
GKの進学塾 検索

安城市東新町
10-11

TEL.0566-77-0122

安城校
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
新規開校

※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）

新規入塾生
募集中

開校から早2年。初年度は183名、2年目で228名の入塾
と、多くの皆さまにご理解とご支持をいただいてきまし
た。そして迎えた3年目。2年という短い期間ながらも、多
くの実績を残してきたGKのライヴ感溢れる指導力や空気
感を、さらに多くの方々に実際に体感していただきたいと
いう思いから、1ヶ月の全額返金制度を導入します。通常
授業への参加はもちろん、自習室の利用や質問対応など、
GKのすべてが体験できます。今の学習方法に満足できて
いない方、自分を変えたい方、ぜひ体感してみてください。

全額返金入塾 1カ月間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

指導力に自信があるから
を　　　　体感してください。100

新年度入塾生募集中

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。

対象：小学1年生～6年生

※詳しくは最寄りの校舎までお問い合わせください。

英  語
学道の英語では、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。

算  数
学道の算数では、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。

国  語
学道の国語では、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。

6,000円／月（1科目30分・週2回）
（税別）

山田 陽介
岐阜北高校 野球部
慶應義塾大学 卒

蘇原校 校舎長

２０１7年度 公立高校入学者選抜、
岐阜トップ5校不合格者296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2年目実績
2017年度 公立高校入学者選抜
岐阜学区上位4校 （岐阜・岐阜北・加納・岐山）

合格率 %100全校舎

2017年度 公立高校入学者選抜

合格率 %92.8全校舎

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

不合格者 人0
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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 岐南

水・土

水・土

火・金

高富

水・土

水・土

火・金

安城 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 高富 鵜沼 蘇原 岐南安城 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

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 月・木 火・金 火・金

2年生 5科目 月・木 月・木 火・金 火・金

3年生 火・金 火・金 月・木 月・木

学　年 科　目 高富 鵜沼 蘇原 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

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・火・木・金
から選択

3年生

学　年 科　目 高富 鵜沼 蘇原 岐南安城 授業時間

19:20～20:30前  半

20:40～21:50後  半

岐阜高校、岡崎高校、刈谷高校合格を目指す、ハイレベルコースです。とも
に偏差値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。

岐阜高校・岡崎高校・
刈谷高校 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 高富 鵜沼 蘇原 岐南安城 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

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

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 火 月 月

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

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

学　年 科　目 高富 鵜沼 蘇原 岐南

火

月・木

月・木

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・火・木・金

から選択
月～金
から選択

6年生

学　年 科　目 高富 鵜沼 蘇原 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 高富 鵜沼 蘇原 岐南安城 授業時間

岐阜高校・岡崎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・岡崎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

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

月～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 高富安城 鵜沼 蘇原 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、人間としての成長を大切にします。
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。中学では昨年度教科書が改訂され、アクティ
ブラーニング（問題解決型学習）が多く取り入れらるようになりました。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.

※安城校のみ、模試代をいただいております全コース、入塾金・模試代・諸経費は一切頂きません。
２０１7年度高校受験 岐阜トップ5校不合格者296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。
高校受験合格率 92.8% 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2年目実績

といえば
英語に強い
進学塾

苦
し
い
か
ら
逃
げ
る
の
で
は
なく、逃げるから苦しくなる。最後

まで
やり

抜く
強
い
ハ
ー
ト
を
育
て
ま
す

※安城校のみ、模試代をいただいております

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。

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、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。

※詳細は各校舎までお問い合わせください。

7／26  ・27水 木

モンゴル村など、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。

GKだけのオリジナルイベント。
「楽しい」から、効果あり。

読書感想文を書くのが
100倍楽しくなる体験授業。

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。

算数ってこんなに面白い!?
算数オリンピックに挑戦。

大人が挑戦しても楽しい、算数パズルのような問題
など、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。

塾外生も
参加可能です!最先端の学習ツール

iPadを全校舎・全学年配布
●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を使って、ご自宅から質問や宿題も。 無 

料

高富・鵜沼………6/19
蘇原・岐南………6/20

開　催
予定日

月

火

※参加無料ですが、人数には限りがございます。

7/29　 ・8/5
両日ともに10:00～11:30

開　催
予定日

土 土

※参加無料ですが、人数には限りがございます。

月～金
から
選択

月～金
から選択


