
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

支えに感謝しベストを尽くす姿勢が成果の鍵！ 

入試当日は、合格するぞと思うより「ベストを尽く 

そう」という気持ちで臨めたので、楽しみながら解 

けたと思います。受験勉強をしていると、逃げたく 

なったりしたこともあったけど、栄進の友達、先生 

の助けがあったから、最後まで頑張ろうと思えまし 

た。栄進だったからこそ合格できたんだと思いま

す。受験勉強を通して、1 人ではなくいろんな人の支えがあったか

らこその結果だと感じています。 

I くん（明石高校） 

兵庫医療大学看護学部学校推薦型選抜で合合合合格！格！格！格！ 

 

ライバルの存在が質の高い学習につながる！ 

受験勉強を通して学んだことは、やりたくないこ 

と、苦手なことから逃げないということです。授業は 

しっかり復習して自習でたくさん問題を解くことで、 

どんどん自分がレベルアップしていくのが分かり、 

勉強をすることが楽しかったです。また、共に勉強 

をする友達の大切さを学びました。普段は心強い

味方で、時にはよくライバルになる友達が集まった第二の家でもあ

る栄進で勉強できて本当に良かったです。 

I さん（加古川北高校） 

関西福祉大学看護学部特色選抜（特待生）にて合合合合格！格！格！格！ 

 

自分自身を信じて力を出しきる大切さを実感！ 

受験勉強は人生で一番勉強をしました。合格と 

いう目標に向けて自分で取り組んだことはとてもいい 

経験になったと思っています。栄進に入学したのは 

夏期講習からでしたが、みんなが仲良くしてくれまし 

た。また、全員意識が高く、栄進に通うようになって 

から、自分も頑張らなくては…！と思うようになり、よ

い刺激になりました。受験当日は、少し緊張しましたが、今までやっ

てきた自分自身を信じて精いっぱい挑めたと思っています。 

E さん（高砂南高校） 

明石医療センター附属看護専門学校 推薦入試にて合合合合格！格！格！格！ 

 

勉強嫌いな自分でも頑張れる場所！ 

小学、中学の勉強ってほんとに大切だと思いま 

した。勉強が嫌いだから憂鬱だったけど、「友達に 

会えるし行こっ」て思って行きました。夏期講習も 

参加して、少しだけど勉強嫌なのに勉強していた 

自分を褒めたいです。栄進で出会った友達は、自 

分が今まで関わってきた人たちとは違ってて自分

の世界も広がったし、みんな大好きです！「塾」というのが嫌だった

けど、ずっと笑っていた気がします！楽しかったです！ 

K さん（松陽高校） 

相生市看護専門学校 推薦入試にて合合合合格！格！格！格！ 

 

※「現役合格 100％」とは、現役生全員が高校を卒業する 3 月末時点で進学先があるということです。2000 年開校からの現役生在籍者実数 1097 名中 1097 名が現役で合格しています。ただし短期講座受講生は除きます。 

※ 

自分の未来と真剣に向き合うことで成長を実感！ 

受験勉強でまず自分にできていないこと、ダメ 

なところに気づくことができました。栄進は全員で 

頑張るという感じだったおかげで、一緒に頑張るこ 

との大切さに気付きました。面接や小論文で自分 

を見つめ直すのは気恥ずかしくて難しかったけ 

ど、どんな看護師になりたいかなど目標を決めることができました。

栄進だったからこそ、本当に成長することができたと思います！ 

T さん（加古川南高校） 

神戸市医師会看護専門学校推薦入試にて合合合合格！格！格！格！ 

 

周りの刺激が励みになった受験勉強！ 

久しぶりに勉強をし始めたときは、まったく問題 

が解けずどうなるかと不安でしたが、コツコツ毎日 

勉強を続けることが大切だと身をもって実感した受 

験勉強でした。先生方のお勧め問題集や、毎週 

ある小テストの勉強をすることで、少しずつ苦手意 

識が減っていきました。また、一生懸命頑張る周り 

のみなさんに刺激を受け、頑張ることができました。栄進で、学習環

境の大切さにも改めて気づくことができました。 

M さん（社会人） 

姫路医療センター附属看護専門学校社会人入試合合合合格！格！格！格！ 

 

周りの人の応援が自分を奮い立たせてくれる！ 

受験勉強を通して学んだことは、わからない問 

題があればすぐに先生や友達に聞くことが大切だ 

ということです。今回合格できたのは、先生方や友 

達の応援やアドバイスがあったからこそ、頑張ろう 

と思えたし、苦手を減らしていったからだと思いま 

す。辛いときもいっぱいあったけど、最後まであき

らめなくてよかったです。先生方や友達には感謝の気持ちでいっ

ぱいです。 

I さん（加古川北高校） 

明石医療センター附属看護専門学校推薦入試にて合合合合格！格！格！格！ 

 

窮地に陥ったときこそ踏ん張ることが大切！ 

受験勉強を通して窮地で大変な時こそ踏ん張 

ることが大切だということを学びました。入試直前 

に先生から自分ができていないことや、根本的に 

怠けているところなどを教えてもらいました。不安 

定な時期で心にくるものがありましたが、負けない 

ぞと思い、できることをしました。そもそもスイッチが 

入っていなかった自分のふがいなさもあるのですが、試験前日まで

根気強く粘ることで、今の結果につながったと思います。 

I くん（加古川北高校） 

兵庫医療大学作業療法学科推薦選抜で合合合合格！格！格！格！ 

 

同じ夢を目指すみんなの支えが力になる！ 

栄進に入学してなかったら、合格できなかったと 

思います。高1 のときから大学は難しいと言われ続 

け、専門学校も進められた程学校の成績が良くな 

かったです。でも栄進で、同じ夢に向かって頑張 

るみんながいっぱいいたおかげで、頑張ることが 

できました。また先生方が熱心に教えてくださった 

り、たまに厳しい言葉も言ってくださったりしたこと

で、もっと頑張ろうと思うことができました。先生方には感謝し切れな

いほど感謝しています。 

A さん（加古川南高校） 

兵庫大学看護学部 AO 方式にて合合合合格！格！格！格！ 

 

【所在地】 

加古川市加古川町寺家町 57-6 

パンドール加古川 2F 

（国道2 号線東行沿 JR 加古川駅より徒歩5 分） 

☎



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

看護医療系の入試では、学力だけではなく、医療従事者としての資質や

コミュニケーション力をはかる人物評価が含まれます。栄進では小論文、

面接にも力を入れています。学力だけでは計りきれない受講者の特性を

引き出すため、「やり方」ではなく「あり方」に力点を置き、1 人 1 人と向き

合い思いや熱意を固め、他者に伝える表現力を養います。 

【開講コース】全日 12:00～14:30 / 夜間 19:00～21:30  

【受講料】￥16,500（1 科目全 14 回）  

【期間】2021 年 1 月 25 日～3 月 13 日 

【開講クラス・科目】 

夜間大学進学クラス 月・数ⅠA 火・生物 金・英語  

夜間専門学校進学クラス 火・英語  水・数ⅠA 

全日専門学校進学クラス 火・数ⅠA 金・英語 

「「「「基礎基礎基礎基礎のののの基礎基礎基礎基礎がががが不安不安不安不安」、「」、「」、「」、「受験受験受験受験のののの基礎基礎基礎基礎からしっかりからしっかりからしっかりからしっかり始始始始めたいめたいめたいめたい」」」」というというというという人人人人をををを対象対象対象対象にしたにしたにしたにした講座講座講座講座です。積み重ねが絶対的に必要

となる英語、数学、生物の基礎が不完全だと思ったら、もう一度基礎から徹底的にやり直し、早い段階から受験に取り

組むための準備を始めませんか？ 今の学力は一切関係ありません。夢を叶えるための学びをスタートさせましょう！ 

日本は今後超高齢社会、医療体制の変化、IT 化など変革の時代を迎え

ています。社会の変化に伴い、医療現場では高度な医療や複雑化した疾

患に対応できる人材、チーム医療で活躍できる人材が求められています。 

栄進では、「思いやりや感謝の心を持ち、学び続ける知的で温かい人材

の育成と支援」を理念に、学習支援をおこなっています。目の前の「合格」は

もちろん、本質的な人間力の向上につながるよう様々な工夫を授業に組み

込んでいます。また、教育の専門家や現役の医療職者、看護医療系教育

機関と協働し、特別講座や講演会を設けたり、合宿など学習支援ボランティ

アをおこなったり、卒業後のフォローアップにも力を入れています。 

医療現場で人を支援したいと願うみなさんには、ぜひ、受験勉強を通して

学力を向上させるとともに、多様な人の考えや価値観に触れる中で視野を

広げ、他者との差異性を大切にし、人間関係を築き上げる力を身につけても

らいたいと願っています。そのため、栄進では入学時の学力テストは一切おこ

ないません。必要なのはあなたの「やる気」です。自分と向き合い苦手を克

服する中で、学力向上とともに人間的成長を目指しませんか。 

授業に受動的な姿勢で参加するだけでは学力は向上しません。そのた

め、栄進では入試に必要な学力を付けながら、考える力そのものを高め

るために1クラス20名程度の少人数制コミュニケーション型授業を導入し

ています。授業で扱う題材と関連づけながら視野を広げることで、多様な

問題への対応力や主体性を育みます。 

医療職は各医療職との連携が求められます。栄進では学びを最大化す

るツールの一つとしてグループワークを取り入れています。生徒同士が

自ら教え合うことで、客観的事実に基づく考え方や他者にわかりやすく伝

える力を育みます。その中で他者と協働する力そのものを高め、進学後

に生きる力を身につけます。 

基礎の基礎から徹底的に指導します。 

 栄進では受験勉強のみにとどまらず未来の医療を担う人材育成につなげること

を目指し、本質的な人間力の向上を目指した支援をおこなっています。その一環

として養成学校の先生方や医療機関の関係者と連動しながら、医療現場で活躍

できる医療人を目指す「新しい医療人のための講座」を開講しています。この講座

では、①①①①社会人資質を身に付ける、社会人資質を身に付ける、社会人資質を身に付ける、社会人資質を身に付ける、②②②②ケアする力、思いやる力、気持ちよく働く姿ケアする力、思いやる力、気持ちよく働く姿ケアする力、思いやる力、気持ちよく働く姿ケアする力、思いやる力、気持ちよく働く姿

勢などしなやかな強さを身に付ける、勢などしなやかな強さを身に付ける、勢などしなやかな強さを身に付ける、勢などしなやかな強さを身に付ける、③③③③医療についての様々な問題と人々の苦し医療についての様々な問題と人々の苦し医療についての様々な問題と人々の苦し医療についての様々な問題と人々の苦し

みやその原因など、現実に向き合う姿勢を身みやその原因など、現実に向き合う姿勢を身みやその原因など、現実に向き合う姿勢を身みやその原因など、現実に向き合う姿勢を身に付ける、に付ける、に付ける、に付ける、④④④④3333 の解決策とそのための解決策とそのための解決策とそのための解決策とそのため

に必要なものの条件をそろえる発想力を鍛える、に必要なものの条件をそろえる発想力を鍛える、に必要なものの条件をそろえる発想力を鍛える、に必要なものの条件をそろえる発想力を鍛える、⑤⑤⑤⑤未来の医療を考える未来の医療を考える未来の医療を考える未来の医療を考える（Dreams, 

Ideas,& Hopes）の 5 つのテーマごとに自分たちで答えを導き出します。 

この講座を通して、医療現場の現状や求められる人材などを把握した上で、将医療現場の現状や求められる人材などを把握した上で、将医療現場の現状や求められる人材などを把握した上で、将医療現場の現状や求められる人材などを把握した上で、将

来自分の目指す医療従事者像を明確にし、その実現に向けて「今やるべきこと」来自分の目指す医療従事者像を明確にし、その実現に向けて「今やるべきこと」来自分の目指す医療従事者像を明確にし、その実現に向けて「今やるべきこと」来自分の目指す医療従事者像を明確にし、その実現に向けて「今やるべきこと」

に対する行動を促します。また、講習合宿と同時におこなうことで、講座内容の具に対する行動を促します。また、講習合宿と同時におこなうことで、講座内容の具に対する行動を促します。また、講習合宿と同時におこなうことで、講座内容の具に対する行動を促します。また、講習合宿と同時におこなうことで、講座内容の具

体化と学びの最大化を後押しします。体化と学びの最大化を後押しします。体化と学びの最大化を後押しします。体化と学びの最大化を後押しします。その上で受験勉強に弾みをつけるととも

に、将来ビジョンを叶えるための原動力の 1 つとなっています。 

高校生、高卒生、社会人対象 

医療関係者・教育の専門家と連携している栄進だからこそできる受験指導と本質的成⻑を実現する「本物の教育」が受講できる。だから、伸びる。 

未来を⾒据え⼈間的成⻑を促す栄進独⾃の講座 

 

❀❀❀❀2020202020202020 年度入試合格実績年度入試合格実績年度入試合格実績年度入試合格実績❀❀❀❀    
【大学】関西看護医療大学(看護推薦 4)/関西国際大学(看護推薦

2、一般 5)/関西福祉大学(看護特色 1、推薦 6 うち特待生 2)/神戸

女子大学(看護推薦 1、一般 2)/神戸常盤大学(看護推薦 2/、放射

推薦 1) /姫路大学(看護推薦 1、教育推薦 1)/姫路獨協大学(看護

推薦 1)/ 兵庫大学(看護推薦 3)/兵庫医療大学(看護推薦 1、一般

セ利 1、セ併 1、作業推薦 1)/武庫川女子大学（看護推薦 2、一般

4）/森ノ宮医療大学（作業推薦 1）/大和大学(看護一般 1、理学推

薦 1、作業推薦 2)【専門学校】相生市看護(社会人 1、推薦 2、一般

5)/愛仁会看護助産(一般 1)/明石医療センター附属看護(推薦 4、

一般 3) /大阪赤十字看護(推薦 1)/岡山・建部医療福祉（一般 1）/

神戸看護（社会人 3、一般 1）/神戸市医師会看護(社会人 1、一般

2)/神戸中央附属看護(一般 1)/西神看護(社会人 2、一般 2)/西宮

市医師会看護(社会人 1) /播磨看護(一般 1)/姫路医療センター附

属看護(一般 1)/姫路市医師会看護(一般 4)/兵庫県歯科医師会附

属兵庫歯科衛生士学院(AO1)/兵庫県総合衛生学院(歯科一般 1) 

注：2020 年 4 月 1 日現在の実績。2000 年開校からの現役生在籍者実
数 1097 名中 1097 名全員が現役で合格。ただし短期講座受講生は除く。 

個々人の得意・不得意は異なるため、集団授業だけでは力が付きにくい

場合があります。栄進では個々人の苦手や課題に対する「個別型学習」

や授業での理解不足を補う「補習」を設け、徹底的にサポートしていま

す。個別に指導する中で、受講者の自信を回復させ、学ぶことそのもの

を楽しむ姿勢が身につきます。 

3/20までに通年講座受講申込の場合 

入学金入学金入学金入学金半額半額半額半額    

(入学金 全日コース\55,000、夜間コース￥33,000が半額) 
1 科目年間授業料(7 か月)￥79,200(税込) 複数受講の場合割引有。 

講習期間中は別カリキュラムのため年間授業料に含みません。 

施設使用料、教材費は別途。    

個々の苦手を克服する  無料個別型学習・補習 

Ｑ．集団授業についていけるか不安。授業⾒学はできる︖ 

Ａ．いつでも無料体験できます。ご自身で体感してください︕ 
 

Ｑ．部活動との両⽴はできる︖ 

Ａ．部活動を続けながら通学している人もいます。途中から 

参加しても、授業終了後にサポートします︕ 
 

Ｑ．受験校がまだ決まっていませんが、どうすればいい︖ 

Ａ．希望を聞いた上で複数校を紹介いたします︕ 
 

Ｑ．授業料はどうやって⽀払う︖ 

Ａ．経済状況に応じて分割払いなどお⽀払方法を設定できま
す。独自の奨学⾦制度もありますのでご相談ください。 

個別説明会随時受付中個別説明会随時受付中個別説明会随時受付中個別説明会随時受付中。。。。おおおお気軽気軽気軽気軽におにおにおにお問問問問いいいい合合合合わせくださいわせくださいわせくださいわせください。。。。    

最大 20 名までの少⼈数制コミュニケーション型授業 相互作⽤で学ぶ⼒を⾼め合う  グループワーク 

実践⼒を徹底的に鍛える  ⼩論⽂、⾯接練習 

よくあるよくあるよくあるよくある質問質問質問質問    Ｑ＆ＡＱ＆ＡＱ＆ＡＱ＆Ａ    

栄進では、①換気、②登校時の検温、③手指消毒の徹底、④マスク着用、の 4 点を中心に講師と生徒とともに感染症予防対策を徹底した上で授業をおこなっています。 


