
たくさんの出会いと経験が、
変化と成長をもたらした。

卒塾生インタビュー 社会人2年目　山本  美穂

大手不動産会社で営業職として勤務する、社会人2年目となる山本さん。
山本さんが塾に通い始めたのは、高校3年生。
当時、小さい頃からぼんやりと思い描いていた看護師という夢を疑うこともなく、ただ
成績が伸び悩み、塾に駆け込んできたそう。
「入塾後しばらくすると、本当に自分は看護師になりたいのかという疑問がわきまし
た。先生とも何度も話をする時間をいただき、自分の将来と向き合い、進路を四年制
大学に変更しました。大学生時代の4年間は、GKが主催していた学生団体
「Rapport-ラポール-」に所属し、そこですべてが大きく変わることになりました。」

「Rapportでは、経営者の方をはじめ、社会でイキイキと活躍している方々と出会い、
お話させていただく機会を多くいただきました。また、この団体での活動を通して、あ
まり社交的ではなかった自分が人に興味を持つようになり、もっとたくさんの人たちの
話を聞いてみたいと思えるようになりました。思えば、これらの活動すべてが今の仕事
に就くきっかけになったと思います。
営業活動をしていると、売ることが目的のように勘違いをしてしまう瞬間があります。
そんな時は、立ち止まり、自分が何のために働いているのかを振り返るようにしていま
す。私は自分と関わってくださった方を一人でも幸せにしたいと思い、今の仕事に就
きました。一つでも多く、ありがとうの言葉をいただけるよう、もっと成長することを楽
しんでいきたいと思います。」

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

4月からの勉強準備は大丈夫ですか？
新中1・新高1のみなさん、

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。

GKの進学塾では、入塾テストを取り入れております。それ
は、お子さまのレベルに合った教育を受けてほしいという私
たちの思いがあるからです。必ずしも集団授業が良いという
わけではなく、１対１の個別指導や、家庭教師のほうが向い
ているお子さまもいます。GKの進学塾は、利益追求の進学
塾ではありません。まじめに生徒の将来を考え、最善の教育
を行うことが私たちの役割であると認識しています。そのた
め、私たちの最高の力が及ぶ人数で入塾を締切とさせてい
ただくことがございます。まじめに取り組む生徒とともに、将
来に向かって歩んでいきます。

自分に大きく期待をし
「失敗する勇気を持つ」

4年連続
10月にて募集締切

親孝行を軸とした
最大9年間通える塾

GKは学年別に定員があり、
定員になり次第、募集締切とさせていただきます

2015年 入塾者数 183名

2017年 入塾者数 205名

2016年 入塾者数 228名

2018年 入塾者数 211名

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塾の紹介動画はコチラ

※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）https://gk-shingaku.com



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

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）

全校舎

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 蘇原・鵜沼 授業時間

19:20～20:30前  半

20:40～21:50後  半

集
団
授
業

個
別
指
導 月・火・木・金

から選択

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

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

全校舎

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

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

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

学　年 科　目 全校舎 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 授業時間

19:20～20:30前  半

20:40～21:50後  半

弱点補強コース

2019年度 コース

中学生 岐阜高校 合格コース 個別指導

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
3年生

5科目
19:20～20:30前 半

20:40～21:50後 半
月～金から選択

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）

小学生 スーパーキッズコース 個別指導

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。

5年生
6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

学　年 科　目 全校舎 授業時間 授業料

¥45,000 （税別）

¥60,000 （税別）

小学生から始めるハイレベル指導 高校受験合格率 94.4%

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 tps://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

全コース、入塾金・模試代・諸経費は一切頂きません。

iPadを使って、ご自宅から質問や宿題も。

では、

●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

iPadを
全校舎・小中学生
全員配布!

iPadを
全校舎・小中学生
全員配布!

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。

GKの進学塾には、入塾金も諸経費もありません。もちろん
入塾していただきやすい環境にすることも一つの理由です
が、高い入塾金を払ってしまったら、例え納得していなくても
続けなければいけないと思うのが人の気持ちです。GKの進
学塾は、そのハードルを取り払っています。また、GKの進学
塾の中学3年生の1年間にかかる総費用(授業料、年間教材
費、各期講習会費、入試対策講座費など全て含む)を総授業
時間数(自習時間は除く)で割った時間単価は、約650円で
す。他塾と比べてみてください。GKの進学塾は、費用の面で
も頑張る生徒を応援しています。

入塾金・諸経費って本当に必要ですか？
年間の総額で選ぶなら、GKの進学塾

安心して長く通える
価格設定

GKのイベント
塾外生も多数参加

算数オリンピック・読書感想文

GKの進学塾オリジナル
イベントとして塾外生も
多数参加する、算数オリ
ンピックや読書感想文
講座。普段の授業とは一
味違う、楽しいイベント
だからこそ、効果があり
ます。GKの進学塾では、このようなイベントを今後も多数開
催していきます。

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、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。

毎年生徒が楽しみにしている
ディズニー旅行

新年度
入塾生
募集中最

寄
り
の

校舎までお問い合わ
せく

だ
さ
い
。1年目入塾者数183人、2年目入塾者数228人、3年目入塾者数205人、4年目入塾者数211人、

全校舎・全学年(中学生)の入塾を締め切り。5年目もまじめに向き合います。


