
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

栄進では、受講者のみなさんが安心して学習できるようにコロナウイルス感染対策（来校時の検温、アルコール消毒、マスク着用等）を徹底して授業を開講しています。 

「なりたい」を叶える！ 

栄進独自の特別講座 

通年講座受講生募集中！ 

対面＋集団授業だからこそできる 

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 

※「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 1148 名中 1148 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。 

 

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。 

 

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。 

 

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。 

 

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。 

開講科目  英語、数学ⅠA、現代文、生物基礎、生物 

授業時間  19:00～21:50（80 分×2 コマ） 

募集学年  高 2 生、高 3 生、浪人生、社会人 

入学金   ￥33,000 

年間授業料 ￥64,400 ～ 

（1 科目・5 月から 11 月末までの 6 か月分の授業料） 

※複数受講科目割引あり。夏期・冬期の講習、教材費、施設費は要別途 
 

自習室は 15:30～22:30 まで利用可 

補習・質問対応は授業時間外でもいつでも可能 

 

 

【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） 

☎

個々の苦手を克服する 

無料個別型学習・補習 

LINEからもお問合せいただけます。 

お問い合わせ専用 LINEアカウント 

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 

❀2022 年度入試合格実績❀ AO1 / 2 / ( 2 1) / ( 1 1

1 1) / ( 2)/ ( 1 AO1) / ( 1 1) ( 2 1) /

( 3 2) / 1 / 1 / AO1 / 1 / ( 1 2)/

( 2)/ 1 / ( 1) / ( 1 2)/  ( 4)/ 1  

注：2022 年 2 月 3 日現在の実績。2000 年開校からの現役生在籍者実数 1148 名中 1148 名全員が現役で合格。ただし短期講座受講生は除く。 

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、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！ 
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栄進看護医療ゼミナール 

頑張ることの大切さが大きな財産になった！ 
8 月スタートで周りに後れを取って 

いたにも関わらず、後期授業を休ん 

でしまったのは今でも後悔しかない。 

しかし、12 月から来てみんなが頑張 

っている姿を見て、自分も頑張らない 

と、と思えたのはとても良い刺激にな 

ったし、頑張っている人が世の中に 

はこんなにもいたのかと改めて気づかされた。この1 

年で学んだ「頑張ることの大切さ」は自分の中で大 

きな財産になった。これからまた頑張る場面は増える 

と思うので、この心を大切に生きていきたい。 
K くん（高卒認定） 

姫路市医師会看護専門学校一般入試で合格！ 

「受験は団体戦」という言葉をより実感！ 

栄進はとてもアットホームだと感じ 

ます。今まで塾には何回か通ったこと 

はありますが、こんなに生徒と先生の 

距離が近いのは初めてです。また、 

看護師という同じ夢を目指す仲間を 

通じて、「受験は団体戦」という言葉 

をより実感しました。なかなか伸びなかった時期もあ 

りましたが、あきらめず続けることで点数も安定して 

取れるようになり、喜びもありました。この過程を通し 

て、日々の積み重ねの大切さを学びました。 
T さん（加古川南高校） 

姫路赤十字看護専門学校推薦入試で合格！

仲間の存在があったから自分と向き合えた！ 

高校受験とは違い初めて受験の 

辛さを実感しました。何度も自分と向 

き合ったり、他人と比べてしまい、自 

分の実力のなさに心が折れそうにな 

ったりと、しんどい日もありました。で 

も、自分と向き合ったり弱点を知った 

りすることで、もっと頑張ろう！とか、自分の強みを 

知ることにもつながったので、自信を持つことができ 

ました。それも、励まし合えて時にはライバルになれ 

るような仲間がいたからだと思います。 
K さん（加古川西高校） 
兵庫県立総合衛生学院歯科衛生学科推薦入試で合格！ 

夢に向かって真剣に取り組んだ受験生活！ 

栄進に入学して、たくさんの仲間 

に出会えて本当によかった！！今ま 

でこんなに一生懸命目標に向かって 

勉強したことがなかった。仲間や先生 

方と出会い、多くの喜びや苦しみを 

分かち合いながら受験勉強ができ 

て、みんなに会えていなかったら、今まで勉強と真 

剣に向き合えてなかったと思う。みんなが大好きで 

す！こんなに真剣に勉強と向き合い、同じ夢に向か 

っている仲間と一緒に勉強ができて楽しかった！ 
K さん（明石南高校） 

明石医療センター附属看護専門学校推薦入試で合格！

達成感やできる嬉しさを実感！ 

受験勉強を通して、毎日コツコツ 

勉強する大切さを学びました。英単 

語や漢字を毎日することで、たくさん 

覚えることができました。自習に行くと 

みんな勉強を頑張っていて、私も頑 

張らないといけないと思うことができま 

した。先生方も一生懸命教えてくれて問題を解くと 

きのコツとかなどがわかりました。受験は大変なこと 

ばかりだったけど、その分達成感やできるようになる 

ことがあって、嬉しかったこともたくさんありました。 
S さん（高砂南高校） 

兵庫医科大学作業療法学科推薦入試で合格！ 

みんなとの合言葉で落ち着いて臨めた！ 

受験当日はすごく緊張しました。で 

すが、栄進の友達と「絶対に受かる」 

という意気込みをして臨んだので、い 

つものように落ち着いて問題を解くこ 

とができました。また、今まで栄進で 

多く学んだことが自信につながりまし 

た。受験勉強を通して、何事も前向きに取り組むこと 

の大切さを学び、困難なことも 1つ 1つこなしていく 

粘り強さをつけることができました。これから先も何 

事にも努力して取り組みたいです。 
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推薦入試で合格！

みんなの存在が心強く、自分の力になった！ 
入試当日は、栄進のみんなと席が 

近くて心強かったから、そんなに緊張 

もせずいつも通りできた感じだった。 

問題を解くとき、小論文を書くときの 

基礎をしっかりしておいてよかったと 

思った。栄進の友達はみんな仲良く 

て、わからん問題を教え合ったり、入 

試直前にはすっごい応援してくれたりして、すっご 

い力をもらえた。栄進に入ってから自分の考え方と 

か意識が変わって勉強面でも人間的にも変われた 

なって思った。 
S さん（加古川南高校） 

姫路赤十字看護専門学校推薦入試で合格！ 

視野が広がって人間的にも成長できた 1年！ 

私はあがり症だけど、本番のため 

にいっぱい練習してきたのでリラック 

スして臨めた。コツコツ努力することも 

大切だけど、人の真似をすることで視 

野も広がり成長につながると知った。 

栄進の先生とたくさん話すことで視野 

が広がって人間的にも成長できたと思う。そしてみ 

んなで助け合うことで合格できた。栄進に毎日通うこ 

とがとても楽しかった。すごく大変な 1 年だったけ 

ど、今思えば充実していて楽しかった。 

T さん（加古川南高校） 

姫路赤十字看護専門学校推薦入試で合格！ 

不安に打ち勝って全力で臨むことが大切！ 

受験は、苦しいこと辛いことがたく 

さんあるけど、それでも自分を最後ま 

で信じて、当日にその努力が自分の 

自信に変わるのだと気づきました。受 

験は思い通りの結果につながらず、 

たくさん悩んだのですが、苦手な場

所に取り組んだり、わからない所を繰り返して突き詰

めたりて、「もう何もできることはない」と思って本番

に臨めることが本当に大切で、諦めないで最後まで

やりきれば、夢がつかめるのだと学びました。 
S さん（神戸野田高校） 

神戸常盤大学看護学科一般入試で合格！ 

自分の心の支えとなった場所！ 

栄進は自宅から遠いこともあり、短 

期講座と夏期講習のみ参加していま 

した。それでも僕は、先生方や友達 

にたくさんサポートをしてもらいまし 

た。入試が早くにあり、やることが多く 

バランスよく勉強することが難しかっ 

たですが、栄進の先生方や友達からの励ましや厳 

しい話があったことで、最後まであきらめずに合格 

をつかみ取ることができました。栄進は本当に僕の 

心の支えでした。 

T くん（須磨翔風高校） 

川崎リハビリテーション学院理学療法学科 AO入試で合格！ 

先生のパワーある言葉で自己変革できた！ 
栄進の先生方には本当に感謝し 

ています。勉強の苦手な自分にしっ 

かりと向き合って頂いて、自分自身成 

長できたし、みんな本当に個性があ 

ってすごくおもしろい方々だと感じま 

した。また、先生方がおっしゃる言葉 

にはすごくパワーがあるなと感じてい 

て、本当に自分はこうしなきゃダメだということを、何 

度も先生方の言葉から感じました。受験に対してや 

る気のなかった自分を変えて頂いてありがとうござ 

いました。 
N くん（三木東高校） 

姫路獨協大学言語聴覚療法学科 AO入試で合格！ 

不安なときも元気づけてくれる第二の家！ 

今までずっと勉強面で自信がなく 

ネガティブになっていたけど、苦手な 

ところを時間をかけてすることで自信 

にもつながり、本番では緊張せず全 

力を出すことができました。不安をな 

くし、自信をつける一番の方法は、苦 

手なところをひたすら勉強してつぶしていくことだと 

わかりました。受験間近で泣いてしまったときもそば 

で元気づけてくれる先生と友達がいて救われまし 

た。私にとって栄進は第二の家のようでした！ 
H さん（加古川北高校） 

姫路赤十字看護専門学校推薦入試で合格！ 

みんなの応援が気持ちを後押ししてくれた！ 

受験前日の前に推薦入試で合格 

した友達が応援に来てくれたことが 

すごく嬉しかったです。「よし頑張っ 

てくるぞ！！」そんな気持ちで受験を 

迎えることができました。しんどくて逃 

げ出したい時もたくさんあったし、や 

めたい時もありましたが、最後まで栄進で頑張り続 

けてよかったなと思います。受験勉強を通して学ん 

だ「勉強は大切」という教訓を、看護学生になっても 

勉強をしっかり頑張っていこうと思います。 
M さん（明石城西高校） 

明石医療センター附属看護専門学校一般入試で合格！

協力・約束・実行で実力アップ！ 

栄進の先生の授業は授業前にた 

まに雑談をしてくださるから、授業が 

楽しみでした。自習のときにも最後ま 

で付き合ってくださったり、わかるま 

で付き合って下さったり、先生に手伝 

って頂いて次の日やることを決めた 

り、来る時間を約束したりすることで無理やり勉強す 

る時間を作りました。受験勉強は、最初は面倒くさく 

て仕方なかったけど、慣れてくると栄進に行ってみ 

んなに会えることが嬉しくて楽しかったです。 

M さん（加古川南高校） 

関西福祉大学看護学部推薦入試・特待生で合格！ 

温かい関係と言葉が自信につながった！ 
栄進に来てなかったら、こんなに 

頑張れていないし、合格できていな 

かったと思います。栄進のメンバーみ 

んなが優しくて明るくて励まし合った 

りふざけて笑ったりできた時間があっ 

たから、勉強も投げ出さずに取り組め 

ました。先生もやり方を教えてくださ 

ったり見守ってくださり、励ましの言葉や 1人 1人に 

しっかりと話をしてくださったから、とても支えになっ 

たし、自信をつけることができました。とにかく栄進 

最高です！大好きです！ 
Y 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で合格！ 

いつもみんながいてくれたから頑張れた！ 

科目の勉強はもちろん面接がとて 

も大変でした。面接練習は一番緊張 

して、思っていることや考えたことがう 

まく言えなかったのですが、練習を重 

ねていく中で言えるようになりました。 

正直勉強するのが嫌になったり、行く 

のが嫌になったりしたときも栄進の友達がアドバイス 

をしてくれたり、待っていてくれたりしたおかげで苦 

じゃなくなり、栄進に行けばいつもみんながいて頑 

張り続けることができました。 
T さん（高砂南高校） 

姫路市医師会看護専門学校一般入試で合格！ 

積み重ねが自信に繋がりベストを尽くせた！ 

毎日やることを決めるようになって 

からは、自分のやるべきことが明確に 

なり、毎日コツコツ勉強できるようにな 

りました。受験が近づくにつれて不安 

が大きくなっていったけど、本番では 

今までの積み重ねが自信につなが 

り、落ち着いて解くことができました。受験勉強をや 

めたくなったこともあったけど、先生が励ましてくださ 

ったおかげで最後まで頑張ることができました。栄 

進の友達、先生にはすごく感謝しています。 
Y さん（加古川北高校） 

兵庫医科大学看護学部推薦入試で合格！ 

学力と人としても成長を実感できた！ 
受験勉強を通して学力の向上はも 

ちろんですが、人として成長できまし 

た。自分の意見、考えを持って、行動 

に移すことの難しさや、自分の弱み、 

知りたくないと思っていた一面に、面 

と向かい合う苦渋を通して、正しく、 

出来事を見ることの大切さを学びまし 

た。先生方が物分かりの悪い私へ何度も伝えて下さ 

った時間や思い、栄進で出会った方々との共有し 

た時間、全て私の経験として、今後私が成長してい 

くための活路にしていきます。 
T さん（社会人） 

播磨看護専門学社会人入試で校合格！ 

最高最強の仲間・ライバルに出会えた場所！ 
一緒に泣いてくれて、喜んでくれ 

て、入試前には引っ越しの前みたい 
にみんなが見送ってくれて、本当に 
最高で最強な仲間・ライバルと出会 
えました。先生方もしょうもない話にも 
一緒に笑ってくれて、栄進に行くの 
がしんどかった日も、来てしまえば楽 

しく勉強でき、わからないところがあれば、最後まで 
教えてくださって、私自身に合った塾だとずっと思 
っていました。栄進という場所、栄進で出会ったみ 
んな、先生方、全員大好きです！！ 
I さん（加古川北高校） 

西宮市医師会看護専門学校推薦入試で合格！ 

2022 年度入試 合格者の声  

自分の成長にもつながったと実感！ 

受験を通して、良い結果を得らえ 

ただけではなく自分自身の成長にも 

つながりました。受験勉強は自分との 

闘いで想像以上に大変でした。その 

中で自分を奮い立たせる力やあきら 

めない力、積極性を身につけることができました。受 

験を通して身につけたこの力があれば、これから大 

学入学後や就職したときに、大変なことがあっても 

乗り越えられると思います。 

K さん（加古川南高校） 

関西国際大学看護学科推薦入試・奨学生で合格！


