
中学生
全校舎・全学年
入塾締切間近!

GKの進学塾が高校受験において大切にしていることは、「15歳のちっちゃなハートを傷つ
けない」ことです。高校受験で人生の全てが決まるわけではありません。生徒一人ひとりの将
来を見据えた進路指導を行っていきます。

15歳のちっちゃなハートを傷つけない、
GKの進路指導。

98.0%2020
年度合格率

岐阜、岐阜北、加納
岐山、各西 100%合格率

97.6%2019
年度合格率

岐阜、岐阜北、岐山、
長良 100%合格率

2018
年度合格率 94.4%
岐阜、岐阜北、岐山、
長良、各務原西 100 %合格率

岐阜学区公立高校入試  GKの進学塾生

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日
入塾
締切

中3・高3（全コース） 
中1・中2（本科コース）

GKグループ 岐阜 検索 ［GKの進学塾］ https://gk-shingaku.com ［GKグループ］ https://gk-group.jp

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

卒塾生がプロデュース、
社会で生き抜く子どもを育む。

2017年に登場したフルーツサンド専門店「hanasand」。
GKの進学塾を卒塾した大学生が中心メンバーであった学
生団体Rapport（ラポール）が企画・立案・運営に携わり、
岐阜に雇用を創出するというGKの理念のもとに誕生しまし
た。GKの進学塾は、受験がゴールではなく、社会で生き抜く
力を、楽しさと思い切りと安心感を持って学ぶことができる場
所です。

GKグループは、教育事業をはじめ、医療・福祉・建築・飲食
を展開しており、GKの進学塾卒塾生も最前線で多数活躍して
います。

中
学
生

昨年度後期中間から、今年度前期中間までの推移

昨年度中３の岐阜新聞テストの推移から、最終高校合格結果
岐阜新聞テスト 岐阜新聞テスト

岐阜新聞テスト 岐阜新聞テスト

岐阜新聞テスト 岐阜新聞テスト

高
校
生
2021年度 前期中間テスト結果（集団授業コース）

G K の 進 学塾
卒 塾 生インタビュー

八甲株式会社
代表取締役　後藤 美奈子

失敗も成功も認めてくれる場所。
「自身が子どもを持つ親となった今だからこそ、私を見守り支えてくれた親や先生方のありがた
みを強く感じます」
と語ってくれたのは、現在2児の母でありながら、ゴルフ場・ゴルフ練習場・ボウリング場の
経営、美容商品の開発販売・エステサロン経営などを手がける後藤さん。

「学生時代は、勉学に励まなければならない一方で、思春期という自分でもどうコントロールし
ていいのかわからない心の揺れがあるものです。私自身もそんな経験がありました。しかし、
どんな葛藤や苦悩があっても何故か塾には行く気になる自分がいました。そこには、生徒のこ
とを思い全身全霊で向き合い、認めてくれる絶対的な安心感があったからだと思います。塾で
ある以上勉強を教えるのは当たり前、しかし学習塾の枠組みにおさまらず、失敗も成功も認め
てくれる場所は、まさしく自分の居場所となっていました。先生や仲間など周囲の支えがあっ
たからこそ、一人で解決できないことも何倍もの力を発揮し前進することができました。多感
な時期だからこそ、このような環境があったことに改めて感謝しています」

「現在1歳と4歳の育児をしながら事業を行っています。私一人ではどうしようもできないこと
も、周りの方々の助けを借りて成り立っています。先生方との出会いと経験が、自己肯定感を
高め前進する力に繋がっています。学生期間は人生の序盤に過ぎません。勉強の枠にとらわれ
ず、小さなことも一緒に悩んで解決へ導いてくれる、そんな塾に身を置いてみると、何かが見
えてくるかもしれません」



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 ［GKの進学塾］ https://gk-shingaku.com　　［GKグループ］ https://gk-group.jpGKグループ 岐阜 検索

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「親孝行」を軸とした、大学生まで通える進学塾！
自分に大きく期待をし、「失敗する勇気を持つ」

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こととなります。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ことだと教え
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。

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

5科目

¥25,300（税込）1年生 火・金

¥25,300（税込）2年生 火・金

¥27,500（税込）3年生 水・土

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

授業料学　年 科　目 授業時間全校舎

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

¥16,500（税込）1年生

¥16,500（税込）2年生

職業科 ¥12,100（税込）学校

2科目／ 1コマ

¥16,500（税込）3年生
月・火・木・金
から選択

月・火・木・金・土
から選択

月～金
から選択

19:20～20:30前  半

20:40～21:50後  半

学　年 科　目 授業時間 授業料鵜沼高富 岐南・蘇原

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。

5科目
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

1年生 ¥23,100（税込）月・木

2年生 ¥23,100（税込）月・木

3年生 ¥25,300（税込）水・土

学　年 科　目 授業時間 授業料全校舎

本科コース
集
団
授
業
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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。

¥13,200（税込）1年生
¥13,200（税込）2年生 2科目／ 1コマ

月～金
から選択

¥14,300（税込）3年生

19:20～20:30前  半

20:40～21:50後  半

月・火・木・金
から選択

授業料学　年 科　目 高富 岐南・蘇原 鵜沼 授業時間

月・火・木・金・土
から選択

小学生コース 4年生 5年生 6年生

集
団
授
業

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 ¥7,700（税込）

5年生 算数・国語・英語 17:20～18:45月・木 ¥12,100（税込）

6年生 算数・国語・英語 17:20～18:45月・木 ¥14,300（税込）

学　年 科　目 全校舎 授業時間 授業料

本科コース

2021年度 コース

入塾までの流れ

両者の合意のもと、入塾。
定員となり次第、

入塾締め切りとなります。

入塾面談・テスト
個別での入塾面談やテストを実施。
GKの進学塾についての
ご説明もいたします。

お電話またはWebサイトより
お問い合わせください。

お問い合わせ

最寄りの校舎へお気軽にお問い合わせください 電話受付時間／10:00～20:00（土日祝も可）

中学生、全校舎・全学年が今年入塾のラストチャンス!
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。

POINT
03

これまで、看護師50名以上を輩出してきました。4年制大学
のみならず、短期大学、専門学校の進路指導にも力を入れ、
進学から就職先までの情報を把握し、後に続く生徒の進路
指導に役立てています。また、GKグループが運営する訪問看
護ステーションの看護師をはじめ、いつでも先輩の話を聞く
ことができるのもGKの強みです。

看護専門学校の進路指導も

POINT
01

GKの進学塾では、小中学生にiPadを無償貸与しているた
め、万が一学校が休校になった場合でも、すぐにオンライン
授業を実施することが可能です。実際に2020年4月～5月
の学校休校期間中であっても、授業を行うことができました。
コロナを理由に子どもたちに負担をかけないように、日々工
夫と成長を重ねています。

コロナ禍でも安心、オンライン授業対応

POINT
02

AO入試・推薦入試 合格実績

名古屋市立大学 経済学部 経済学科
名古屋工業大学 工学部 創造工学教育課程
岐阜薬科大学 薬学部 薬学科 ほか多数

加納 →
長良・岐山 →
岐阜北 →

各務原西 →
岐山 →
岐山 →

南山大学 法学部 法律学科 （指定校）
立命館大学 経済学部 経済学科 （指定校）
同志社大学 経済学部 経済学科 （指定校）ほか多数

つのポイント3GKで結果が出る

中学生

入塾締切間近!
全校舎全学年

10/31  まで日


