中学部活動〉
バスケ部

校舎長

村瀬 功

岐阜聖徳学園大学卒
〈中学部活動〉

サッカー部・駅伝部

ht tp://gk-shingaku.com  ※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）GKの進学塾 検索 ht tp://gk-shingaku.com  ※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）GKの進学塾 検索

GKの進学塾では、成人式の日にその晴れ姿を見せに生徒た
ちがやってくるのが恒例行事となっています。大人になった姿
を自慢しにやってきてくれるのは、GKの進学塾の財産です。ま
た、結婚式に呼んでいただけることもしばしばあります。
大学生の就職相談、社会人になってからの転職相談や結婚
の報告、子どもの顔を見せに来てくれる教え子が多数います。
「親孝行」をはじめ、人生とは何なのかを教える塾だからこそ、
この文化が成り立っているのだと考えています。

GKの進学塾では、大学生を対象とした「就職塾合宿」を行って
きました。新卒者の就職活動においては、自己分析や他己分析
を行います。また、人生の大半を過ごすことになる「働く」時間は、
自分にとって有意義であり楽しい時間でなければ、非常に勿体
ないことです。就職活動だけでなく、一度きりしかない人生をか
けがえのない一度きりの思い出にするべく、テクニックや思考を
徹底的に学んでいきます。また、卒塾した先輩社会人に生の声
を聞くことができるのも、GKの進学塾の強みの一つであります。

大人になっても、帰ってこられる場所。
成人式や結婚式、家庭を持ってからも繋がっていられる塾

入 塾 全額返金1ヶ月間
GKを体験

自分に合わないと感じたら、遠慮なく申し出てください

指導力に自信あり。 100

社会で活躍する大人になる、就職塾合宿。
合宿に参加した生徒は、社会の第一線で活躍し続けています

羽島郡岐南町平島9-84-1

TEL.058-215-8750

岐南校

東
海
北
陸
自
動
車
道

木曽川

岐大バイパス

岐
阜
東

自
動
車
学
校

岐南校

下羽栗小 河川環境楽園河川環境楽園

ピアゴピアゴピアゴピアゴ

サークルKサークルKサークルKサークルK

全校舎自習室を完備。塾生であれば、無料でいつでも利用で
きます。学校帰りに寄って勉強するもよし、一度帰宅してから来
るもよし。自習室が勉強部屋になります。質問対応も可能なの
で、家よりも効率よく勉強できるという生徒が多数います。

自習室を全校舎完備。塾生ならいつでも無料解放。
学校帰りの利用もOK、勉強部屋として利用する生徒多数

自習室開放時間 平日…16:00～22:00
土日…  9:00～22:00

テスト期間前後は、自習室が大変混み合いますので、自習に来られる学年を
制限する場合がございます。

ハイレベルコース

6年生
5年生

1年生
2年生

月～金から選択

算数・国語
理科・社会

5科目岐阜高校合格コース

スーパーキッズコース
19:20～20:30前半

20:40～21:50後半

コース 学　年 科　目 鵜沼高富 蘇原 岐南 授業時間 授業料
¥45,000（税別）
¥60,000（税別）
¥50,000（税別）
¥50,000（税別）
¥60,000（税別）

岐阜高校を目指すハイレベルコースです。

小学 5・6年生 中学 1・2・3年生

3年生

小
学
生
　

中
学
生




