
岐阜への貢献を
自分なりの方法で実現し続ける。
大学卒業後、岐阜県内の印刷会社勤務を経て、2018年に広告代理店ＳＯＵ株式会社を設立。
県外の大学へ進学するも、地元で就職・起業をし、「岐阜への貢献」を胸に日々奮闘する平田さん。

「私は中学2年生～高校3年生まで塾でお世話になりました。高校受験、大学受験を先生方に支えられ
ながら乗り越え、無事に希望の大学へと進学することができました。今振り返ると、当時はかなり手のか
かる生徒だったと思います。そんな私でしたが、先生方は決して見放すことなく、勉強や進路のこと、将
来のこと、遊びのことなど、あらゆることに親身に相談に乗ってくれました。そして何よりも嬉しく感じて
いることは、大人になった今も当時と変わらない関係が続いており、ご飯を食べながら相談に乗ってい
ただいています。このような関係が続けられるのは、GK以外ではなかなか無いのではないでしょうか。」

GKで教わった「岐阜への貢献」という言葉が常に頭の中にあり、就職・起業は迷うことなく岐阜を
選択したそう。

「立命館大学を卒業後、迷うことなく地元岐阜での就職を選択しました。県内印刷会社でディレク
ターとして企業・行政の広告プロモーションを担当し、2018年にはＳＯＵ株式会社を設立しました。
岐阜で起業し、岐阜のクライアントの課題解決や円滑なコミュニケーションのための一翼を担う事
業を行っています。先生方からずっと言われ続けていた「岐阜への貢献」を、これからも私なりの方
法で実現し続けていきたいと思います。」

新年度入塾生募集開始！
定員になり次第、申し込み締切！！

対象学年 小学4年生～高校3年生

2021年度入塾者数

2020年度 206名
2019年度 189名

220名

開校7年目実績

過去最多入塾者数

最寄りの校舎へお気軽にお問い合わせください

入塾までの流れ
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。

面談・テスト
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
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

電話受付時間／10:00～20:00（土日祝も可）

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

那加中
（蘇原校）

岩野田中
（高富校）

418点
453点

鵜沼中
（鵜沼校）

笠松中
（岐南校）

415点
467点

新中1準備講座を受けると、これだけ結果が出る！
2021年度 中1前期中間テスト結果

新中1準備講座のポイント!
Point 1

英語・数学サキドリ授業
中1前期中間テスト範囲までを、英語・数学に絞り徹
底指導します。小学生で英語に触れていない子でも大
丈夫。中学最初の大きなテストで成功体験を。

Point 2

地元公立中学の情報提供
地元密着の進学塾だからできる、公立中学の定期テス
ト、部活、内申などの情報を収集・分析。はじめての中学
生のお子さまをお持ちの保護者さまにも安心です。

小学6年生対象

2/3 木

スタート！

2月コース

3/3 木

スタート！

3月コース

対 象 小学6年生科 目 英語・数学

時 間 17:20～18:45 （週2回）

期 間 2月または3月から、週2回・選べる通塾4パターン 月・木 月・金 火・木 火・金
入塾金・諸費用無し／ iPad配布特典付き　※iPadは、個人毎にゲーム・利用時間等の制限がかけられるので、安心してご利用いただだけます

授業料 ¥7,700 （税込）/月

※小学4年生・5年生も次学年準備講座を開講いたします。詳しくは最寄りの校舎までお問い合わせください。 自分に合わないと感じたら、遠慮なく申し出てください

入 塾 全額返金
1ヶ月間
GKを体験

G K の 進 学塾
卒 塾 生インタビュー

SOU株式会社
代表取締役　平田 創太朗



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

つのポイント3GKで結果が出る
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

岐阜学区公立高校入試
合格実績

POINT 02

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

2019 年度合格率

97.6 %

岐阜、岐阜北、岐山、
長良

100%合格率

2020年度合格率

98.0 %

岐阜、岐阜北、加納、
岐山、各務原西

100%合格率

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。

年間の総費用で選ぶなら、GKの進学塾

POINT 01

年間授業料（他塾比較）

他塾

GK 約42万円中
学
3
年
生 他塾

GK 約43万円高
校
3
年
生

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。

2022年度 コース予定

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

総合型選抜(AO入試)、学校推薦型選抜(国公立推薦や指定校推薦)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

個
別
指
導

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

ハイレベルコース 小学 5・6年生 中学 1・2・3年生

岐阜高校を目指すハイレベルコースです。

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 全校舎 授業時間 授業料

¥49,500（税込）

¥66,000（税込）

¥55,000（税込）

¥55,000（税込）

¥66,000（税込）3年生

小
学
生

　

中
学
生

詳しくは最寄りの校舎までお問い合わせください。

中学生の岐阜高校合格コースへとつながる、完全個別指導の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、小学校の教科書の内容を超えた、私立中学校受験まで対応
する問題集を使用しながら高い学力と応用力を養います。各家庭のご希望に応じて、岐阜県内の私立中学
受験にも対応することが可能です。校舎の責任者が、各生徒一人ひとりの学力状況に合わせたカリキュラム
を作成して対応します。

私立中学受験、岐阜高校合格を目指す、
完全個別指導のハイレベルコース

開校以来

岐阜高校 不合格者

スーパーキッズ
コース 小学 5・6年生

対象

中学校オンライン説明会
GKの進学塾の 塾に通っていない方でもご視聴いただけます 参加

無料

※過去の説明会の様子

新中学1年生を対象に、
中学校や高校進学に関する内容を
オンラインでご説明いたします。
GKの進学塾は、小学4年生から高校3年生までを各校舎で指導して
います。新指導要領となった中学校の現状から、高校受験に向けて
の中学1年生からの取組み、高校進学後への考え方まで、GKならで
はの視点から、Youtube限定動画にて、ご説明させていただきます。

●GKの進学塾 年間スケジュール
●中学校の内申点（通知表）のつけ方基準

●高校の種類と入学基準、各地域の中学校に関する情報
●高校進学のその先は...　など

説明会の内容

参加方法など、詳しくは最寄りの校舎までお問い合わせください。


