新年度

受講者
募集中

学習指導を通して人間力を高める「本物の教育」を提供します
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、教育の専門家や現役の医療職者、看護医療系
教育機関とともに、「未来の医療を担う人材育成の基盤づくり」を
学習に組み込んでいます。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
相互作用で学ぶ力を
通して学力を 向上させ るととも
高め合うグループワーク
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。
実践力を徹底的に鍛える
小論文、面接練習

個々の苦手を克服する
無料個別型学習・補習

最大 20 名までの少人数制
&コミュニケーション型授業

英語長文・現代文を伸ばす
独自の指導方法

無料個別受験相談会実施中
Q. 各学校の受験方式や科目を詳しく知りたい

Q. 大学・専門学校の各学校の特徴や違いは？

「なりたい！」を叶える
栄進独自の講座

Q. 受験に必要な学力水準はどれぐらい？

Q. 勉強スケジュールはどうやって立てたらいいの？
といった、受験に関する疑問について詳しくお答えいたします。
お申込みはお電話、メールにて受け付けております。

📞📞：079-427-8339
📧📧：info@eishin-kango.jp

❀2020 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。

加古川校

2021 年度生募集＆
冬期講習の詳細は裏面へ！

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

冬

の特別講座

「本物の教育」を集中的に受講できる。だから、伸びる。
学習の土台になる基礎の基礎から徹底的に指導します！

開講期間
12/25～1/7

新年度生対象

高 3 生・浪人生・社会人対象講座
－講座終了後も自習室利用可、合格するまで指導します－

【開講科目】英語・数学ⅠA・現代文・生物(各 9 回)
受講料 ￥29,700/1 科目

「基礎の基礎が不安」
、
「受験の基礎からしっかり始めたい」という人対象の講座です。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！

小論文(4 回)￥13,200・面接 5 回\11,000

★
★
★
★

（面接は 2 科目以上受講の場合、無料）
※受講料には教材費・施設費・コピー使用料が含まれます。

【開講時間】 9:00～17:30
（授業以外の時間は自習室 21:00 まで利用可）

授業の前後でも授業のない日でも、個別指導型学習は無料です！
困ったりつまずいたりしたら、一人で悩まず講師と一緒に解決！
自習室の利用はいつでも OK！学校の定期テストのお手伝いもしています！
部活動・仕事をしながらの両立も OK！授業途中からの参加も可能！

【開講場所】加古川校
【開講クラス】 大学進学クラス/専門学校進学クラス
(進学別・学力などで受講クラス相談可)

高校 2 年生・1 年生対象講座
－楽しみながら学習することで自信をつけていきます－

【開講科目】英語・数学ⅠA・生物 【受講料】￥16,500（1 科目全 14 回）
【開講コース】全日 12:00～14:30 / 夜間 19:00～21:30
【開講クラス】 大学進学クラス / 専門学校進学クラス(学力によってクラス変動あり)
【対象】高 2、高 1、社会人 【期間】2021 年 1 月 25 日～3 月 13 日

【開講科目】英語（英語長文読解・英文法）、大学数学
【受講料】￥11,000（12 月入学の場合は無料）
【開講時間】 19:00～21:00（自習室利用可）

2021 年 1 月 10 日までに基礎コースと 4 月以降の通年講座を
同時申込の場合は以下の特典が付きます。
① 入学金 (全日コース￥55,000、夜間コース\33,000)が半額免除
② 4 月から 12 月までの年間授業料が、最大 1 万円割引(2 科目の場合は 5 千円割引)

1 週間の無料体験講座実施中。
希望者はお問い合わせください。
無料体験申込〆切 12/12（土）

周りとの相互作用でやる気もＵＰ！

目標を立てたから「自分」を貫けた！

※1 科目年間授業料(7 か月)￥79,200(税込) 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。

③ 冬期講習および課題考査の質問対応無料

1 週間の無料体験随時受付中。時間割等の詳細はお問い合わせください。

周りの支えがあってこその合格！

夏合宿から栄進に入り、受験勉
強を始めたので、大変なことも多く
自分との戦いでしんどいことも多か
ったけど、友達と問題を出し合った
り周りが勉強している姿を見ると自
分も頑張ろうとやる気をもらえまし
た。周りの友達や一緒の目標に向かう仲間がいた
からこそやりきることができました。アットホームな
栄進の環境で、毎日楽しく笑って勉強ができ、第
一志望の大学へ合格できたので、嬉しい気持ちと
感謝の気持ちでいっぱいです！

私は模試などでもまったくよい結
果が出ずダメダメでしたが、「やって
やるぞ！」と一度腹を括って勉強し
た結果、合格することができました。
自分の思い通りにならないことがた
くさんあり、すごくつらい時もありまし
たが、それに耐えて努力することでよい結果が出
るということを実感することができました。また目標
を立てることの大切さを受験勉強を通して学びまし
た。目標を立てたからこそ、周りに流されず自分を
貫くことができたと思います。

受験勉強を通して学んだことは
勉強に対して苦手意識をなくすこ
との大切さです。部活動しかして
こなかった私は、勉強をしていて
も集中力が続かないときがありま
した。しかし、友達と問題を出し合
いっこしたり勉強方法を工夫することで、苦手意識
がなくなりました。また、私が頑張れたのは栄進の
先生や友人、支えてくれた家族のおかげだと思っ
ています。受験とは自分との戦いだと思っていたけ
ど、チーム戦でもあると思いました。

M.I さん（高砂南高校）
兵庫医療大学作業療法学科合格！

N.S さん（東播磨高校）

H.N 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格！

兵庫医療大学看護学部合格！

心強い存在との出会いに感謝！

記憶に残り、私生活にも活きる授業！

勉強から長く離れて生活してい
て、年齢的にも子育て、仕事をしな
がらの受験勉強はとても難しいと思
っていました。先生方の励ましや、
勉強の方法、受験対策など手厚い
サポートのおかげでなんとか勉強を
続けることができました。面接や小論文の授業で
は、改めて自分自身を見つめ直すよい機会にもな
りました。また、年齢も生活環境も違う人たちと出
会うことで自分自身の視野も広がり、受験勉強を
するうえでもとても心強い存在でした。出会いに心
から感謝しています。

目標を持つことがどれだけ大事
なのかを受験勉強で学びました。
自分と向き合う重要な時間となり、
同じ受験生や先生方の大きな支え
によって乗り越えられたと思い、感
謝しています。日頃から計画的に
行動することで不安を持つことなく当日の受験に
挑むことができると思いました。また、栄進の授業
は社会問題の話題や雑談を混ぜながら進めら
れ、分かりやすく記憶に残りやすいです。受験勉
強のためだけではなく私生活においてもためにな
るような内容ばかりでたくさんのことを学べました。

H.Y さん（社会人）
神戸市民間協会神戸看護専門学校合格！

M.Y さん（社会人）
西宮市医師会看護専門学校合格！

