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G-PAPILSは、
ノビナヤミさん
救済塾。

ジーパピルス

ジーパピルス
ノビナヤミさんを助ける
G-PAPILSの強み

ノビナヤミさんになって
しまっていませんか？

勉強する習慣が身についていない、勉強しているはずなのに目標とする

点数になかなか届かないなど、成績に伸び悩んでしまう原因の多くは

勉強のしかたにあります。G-PAPILSはそんな“ノビナヤミさん”が抱く

「あともう少し！」という気持ちに応えます。

最大で週5日、必要な分だけ授業を受けられます。月々の授業料は受講する教科数による定額制です。

欠席した授業を振り替えても、テスト前に授業を追加しても、追加料金は一切かかりません。

通塾曜日・時間・学習内容は学習状況や予定に応じて一人ひとり個別に設定します。習い事や部

活動などの予定を考慮しながら、効率良く学習を進めることができます。

先生が一人ひとりの答案を細かくチェックすることで、ケアレスミスにつながる小さなミスも見逃

しません。確認テストの内容は全員ができるようになるまで手厚く指導します。

テスト1週間前には、塾で受講している科目に関わらず学校のワークを5科目分チェック。

さらに、暗記補助アプリ「モノグサ」を利用して漢字・英単語・語句の暗記をサポートします。

AI（人工知能）を利用した学習システム「GDLS」が弱点を徹底分析。自分の学習状況と学習す

べき内容がはっきりと見えることで課題意識が養われ、自宅での学習を促進します。

家だと集中して
勉強できない

家だと集中して
勉強できない

※GDLSについては次ページをご覧ください

勉強時間が
足りていない

勉強時間が
足りていない

塾で習っていない
科目が弱い

塾で習っていない
科目が弱い

いつも無計画に
勉強しがち

いつも無計画に
勉強しがちテストでケアレス

ミスが多い

テストでケアレス
ミスが多い

“3つのお約束”
G-PAPILSは、先生×授業映像×AIで “わかるまで・できるまで”

集団指導や個別指導との違いをもっと詳しく！

やる気を引き出し、学習習慣を育む指導
地元の教育事情を知り尽くした進路指導

教務部長

石井 辰哉

実績豊富な講師陣の高品質な授業 学習状況をデータで客観的に表示
目的に応じた幅広いレベル設定 個別に最適化された問題に取り組める

一人ひとりの学習状況と目標に合わせた個別学習計画に沿って指導します

私たちの指導を通して、「できるようになった」「テストの点数が上がった」「志望校に合格した」と

お子さまの笑顔を見ることができたらこれ以上の喜びはありません。学習のお悩みは何でもお任せ

ください。いっしょに解決方法を探していきましょう。

1

確認テストを行うことで、学習内容の理解度を細かくチェックします

一人ひとりとこまめな面談を行うことで、学習意欲を高めます

2

3

先生 映像 AI

通い放題・受講し放題

オーダーメイドの学習計画

確認テストで理解度チェック

テスト前はGDLS※で家でも塾でもテスト勉強

受講科目に関わらず5科目サポート（中学生）
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どう違うの？
集団指導・個別指導と大きな違いが出る

ポイントをご紹介します

集団指導・個別指導ではなかなか実現できなかったことを
自立型個別学習で可能にしました

と

「できるまで」学べる？

01
Point

02
Point

03
Point

授業時間数・回数が予め決まってい

るため、全員ができていなくてもどん

どん先に進んでしまいます。

全員一律のカリキュラムに沿って進

むため、授業内容を一人ひとりに合

わせることはできません。

教科によって先生が変わるため、全

教科の先生がお子さまに合うかどう

かはわかりません。

宿題や前回学習した内容の
確認などをしてから学習開始

教科によって先生が変わる上に、学

生の先生の場合、指導力にばらつき

があったり、体験のときと実際の先

生が違ったりということも。

授業映像は一流講師による高品質

な授業。教室では毎日同じ専任講師

がお子さまとの信頼関係を築きなが

らサポートします。

個別カリキュラムを作れますが、「予

習・復習・テスト対策」と欲張ってしま

うと、授業料がどんどん膨れ上がっ

てしまうこともあります。

受講している科目なら「学校の先取

り」「前学年の復習」「次学年の先

取り」どれをしても授業料は変わら

ず定額のままです。

授業時間数・回数が予め決まってい

るため、できないところを全て指導し

ようとすると時間が足りなくなり、先

に進めなくなってしまいます。

授業時間数・回数が無制限なので、

できるところはサクサク、できないと

ころはじっくり、お子さまの状況に

合わせられます。

学年や単元の壁はある？ 先生はバラバラ？

開始のあいさつ

導入授業 演習問題 解説授業理解度確認問題

前回の振り返り 確認テスト

集団指導 個別指導

集団指導

個別指導

G-PAPILS
自立型個別学習自立型個別学習

基本的な授業の流れ

※授業の流れは、学年・教科・学習内容によって異なる場合があります※

01

04 05 06 07

02 03

08 09 10

授業のはじめに、全員であい
さつを行います

新しく習う単元を、授業映像
を通して学習します

授業の振り返り
次回の授業や自宅学習に活
かします

終了のあいさつ
授業のおわりにも、全員であ
いさつを行います

宿題
理解度に合わせた宿題で、
より理解を深めます

確認問題の正答率からAIが
理解度を分析します

一人ひとりの理解度に合わ
せた問題が出題されます

間違えた・わからなかった問
題の解説が受けられます

前回までに学習した内容を
理解できているか確かめます

学研グループが総力を挙げて開発した、人工知能搭載の個別最適化学習支援ツール。一人ひとりに適

した問題演習と、学研グループの一流講師による問題解説が受講可能な上、進捗状況がリアルタイム

に確認できる最先端のシステムです。

Gakken Digital Learning System
教室でも 自宅でも

次の単元へ

次の単元へ 個別
のフォローも行い

ま
す

先生が細かくチェック
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小学生 公立中進学コース
中高一貫校受験対策コース

お子さま１人ではなかなか理解が難しいところを、お子さまの学習状況に寄り添った指導で

「分かる」「できる」に変えていきます。お子さまが問題を解く途中で手が止まれば、すかさ

ず解き方や考え方のヒントを出して、お子さまの学習をとことんサポート。首都圏のプロ講

師による授業映像を活用しながら、「わかるまで」「できるまで」とことん指導します。

教科書レベルの基本問題から、教科書
レベルを超えた応用問題までの演習を
十分に行い、中学数学の土台を作ります

「QUREO」（キュレオ）は、多数のインターネットサービスを運営するサイバーエージェントグ

ループの開発ノウハウが詰まった、オンラインでプログラミングを学ぶことができる学習ツー

ルです。カリキュラムは、2013年から述べ3万人が受講したプログラミングスクール「Tech 

Kids School」が監修。プログラミング未経験の子どもでも楽しく、自立的に学習を進めるこ

とができ、本格的なプログラミングの基礎となる技術力を身につけることができます。

小学校の授業で行われる聞く・話す演習
に加えて、読む・書くを中心とした中学英
語の設問形式に取り組みます

オプション講座

英語を習って、学校の英語の時間

に「あ、これ習った」と思うことが多く

なったのでよかった。

塾で習ったことが学校の授業で役

に立ったのがよかった。学校で習った

ことの復習になったのがよかった。

基本から応用までの演習を十分に行い
ながら、知識を活用して解答を導く力を
身につけます

基本から応用までの演習を十分に行い
ながら、知識を活用して解答を導く力を
身につけます

授業料 諸経費

8,690円 ＋ 2,860円

11,550円/月

3
March

理科実験イベント
理科実験イベント お楽しみイベント 冬期講習会春期講習会春期講習会 夏期講習会保護者面談

保護者面談
保護者面談

April
4

May
5

June
6

July
7

August
8

September
9

October
10

November
11

December
12

January
1

February
2

17：00～17：50
火時間割

算
算

英 英
水 木 金 土

ー

18：00～18：50
19：00～19：50
20：00～20：50
21：00～21：50

算数

国語 理科

社会 英語

読解力を伸ばしながら「思考力・判断
力・表現力」が身に付くよう、“考える”問
題にも取り組みます

小5 公立中進学コース　2科目（算数・英語）

月々の授業料は受講する科目数による定額制です。
欠席した授業を振り替えても苦手な科目の授業を追加しても追加料金は一切かかりません。

難しい単元のときに
はコマを追加して学
習時間を十分に確保

欠席してしまった分
の授業を翌日に振替

八山田校　小4・男子 八山田校　小5・女子

自分のペースでできるし、動画を

戻せるからわかりやすい。

八山田校　小6・男子

指導のポイント

通塾例

塾生の声

4・5・6年生
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定額制
授業料

0円＋
追加料金

受講科目数による 振替・授業追加



中学生

解いて覚える、記憶アプリ

無料Monoxer（モノグサ）

たくさんの問題演習を行い、先生が一人ひとりの解

答プロセスをチェックすることで、テストで確実に得

点する力を養います。

全ての教科で総合的に学力を伸ばすためには、早い

段階から国語を得意にしておくことが重要です。「考

える力」の土台となる言語能力を鍛えます。

一つひとつの現象や法則の理解を深めることで基

礎から応用まで対応できる力を養います。

暗記教科ととらえられがちですが、「理由と一緒に覚

える」「関連づけて覚える」などの効率的に覚えるた

めに必要な工夫を交えながら指導します。

時間割

メリハリのある時間割で、休憩時間はみなで楽しく、授業は個別で真剣に学習しま

す。G-PAPILSの授業スタイルで、定期テストに向けた「集中力」がどんどん身につい

ていきます。定期テスト前は学校のワーク５科目を仕上げるサポートもしていきます。

モノグサは「覚える・暗記する」を手助けするツールです。

英単語や理科・社会の語句などを中心に、誰もが経験する「なかなか暗記できない…」「覚え方が分か

らない…」というような悩みを一気に解決してくれます。問題を解くことで、記憶状況や弱点をAIが分

析。一人ひとりの状況に合わせて、最適な問題がどんどん出されます。スマホで取り組めるから、スキマ

時間にサクッと気軽に勉強できます。くり返し練習した後は、テストを実施して成果を確認します。

桑野本部校　中2・男子 八山田校　中2・女子 コスモス通り校　中1・女子

新教研もぎテスト 新教研もぎテスト 新教研もぎテスト
冬期講習会 冬期講習会春期講習会春期講習会 夏期講習会夏期講習会定期テスト対策 定期テスト対策 定期テスト対策 定期テスト対策

保護者面談
保護者面談

保護者面談

数学

国語

理科 社会

英語

5科目

17：00～17：50
火

数
数

数 英
英
英

水 木 金 土

ー

18：00～18：50
19：00～19：50
20：00～20：50
21：00～21：50

中2　2科目（数学・英語）

テスト前の部活停止期間中は
授業を増やしてテスト対策 18,590円 ＋ 2,860円

21,450円/月

指導のポイント

通塾例

塾生の声

1・2年生

授業料 諸経費

受講科目問わず

3
March April

4
May
5

June
6

July
7

August
8

September
9

October
10

November
11

December
12

January
1

February
2

7 8

10代は言語能力が伸びる時期です。正しい勉強法で

学べば誰でも英語が得意になります。当塾では、英

語を耳で聞き、口で音読し、目で読み、そして手で書

くことを繰り返し、英語力を総合的に伸ばします。

月々の授業料は受講する科目数による定額制です。
欠席した授業を振り替えても苦手な科目の授業を追加しても追加料金は一切かかりません。

定額制
授業料

0円＋
追加料金

受講科目数による 振替・授業追加



自分で参考書を読むだけ、問題集を解くだけでは、

式の形だけを覚えて機械的に当てはめることしかで

きなくなります。当塾では「なぜそう解くのか」をしっ

かりと理解させるので、どんな問題にも応用のきく解

答力が得られます。

福島県や全国の入試問題の良問を選りすぐったテキ

ストを使用。わからない問題はできるまで個別指導

します。志望校合格に向けて、効率よく受験勉強でき

ます。

どのような問題にも対応できる読解力を養成するため

には、読解のポイントを基礎から段階的に押さえてい

く体系的な学習が必要です。当塾では、体系的に問

題演習を行い、計画的に読解力を育成します。

10代は言語能力が伸びる時期です。正しい勉強法で

学べば誰でも英語が得意になります。当塾では、英

語を耳で聞き、口で音読し、目で読み、そして手で書

くことを繰り返し、英語力を総合的に伸ばします。

定期試験や高校入試でよく出る問題を厳選。取り組

む問題の一つひとつがテスト本番で得点するための

力になります。

当塾のカリキュラムでは、各単元の内容を整理し、必

要な知識だけをまとめてありますので、細かすぎる効

率の悪い勉強や、大雑把すぎる穴のある勉強になる

心配がありません。最短時間で最大の効果を上げる

ことができます。

数学

国語

理科 社会

英語

受験対策

17：00～17：50
火

数
数

英
英 理

理

水 木 金 土

ー

18：00～18：50
19：00～19：50
20：00～20：50
21：00～21：50

中3　3科目（数学・英語・理科）

22,990円 ＋ 2,860円

25,850円/月

桑野本部校　中3・男子 桑野本部校　中3・男子 桑野本部校　中3・女子

春期講習会
新教研もぎテスト 新教研もぎテスト保護者面談

保護者面談春期講習会 定期テスト対策 定期テスト対策夏期講習会
新教研もぎテスト 新教研もぎテスト

定期テスト対策
新教研もぎテスト

冬期講習会
新教研もぎテスト

冬期講習会 定期テスト対策
新教研もぎテスト新教研もぎテスト

夏期講習会

志望校合格を実現するために、高校受験の日程から逆算した個別学習計画に基づいて授業を進めます。学習

した内容が理解できているかチェックするため、確認テストを行い、できるまで個別指導します。入試や模試の

過去問指導を行う受験対策講座も充実しております。さらに、受講科目に関わらず、最新の暗記アプリ「モノ

グサ」で塾でも自宅でも漢字・英単語・理社語句暗記を協力にサポートします。

指導のポイント

通塾例

塾生の声

中学生 3年生

解いて覚える、記憶アプリ

無料Monoxer（モノグサ）
モノグサは「覚える・暗記する」を手助けするツールです。

英単語や理科・社会の語句などを中心に、誰もが経験する「なかなか暗記できない…」「覚え方が分か

らない…」というような悩みを一気に解決してくれます。問題を解くことで、記憶状況や弱点をAIが分

析。一人ひとりの状況に合わせて、最適な問題がどんどん出されます。スマホで取り組めるから、スキマ

時間にサクッと気軽に勉強できます。くり返し練習した後は、テストを実施して成果を確認します。

5科目

受講科目問わず

3
March April

4
May
5

June
6

July
7

August
8

September
9

October
10

November
11

December
12

January
1

February
2
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合 格

時間割

テスト前は追加授業

授業料 諸経費

月々の授業料は受講する科目数による定額制です。
欠席した授業を振り替えても苦手な科目の授業を追加しても追加料金は一切かかりません。

定額制
授業料

0円＋
追加料金

受講科目数による 振替・授業追加



よくあるご質問
小・中・高校生の保護者様から

授業が映像でも集中できますか？

どの学習形態であっても、授業中にずっと集中を保ち続けるのは難しいもの

です。集団指導や個別指導の場合には一度聞き逃してしまったことを取り

戻すのが難しいですが、映像の場合には遡ることで簡単に取り戻せます。

先生が一人ひとりに目を配ることで、集中の途切れをすぐに見抜き、個別

に対処することができるのも自立型個別学習ならではの強みです。

部活動や習い事と両立できますか？

お通いの中学生の方の大半が部活動を、小学生の多くの方がスポーツやピ

アノなどの習い事をしていらっしゃいます。両立できるように、ご希望の曜日

と時間帯でカリキュラムを個別に組んでまいりますのでご安心ください。

授業の予習は必要ですか？

子どもがちゃんと塾に行っているか
知ることはできますか？

宿題は多いですか？

G-PAPILSでは学校の授業の先取りを行っているため、予習の必要はありま

せんが、学習した内容の復習をするための宿題があります。宿題の量は、5

教科受講しても負担になりすぎないように一人ひとり調節していますのでご

安心ください。

お子さまの入退室をメールやアプリの通知でお知らせするシステムがござ

います。塾でのお子さまの様子は、定期的な三者面談やお電話でお伝えす

るようにしております。また、各教室のFacebookには教室でのできごとも投

稿しておりますので、ぜひご覧ください。

「できるまで」というのは、何か
具体的な基準があるのでしょうか？

「先生に説明できるまで」「確認テストに合格できるまで」といったように客

観的に理解度を測るようにしております。例えば、小・中学生の確認テスト

では、合格点に満たなかった場合に追試やフォロー、自習室利用の声がけ

などを通して「できる」を目指します。

高校生
部活動に勉強に忙しい高校生活だからこそ、自立型個別学習のスタイルでより効率

的に学習を進めていきませんか。定期テスト対策から共通テスト対策まで対応した

幅広い講座で、高校入学から大学入試までを全面サポートします。

数学ⅠA：

英文法・英語重要構文・英文解釈・リスニング・
リーディング・スピーキング・ライティング

化学基礎・化学・物理基礎・物理・生物基礎・
生物・地学基礎・地学

日本史B・地理B・世界史B・政治経済・現代社会・倫理 現代文・古文・漢文

数学ⅡB：数学

国語

理科

社会

英語

式の関係・実数・1次不等式・集合と命題・2次関数とグラフ・2次関数の最大と最小・2次関数の決定・グラフと
2次方程式・グラフと2次不等式・三角比・三角形への応用・データの分析・場合の数・確率・図形の性質・整
数の性質

式と証明・複素数と方程式・図形と方程式・三角関数・指数関数と対数関数・微分法と積分法・ベクトル・数列

数学Ⅲ： 複素数平面・式と曲線・関数・極限・微分法・微分法の応用・積分法・積分法の応用
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19,690円 ＋ 2,860円 22,550円/月
授業料 諸経費

月々の授業料は受講する科目数による定額制です。 欠席した授業を振り替えても苦手な科目の授業を追加しても追加料金は一切かかりません。

定額制
授業料

0円＋
追加料金

受講科目数による 振替・授業追加

2科目
例



教室紹介

講師紹介
小林完満です。うどんを食べるためだけに香川県に行く程う

どんが大好物な私ですが、こういう旅行の時、社会の勉強を

していてよかったなと感じます。「ここが合戦跡地か」とか「こ

こが砂浜海岸か」とか、楽しむ要素が増えるからです。勉強自

体はつまらない事もありますが、勉強は楽しみに「+α」をくれ

るもので、勉強を通してより楽しくより豊かになれる、という

思いを持って子どもたちの学習指導に当たっています。

こんにちは、教室長の高橋です。ジーパピルスでは、一人ひと

りに寄り添うことを大切にしています。中学生・高校生を中心

に、こまめに面談をすることを心がけています。勉強面はもち

ろん、どんな些細なことでもすぐに相談に乗ります。明るく、

楽しく、親しみやすい先生たちがたくさんいるジーパピルスへ

ぜひお越しください！

石井辰哉です。２０年弱、塾で小中高生の指導を行っていま

す。生まれも育ちも郡山で二児の父。塾でも家庭でも子どもと

向き合う日々を送っています。趣味は、読書・温泉・将棋観戦。

子どもたちの「分かる」「できる」をサポートし、成績アップ・志

望校合格を通じて、子どもを元気にすることが私の使命だと

考えています。

こんにちは。教室長の佐藤哲郎です。5教科指導の中でも理

科は特に得意です。教育に対する熱はどんな塾の先生にも負

けないと自負しています。モットーは「学ぶことは人生の宝

物」。誰とも馴染みやすく、明るい性格です。自ら元気よくあ

いさつすることで、あいさつの大切さを生徒のみなさんに伝え

ています。どうぞよろしくお願い致します。
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郡山駅東口校

TEL：0249422552
郡山市芳賀1-1-7 サンシャインヒルズ2F

八山田校

TEL：0249253720
郡山市八山田西5-54

コスモス通り校

TEL：0249614879
郡山市堤3-136 小林ビル102・103

桑野本部校

TEL：0249614879
郡山市桑野3-19-9 ラフィーネ桑野1F
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