
2015年春開校の“まじめ”な進学塾、2年目突入。
GKの進学塾 検索

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
各務原市那加石山町

1-126-1

TEL.058-372-2014

那加校
羽島郡岐南町平島

9-84-1

TEL.058-215-8750

岐南校
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
※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）

卒塾生インタビュー

海外に行かずにはいられなかった
私にその勇気を与えてくれた

大学4年生　久江  亜耶

現在、大学4年生。正確には大学生活5年目に入った、久江亜耶さん。

「私は高校生の頃から英語がなんとなく好きで、大学は外国語系の学部に進みたいと考えていまし
た。でも、実際に進学した先は、中国語専攻の学部。2年生になったときは、中国へ留学をし、実
際に現地で生の異国語を体験することができました。文化も違えば言葉も違う。同じ人間なのに、
こんなにも違うなんて、面白いなって思うことができました。
そんな風に考えることができたからこそ、やっぱり自分が大好きな英語を身につけたいという思い
が強くなり、4年生を1年間休学して、カナダ・アメリカへ留学をしてきました。」

カナダ・アメリカでは、ホームステイやシェアハウス、現地の学校へ通ったりアルバイトをしたりと、
とにかく自分が英語を使わなければならない環境に身を置くことで、もっと英語が話せるようになり
たい、もっとコミニュケーションがとれるようになりたいという気持ちが大きくなったという久江さん。

「昔の自分だったら、多分ここまでやっていなかったというより、やれていなかったと思います。大学
生になってからも、先生方には様々なことで相談にのってもらい、海外留学についても、実際に経
験をした方々のお話を聞く機会を与えてくださったり、今までの自分とは違う考え方ができるように
なりました。好きなことは、失敗してもいいからチャレンジをする。チャレンジしてみなければ失敗す
ることもできないという前向きな気持ちで物事に取り組むことができるようになりました。これから英
語を学びたい、留学をしてみたいと考えている人、ぜひ私にも相談に来てください。」

数年前の自分からは想像もできなかった自分へと変化した久江さん。これからの彼女の活躍が楽
しみです。

新年度新規入塾生
募集中

2016年6月 GKの新コースが始まります

小学1年生からはじめる自学自習
お子様のレベルの合わせて、どんどん進む。学年の垣根をこえた勉強法、スタート。

¥6,480／月（1科目30分・週2回） 対象：小学1年生～6年生

英 算 国

月～金曜日の15:00～18:30で、週2回・1科目30分、好きな時間に通えるから、
他の習い事との両立もでき、お子様のペースに合わせて勉強を進められます。

※詳しくは最寄りの校舎までお問い合わせください。

英  語 算  数 国  語
GK教室の英語では、テキストとともに
英語の発音が聞けるタッチペンを併用
することで、ただ書けるだけの英語では
なく、コミニュケーション手段としての
英語を身につけることを目的とします。

GK教室の算数では、計算力アップを
重視し、お子様のレベルアップに合わ
せ、どんどん前へと進んでいきます。小
学生でも連立方程式や平方根の計算
が解けるようになるお子様もみえます。

GK教室の国語では、常用漢字をすべて
習熟させることを目標とします。漢字を覚
えることは、文章読解力・理解力アップ
へとつながります。小学生のうちに1006
字の漢字が書けることを目標とします。
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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
iPadなんて遊び道具じゃないの？そんなことはありません。
文部科学省は2012年からデジタル教育を推進しており、
およそ8割の学校で電子黒板などの電子機器が導入され
ています。
そこでGKの進学塾では、学習塾としては初の試みとなる、
iPadを全生徒無料配布、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。

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.

全コース、入塾金・模試代・諸経費は一切頂きません。

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

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水・土 水・土 - 水・土

2年生 5科目 水・土 水・土 - 水・土

3年生 火・金 月・木 - 月・木

学　年 科　目 鵜沼 蘇原 那加 岐南

水・土

水・土

火・金

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

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 鵜沼 蘇原 那加 岐南高富 授業時間

月・火・木・金から選択
19:20～20:30前  半

20:40～21:50後  半

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 火・金 火・金 火・金

2年生 5科目 月・木 火・金 水・土 火・金

3年生 火・金 月・木 月・木 月・木

学　年 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）

¥23,000（税別）

月・木

月・木

火・金

高富

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・火・木・金から選択

3年生

学　年 科　目 鵜沼 蘇原 那加 岐南高富 授業時間

19:20～20:30前  半

20:40～21:50後  半

月～金
から
選択

月～金
から
選択

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。

岐阜高校合格コース

1年生
2年生 5科目 月～金から選択

3年生

学　年 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）

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火 月 水 月

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 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）

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・火・木・金から選択

月～金
から
選択

月～金
から
選択6年生

学　年 科　目 鵜沼 蘇原 那加 岐南高富 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 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。

弱点補強コース

スーパーキッズコース

個
別
指
導

英語検定 漢字検定 TOEIC検定コース

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。
検定コースでは、受講者100%合格を目指し、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。

3カ月 短期で合格保証付き 検定コース

3級
5級・4級

準2級・2級
6級～2級

600点コース・730点コース

¥6,000（税別）
¥8,000（税別）

月・火・木・金から選択 ¥10,000（税別）
¥6,000（税別）
¥8,000（税別）

漢字検定
TOEIC

英語検定
19:20～20:30前半

20:40～21:50後半

授業料検定内容 コース 鵜沼高富 蘇原 那加 岐南 授業時間

楽しく学び、成長する。それがGKの進学塾。勉強だけでなく、楽しいイベントもいっぱい!
他塾にはない、GKオリジナルイベント

「楽しい」から、効果アリ！

読書感想文や算数オリンピック!
勉強が楽しくなるイベントがいっぱい。

今までの読書感想文の常識が変わる？ 学びを自分の生活に落とし込
んで考えることで、たった2時間の指導で、読書感想文を書き切ること
ができます。大変だった感想文が、「楽しい」に変わる講座です。
算数オリンピックは、大人が挑戦しても楽しい、算数パズルのような問
題などがいっぱい！暗記力や計算力だけでは解けない、論理的な思考
力が身につく楽しい問題にチャレンジしよう。

ディズニーやUSJ、夏のキャンプ!
友達と一緒に最高の思い出を。

「親孝行」を軸とした
大学生まで通える進学塾。

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、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、夏のキャンプ、USJ、ディズニー旅
行などで、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。

7／27  ・28
※詳細は各校舎までお問い合わせください。

水 木
モンゴル村キャンプへ
みんなで行こう!

イベントの中でも
子供たちの成長を考える。

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。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。

２０１５年度高校受験 岐阜トップ5校不合格者317名、受験激戦の時代へ。もう誰もが受かる時代は終わりました。

開校1年目219名が入塾、全校舎・全学年（中学生）の入塾を締め切り。2年目もまじめに向き合います。

高校受験合格率 94.8% 15歳のちっちゃなハートに
傷をつけない、GKの進路指導

開校1年目実績

次回算数オリンピック 5／30  ・31  開催!月 火

17:20～18:45 ※開催日は校舎によって異なります。詳細はお問い合わせください。
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