
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン実施中実施中実施中実施中ですですですです！！！！    

期間︓3 月 21 ⽇〜4 月 4 ⽇  受講料︓無料 
◆全⽇クラス（社会⼈・浪⼈⽣・通信制⾼校⽣対象） 

12:00〜14:30（各科目 1 ⽇ 2 コマ）英語・⾦ / 数学ⅠA・火  
◆夜間・国公⽴、私⽴⼤学進学クラス（新⾼ 3 ⽣、浪⼈⽣対象） 

19:00〜21:30（各科目 1 ⽇ 2 コマ）英語・⾦ / 数学ⅠA・月 / ⽣物・木 
◆夜間・専門学校進学クラス（新⾼ 3 ⽣、浪⼈⽣、社会⼈対象） 

19:00〜21:30（各科目 1 ⽇ 2 コマ）英語・木 / 数学ⅠA・火 
◆夜間・新⾼ 2 ⽣クラス 

19:00〜21:30（各科目 1 ⽇ 2 コマ）英語・火 / 数学ⅠA・土 
 

●国語（現代文）・⽣物基礎は 4 月 12 ⽇より開講 

栄進では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講

座を開講しています。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来像を明確

にし、その実現に向けて講座内容を

踏まえながら具体的な行動を促しま

す。そして受験勉強に弾みをつけ、

学びの最大化させています。 

※「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 1126 名中 1126 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。 

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

のを楽しむ姿勢を身につけます。 

 

春期講習受講生募集中！ 

※ 

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。 

 

【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。 

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。進学後にも活きる力が身につく栄進で、医療

従事者となるための一歩を一緒に踏み出しませんか。無料体験授業も随時実施中。看護医療系を目指すなら、栄進へ！ 

「なりたい」を叶える︕ 
栄進独自の特別講座 

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。 

 

個々の苦手を克服する 
無料個別型学習・補習 

少人数制& 
コミュニケーション型授業 

実践⼒を徹底的に鍛える 
⼩論⽂、⾯接練習 

相互作⽤で学ぶ⼒を 
高め合うグループワーク 

❀❀❀❀2021202120212021 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(AO1、一般1)/ /関西国際大学（看護・推薦1）/関西福祉大学(看護・特色3、推薦1、特待生1)/甲南女子大学（看護推薦3）/神戸女子大学(看

護推薦 5、一般 3)/神戸常盤大学(看護・推薦 1、医療検査・一般 1) /姫路大学(看護・推薦 2)/姫路獨協大学(理学・AO1、作業・一般 1、言語・一般 1)/兵庫大学(看護・活動型 1、推薦 3、社福・推薦 2)/兵庫医

療大学(看護推薦 1、作業推薦 1)【専門学校】相生市看護(推薦 2、一般 2) /明石医療センター附属看護(推薦 3、一般 4) /旭川荘厚生（看護・一般 1）/尼崎看護(一般 1)/京都医療センター附属（推薦 1）/神戸

看護（一般 1）/神戸市医師会看護(推薦 1、社会人 1、一般 2)/西神看護(推薦 1、一般 1)/西宮市医師会看護(推薦 1、一般 2)/はくほう会医療（一般 2）/播磨看護(一般 1)/姫路医療センター附属看護(社会人

1、一般 1)/姫路市医師会看護(推薦 1、一般 1)/姫路赤十字看護 (社会人 1)注：2021 年 2 月 24 日現在の実績。2000 年開校からの現役生在籍者実数 1126 名中 1126 名全員が現役で合格。ただし短期講座受講生は除く。 

学⼒と医療従事者に必要な能⼒を⾝につけられる栄進の指導 

3333 月月月月 20202020 日日日日までまでまでまでのののの入学申込入学申込入学申込入学申込でででで入学金入学金入学金入学金がががが半額半額半額半額    
(入学金 全日コース\55,000、夜間コース￥33,000 が半額) 

    

3333 月月月月 21212121 日日日日～～～～4444 月末月末月末月末までのまでのまでのまでの入学申込入学申込入学申込入学申込でででで授業料授業料授業料授業料1111万円引万円引万円引万円引 

(2 科目以上受講の方に限ります) 

1 科目年間授業料(7 か月)￥79,200(税込) 複数科目受講の場合割引有。期間講習中（夏・冬）は年間授業料に

含みません。施設使用料、教材費は要別途。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

苦手なことから逃げないことが大切！ 

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。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、時にはよきラ 

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（特待生）合合合合格！格！格！格！ 

周りの人の応援が自分の力になった！ 

栄進での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だと思います。最後まであきらめ 

なくてよかったです！ 

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合合合合格！格！格！格！ 

周り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。逃げたくなったりしたこともあ 

ったけど、栄進の友達、先生に助け 

てもらい、最後まで頑張ろうと思えました。受験は 1 

人ではできなかったと思います。 

I くん（明石高校） 

兵庫医療大学看護学部合合合合格！格！格！格！ 

窮地に陥ったときこそ真価が問われるとき！ 

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。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負けないぞと思 

い、できることをしました。根気強く粘って勉強するこ 

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合合合合格！格！格！格！ 

自分を信じて力を出し切ることが大切！ 

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。温かく 

て楽しい栄進で勉強ができてとてもよかったです。 

E さん（高砂南高校） 

明石医療センター附属看護専門学校合合合合格！格！格！格！ 

団結力で支え合った仲間に感謝！ 

今回の受験で今までにないくらい 

勉強しました。毎日努力することで成 

果が出たし、自分に自信がついて本 

番では落ち着いて取り組むことがで 

きました。また、同じ学校を目指す仲 

間との団結力も生まれます。みんながいなかったら 

頑張れていなかったと思います。 

K さん（高砂南高校） 

明石医療センター附属看護専門学校合合合合格！格！格！格！ 

みんなの頑張る姿が勇気をくれた！ 

栄進に入るまでは受験と向き合う勇 

気がなくて勉強から逃げていたけど、 

入ってからは自分よりも周りがもっとも 

っと努力している姿を見て、「逃げて 

いてはだめだ、自分もこの波に乗らな 

いと」という気持ちになりました。栄進の仲間の前向 

きな言葉や応援で頑張ることができました。 

K さん（加古川南高校） 

姫路市医師会看護専門学校合合合合格！格！格！格！ 

勉強嫌いな私でも頑張れる場所！ 

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 

ら行きたくなくて憂鬱だったけど、友 

達に会えるし行こ、って頑張って行き 

ました。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！ 

K さん（松陽高校） 

相生市看護専門学校合合合合格！格！格！格！ 

あきらめない気持ちが夢を叶える一歩！ 

あきらめなければ夢は実現すること 

を、身をもって実感しました。今まで何 

かに打ち込んだり有言実行したりした 

ことがあまりなかったですが、この 1 年 

間は本当に一生懸命受験に向けて取 

り組むことができました。この年齢で学べることがとて 

も貴重なことだと思っています。 

G さん（社会人） 

はくほう会医療専門学校明石校合合合合格！格！格！格！ 

みんなの存在が心の支えになった！ 

入試が早かったのでやることが多く 

てバランスよく勉強することが難しかっ 

たです。でも栄進の先生方は私に真 

剣に向き合って自分以上に自分を理 

解してくださっていっぱい助けてもら 

いました。栄進の友達は本当に私の心の支えでし 

た。１人ではここまでできなかったと思います。 

S さん（加古川西高校） 

関西福祉大学看護学部合合合合格！格！格！格！ 

目を背けず自分と向き合えば必ず成長する！ 

自分と向き合うのは、できてないことが 

多い私にとってはとてもしんどかった 

し大変でした。でも、しっかり乗り越え 

たことで、できることが増えて勉強して 

いて初めて嬉しいなと思うことができま 

した。また、何でもやり遂げたいことがあるなら、しっ 

かり自分と向き合っていこうと思いました。 

S さん（東播磨高校） 

明石医療センター附属看護専門学校合合合合格！格！格！格！ 

精神的な支えが目標達成の力になった！ 

仕事と育児、勉強と入試1か月前の 

ハプニングで精神的に苦しいとき、頑 

張りたいのに集中できなかったとき、 

いつも先生が私の悩みや不安を受 

けとめてくださいました。私が目標達 

成できたのは、生徒のことを考えて、親のように温か 

い先生方のおかげです。ありがとうございました。 

H さん（社会人） 

はくほう会医療専門学校明石校合合合合格！格！格！格！ 

周りの刺激が励みになった受験勉強！ 

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。一生懸命頑張る周りのみなさん 

に刺激を受け、自分も頑張ろうと毎日 

勉強を続けることができました。悩み 

があるとき、私にとって先生方が一番の支えでした。 

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） 

姫路赤十字看護専門学校合合合合格！格！格！格！ 

あきらめずに自分に期待することも大切！ 

受験勉強は辛かったけど、今思い 

返すと楽しかったです。結果が出なく 

てしんどくても、頑張り続ければ絶対 

に報われるんだということ、ほどよい力 

の抜き方、自分との向き合い方の 3 つ 

を主に学びました。栄進はとても居心地がよかった 

です。総じて出会いに感謝という気持ちです！ 

S さん（加古川北高校） 

神戸女子大学看護学部合合合合格！格！格！格！ 

自分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。始めはできないことばっかりで 

本当に嫌になることがたくさんあった 

けど、少しずつできるようになって勉 

強が楽しくなりました。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合合合合格！格！格！格！ 

苦手に向き合うことが合格につながった！ 

受験で学んだことは、自分自身に 

向き合うことです。僕は苦手なことを 

後回しにしたりすることが多かったけ 

ど、それを先生が一緒に向き合って 

くださったおかげで、自分からするよ 

うになりました。受験当日本当に緊張したけど、今ま 

での勉強した成果が出てよかったです。 

T くん（高砂高校） 

関西看護医療大学合合合合格！格！格！格！ 

苦手な勉強も工夫次第でできるようになる！ 

栄進に入っていなかったら勉強し 

てなかったし、受験勉強の仕方もわか 

らないまま、甘い考えで受験していた 

と思います。勉強が苦痛で集中力が 

続かなかったので、時間を決めて計 

画を立てるようにしました。毎日コツコツと努力す 

る大切さや早くから取り組む大切さを学びました。 

F さん（高砂南高校） 

関西看護医療大学合合合合格！格！格！格！ 

異年齢の人との関わりが励みになった！ 

先生や仲間に支えられ合格するこ 

とができました。体験授業で先生や学 

生の雰囲気の良さを感じ入学しまし 

た。高校生とは年の差もありますが、と 

もに過ごした時間は楽しかったです。 

先生は社会人として尊重して下さり、また仕事など 

の事情を考慮してくれたので、とても助かりました。 

M さん（社会人） 

尼崎看護専門学校合合合合格！格！格！格！ 

最高の仲間、先生との出会いに感謝！ 

受験勉強を通して「教わったことを 

そのまま実行する」ことの大切さを実 

感しました。自分流ではどうやっても 

伸びなくなることが分かったからこ 

そ、自己感覚を捨てることができまし 

た。栄進に入っていなかったら、ここまで勉強や自 

分自身と向き合えていなかったと思います。 

M さん（明石南高校） 

兵庫大学看護学部合合合合格！格！格！格！ 

人としての在り方も学べた受験勉強！ 

受験勉強を通して学んだことは苦 

手なことに向き合い取り組む忍耐力と 

ストレスに対応する力を先生が紹介し 

てくれた本で 180°変化することがで 

きたことだ。学校の授業とはまた違っ 

た栄進ならではの授業、環境の中で刺激を受け勉 

強だけでなく、人間力についても学ぶことができた。 

M さん（加古川北高校） 

甲南女子大学看護学科合格！合格！合格！合格！ 

将来像が明確になったからこそ頑張れた！ 

高校の受験よりも断然緊張と不安 

が大きかったです。自分の人生に関 

わることだから、将来どんな看護師に 

なりたいかを明確にすることでより勉 

強に励むことができました。受験を通 

して、全力で取り組むこと、やめたくても耐える力、そ 

して周りの人と助け合うことの大切さも学びました。 

Y さん（加古川南高校） 

西宮市医師会看護専門学校合合合合格！格！格！格！ 

あきらめずに挑戦すれば結果につながる！ 

受験勉強を始めた時期が 9 月で、 

他の人より出遅れていたので今年受 

験せずに来年にした方がいいのかと 

思っていた。でも、先生方や高校生た 

ちと勉強している中で、最初からあき 

らめるのでなく一度チャレンジをしようという気持ちに 

なれたことが、今回の結果につながったと思う。 

Y さん（社会人） 

旭川荘厚生専門学院合合合合格！格！格！格！ 

頑張った分だけ自信と誇りになる！ 

目標を達成するために必死で頑張 

って合格をもらえた時、自分はやれば 

できるんだ、と自信が持てました。あき 

らめずに最後まで頑張った自分を誇 

りに思います！これからの勉強でくじ 

けそうなときがあると思いますが、今回の受験で得た 

自信を力にして負けずに頑張ります。 

Y さん（明石清水高校） 

明石医療センター附属看護専門学校合合合合格！格！格！格！ 

同じ夢を目指すみんなの支えが力になった！ 

栄進に入学してなかったら、大学に 

は合格していないと思います。高 1 の 

ときから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 

頑張る子たちがいっぱいいたおかげ 

で、ここまで頑張ることができました。人って周りに支 

えられて成り立っているんだなと感じました。 

A さん（加古川南高校） 

兵庫大学看護学部合合合合格！格！格！格！ 

たくさんの人に支えられていると実感！ 

栄進に通って勉強して、毎日コツ 

コツやるのが大事なんだ、と気づきま 

した。また、僕は沢山の人に支えら 

れているのだと実感できました。合格 

という目標に向かってあきらめずに 

勉強すると結果もついてくるし、親孝行したいという 

思いもあったので、合格できてよかったです。 

O くん（神戸国際大学附属高校） 

姫路獨協大学理学療法学科合合合合格！格！格！格！ 

覚悟をもって臨めば結果につながる！ 

仕事の都合で入試直前は栄進で 

勉強ができなかったため、不安ばか 

りたまっていきましたが、「無理だった 

らまた来年やればいい」と思い吹っ 

切れることができたので、緊張せず 

堂々と筆記も面接も受けることができたことが結果 

につながったと思います。 

S さん（社会人） 

神戸市民間病院協会神戸看護専門学校合合合合格！格！格！格！ 

勉強のスイッチは周りの頑張る姿！ 

だらだらとした勉強をしていて、本 

気で向き合わないと第一志望の学校 

には行けないと頭ではわかっていても 

行動に移せませんでした。でも冬期 

講習のとき、みんなの勉強の仕方を 

見て、自分だけ本気で勉強していないと気づき、そ 

こから少しずつ向き合い方が変わっていきました。 

M さん（明石西高校） 

明石医療センター附属看護専門学校合合合合格！格！格！格！ 

たった1 年で自分が変化し大きく成長できる！ 

この受験を通して、自分の弱い部 

分をたくさん知ってそれにたくさん向 

き合うことの大切さを学びました。1 つ 

の夢に向けて必死にくらいついてや 

っていた期間は、自分の中でとても大 

切で濃い時間になったし、これからもずっとこの期間 

で学んだことがためになると思います！ 

T さん（加古川北高校） 

明石医療センター附属看護専門学校合合合合格！格！格！格！ 

どんな状況でも支えてくれる人がいる！ 

僕は先生方や友達にいろんなサポ 

ートをしてもらいました。その励ましや 

注意や叱ってもらうこと、また厳しいこ 

とを言ってもらうこと、友達の努力や、 

相談に乗ってもらうこと、夜まで勉強 

につき合ってもらうこと、一緒に頑張ってくれる人が 

いることが、本当に大切なものだと学びました。 

T くん（高砂高校） 

神戸常盤大学医療検査学科合合合合格！格！格！格！ 

周りの温かさを心の底から感じた受験勉強！ 

受験が始まってなかなか結果が出 

ないとき周りの先生や友達、家族など 

たくさんの人が声をかけてくれて、周り 

の人の大切さを本当に心の底から感 

じました。また、自分を見つめ直すこと 

ができて、受験を通して短所を改善することができ、 

悪いことよりもいいことの方が多かったです。 

Y さん（加古川南高校） 

神戸市医師会看護専門学校合合合合格！格！格！格！ 
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