
生命保険実学講座　実施学校のご紹介 （2017年4月～2022年3月） 
　 ※学校名などは、実施時のもの

【私立大学】
都道府県 学校名 都道府県 学校名 都道府県 学校名 都道府県 学校名 都道府県 学校名 都道府県 学校名 都道府県 学校名 都道府県 学校名 都道府県 学校名
北海道 札幌大学 山口県 徳山大学 福岡県 香蘭女子短期大学 北海道 北海道函館商業高等学校 東京都 自由ヶ丘学園高等学校 長野県 長野県田川高等学校 大阪府 大阪府立福井高等学校 佐賀県 佐賀県立伊万里商業高等学校 福井県 小浜市立小浜第二中学校
青森県 八戸学院大学 梅光学院大学 佐賀県 西九州大学短期大学部 北海道函館水産高等学校 立川女子高等学校 長野県長野南高等学校 大阪府立八尾翠翔高等学校 佐賀県立鳥栖商業高等学校 岐阜県 各務原市立桜丘中学校
宮城県 東北学院大学 福岡県 九州産業大学 長崎県 長崎短期大学 北海道羅臼高等学校 東京大学教育学部附属中等教育学校 長野県穂高商業高等学校 大阪府立夕陽丘高等学校 長崎県 学校法人海星学園海星高等学校 岐阜聖徳学園大学附属中学校

東北文化学園大学 九州女子大学 熊本県 尚絅大学短期大学部 北海道留寿都高等学校 東京都立赤羽北桜高等学校 長野県松本美須々ヶ丘高等学校 大谷高等学校 純心女子高等学校 垂井町立北中学校
群馬県 高崎商科大学 久留米大学 中九州短期大学 北海道礼文高等学校 東京都立赤羽商業高等学校 岐阜県 岐阜県立恵那南高等学校 関西創価高等学校 創成館高等学校 静岡県 静岡市立美和中学校
埼玉県 尚美学園大学 福岡大学 大分県 東九州短期大学 青森県 青森県立青森南高等学校 東京都立秋留台高等学校 岐阜県立坂下高等学校 興國高等学校 長崎県立大村城南高等学校 愛知県 名古屋国際中学校

十文字学園女子大学 熊本県 熊本学園大学 別府溝部学園短期大学 青森県立三本木農業高等学校 東京都立浅草高等学校 岐阜県立土岐紅陵高等学校 梅花高等学校 長崎県立佐世保東翔高等学校 名古屋市立本城中学校
西武文理大学 宮崎県 宮崎産業経営大学 宮崎県 南九州短期大学 青森県立むつ工業高等学校 東京都立足立高等学校 岐阜県立東濃フロンティア高等学校 箕面学園高等学校 長崎県立島原農業高等学校 三重県 鈴鹿市立白鳥中学校
文京学院大学 鹿児島県 鹿児島国際大学 岩手県 岩手県立遠野高等学校 東京都立荒川工業高等学校 岐阜県立瑞浪高等学校 兵庫県 神戸市立神港橘高等学校 長崎県立長崎明誠高等学校 京都府 京都府立洛北高等学校附属中学校

千葉県 植草学園大学 沖縄県 沖縄国際大学 宮城県 仙台市立仙台工業高等学校 東京都立板橋高等学校 岐阜市立岐阜商業高等学校 神戸市立兵庫商業高等学校 長崎県立平戸高等学校 大阪府 大阪市立墨江丘中学校
敬愛大学 都道府県 学校名 仙台市立仙台商業高等学校 東京都立大島高等学校 静岡県 静岡県立新居高等学校 神戸市立摩耶兵庫高等学校 長崎県立猶興館高等学校 摂津市立第一中学校
淑徳大学 北海道 札幌福祉医薬専門学校 仙台市立仙台青陵中等教育学校 東京都立小川高等学校 静岡県立池新田高等学校 神戸大学附属中等教育学校 熊本県 九州学院高等学校 摂津市立第五中学校

東京都 青山学院大学 都道府県 学校名 岩手県 盛岡社会福祉専門学校 宮城県石巻商業高等学校 東京都立荻窪高等学校 静岡県立稲取高等学校 甲南高等学校 熊本県立上天草高等学校 摂津市立第二中学校
嘉悦大学 北海道 小樽商科大学 宮城県 仙台保健福祉専門学校 宮城県岩出山高等学校 東京都立蒲田高等学校 静岡県立磐田北高等学校 兵庫県立赤穂高等学校 熊本県立菊池農業高等学校 摂津市立第四中学校
学習院大学 栃木県 宇都宮大学 茨城県 筑波医療福祉専門学校 宮城県気仙沼向洋高等学校 東京都立北豊島工業高等学校 静岡県立静岡中央高等学校 兵庫県立小野高等学校 熊本県立熊本農業高等学校 八尾市立高美中学校
昭和女子大学 千葉県 千葉大学 筑波総合福祉専門学校 宮城県白石高等学校七ヶ宿校 東京都立蔵前工業高等学校 静岡県立裾野高等学校 兵庫県立加古川南高等学校 熊本県立八代農業高等学校 兵庫県 明石市立大蔵中学校
上智大学 東京都 東京海洋大学 群馬県 大泉保育福祉専門学校 宮城県田尻さくら高等学校 東京都立久留米西高等学校 静岡県立浜松湖北高等学校 兵庫県立香住高等学校 大分県 大分県立安心院高等学校 神戸市立有野北中学校
成城大学 東京学芸大学 群馬社会福祉専門学校 宮城県亘理高等学校 東京都立工芸高等学校 静岡県立富岳館高等学校 兵庫県立香寺高等学校 大分県立大分商業高等学校 神戸市立神陵台中学校
専修大学 富山県 富山大学 群馬パース大学福祉専門学校 秋田県 秋田県大舘国際情報学院高等学校 東京都立国際高等学校 静岡県立藤枝北高等学校 兵庫県立神戸北高等学校 宮崎県 宮崎県立門川高等学校 宝塚市立光ガ丘中学校
大正大学 福井県 福井県立大学 専門学校高崎福祉医療カレッジ 秋田県立大曲高等学校 東京都立小平西高等学校 清水国際高等学校 兵庫県立神戸甲北高等学校 宮崎県立延岡星雲高等学校 滝川第二中学校
拓殖大学 山梨県 都留文科大学 前橋医療福祉専門学校 秋田県立平成高等学校 東京都立桜町高等学校 第一学院高等学校静岡キャンパス 兵庫県立須磨友が丘高等学校 鹿児島県 鹿児島県立伊佐農林高等学校 柳学園中学校
玉川大学 山梨大学 千葉県 専門学校新国際福祉カレッジ 秋田県立本荘高等学校 東京都立芝商業高等学校 東海大学付属静岡翔洋高等学校 兵庫県立多可高等学校 鹿児島県立頴娃高等学校 奈良県 生駒市立生駒南中学校
大東文化大学 長野県 信州大学 中央介護福祉専門学校 秋田県立増田高等学校 東京都立上水高等学校 浜松学院高等学校 兵庫県立宝塚東高等学校 鹿児島県立大島高等学校 帝塚山中学校
中央大学 長野県立大学 成田国際福祉専門学校 山形県 山形県立置賜農業高等学校 東京都立杉並総合高等学校 藤枝明誠高等学校 兵庫県立但馬農業高等学校 鹿児島県立鹿児島水産高等学校 奈良育英中学校
帝京大学 長野大学 東京都 彰栄保育福祉専門学校 山形県立東桜学館高等学校 東京都立世田谷泉高等学校 富士市立高等学校 兵庫県立西宮香風高等学校 鹿児島県立出水工業高等学校 鳥取県 鳥取市立桜ヶ丘中学校
東京家政学院大学 静岡県 静岡県立大学 東京YMCA医療福祉専門学校 山形県立遊佐高等学校 東京都立大江戸高等学校 焼津高等学校 兵庫県立西脇北高等学校 鹿児島県立南大隅高等学校 岡山県 岡山市立山南中学校
東京家政大学 愛知県 愛知教育大学 読売理工医療福祉専門学校 山形県立米沢工業高等学校 東京都立第三商業高等学校 愛知県 愛知県立阿久比高等学校 兵庫県立阪神昆陽高等学校 鹿児島県立明桜館高等学校 倉敷市立玉島北中学校
東京経済大学 京都府 京都教育大学 神奈川県 聖ヶ丘教育福祉専門学校 福島県 福島県立郡山北工業高等学校 東京都立橘高等学校 愛知県立安城高等学校 兵庫県立東灘高等学校 鹿児島県立山川高等学校 就実中学校
東京理科大学 大阪府 大阪教育大学 新潟県 北陸福祉保育専門学院 福島県立田島高等学校 東京都立多摩高等学校 愛知県立一色高等学校 兵庫県立夢前高等学校 鹿児島商業高等学校 山口県 防府市立小野中学校
東洋英和女学院大学 大阪市立大学 富山県 富山医療福祉専門学校 福島県立二本松工業高等学校 東京都立千早高等学校 愛知県立稲沢東高等学校 六甲学院高等学校 鹿児島市立鹿児島商業高等学校 高知県 四万十町立北ノ川中学校
東洋大学 兵庫県 神戸大学 北陸ビジネス福祉専門学校 福島県立湯本高等学校 東京都立田園調布高等学校 愛知県立海翔高等学校 奈良県 奈良県立奈良朱雀高等学校 沖縄県 沖縄県立沖縄水産高等学校 佐賀県 玄海町立玄海みらい学園
日本女子大学 奈良県 奈良女子大学 石川県 金沢福祉専門学校 茨城県 茨城県立潮来高等学校 東京都立豊島高等学校 愛知県立蒲郡東高等学校 和歌山県 和歌山県立海南高等学校 沖縄県立具志川高等学校 白石町立福富中学校
日本大学 鳥取県 公立鳥取環境大学 福井県 若狭医療福祉専門学校 茨城県立笠間高等学校 東京都立中野工業高等学校 愛知県立旭陵高等学校 和歌山県立南部高等学校 沖縄県立名護商工高等学校 長崎県 五島市立岐宿中学校
武蔵大学 島根県 島根大学 山梨県 帝京福祉専門学校 茨城県立勝田工業高等学校 東京都立練馬工業高等学校 愛知県立吉良高等学校 和歌山県立和歌山工業高等学校 沖縄県立南部工業高等学校 佐世保市立黒島中学校
武蔵野大学 岡山県 岡山大学 優和福祉専門学校 茨城県立茎崎高等学校 東京都立白鷗高等学校 愛知県立古知野高等学校 和歌山県立和歌山高等学校 沖縄県立南部農林高等学校 平戸市立平戸中学校
明治学院大学 広島県 尾道市立大学 岐阜県 あじさい看護福祉専門学校 茨城県立玉造工業高等学校 東京都立東村山西高等学校 愛知県立佐屋高等学校 鳥取県 米子北高等学校 沖縄県立真和志高等学校 熊本県 熊本市立北部中学校
明治大学 県立広島大学 サンビレッジ国際医療福祉専門学校 茨城県立友部高等学校 東京都立富士高等学校 愛知県立高浜高等学校 岡山県 岡山県井原市立高等学校 沖縄県立宮古総合実業高等学校 大分県 佐伯市立佐伯南中学校
明星大学 広島大学 奈良県 奈良保育学院 茨城県立日立工業高等学校 東京都立富士森高等学校 愛知県立豊川工業高等学校 岡山県高梁市立宇治高等学校 沖縄県立与勝高等学校 大分中学校
早稲田大学 山口県 下関市立大学 鳥取県 鳥取社会福祉専門学校 茨城県立水戸桜ノ牧高等学校常北校 東京都立府中東高等学校 愛知県立名古屋工業高等学校 岡山県立岡山御津高等学校 鹿児島県 伊仙町立伊仙中学校

神奈川県 神奈川大学 山口大学 YMCA米子医療福祉専門学校 茨城県立守谷高等学校 東京都立保谷高等学校 愛知県立三好高等学校 岡山県立勝山高等学校蒜山校地 大口明光学園中学校
鎌倉女子大学 徳島県 徳島大学 島根県 トリニティカレッジ出雲医療福祉専門学校 茨城県立八千代高等学校 東京都立本所高等学校 同朋高等学校　 広島県 KTCおおぞら高等学院　福山キャンパス 都道府県 学校名 肝付町立波野中学校
関東学院大学 香川県 香川大学 岡山県 旭川荘厚生専門学院 つくば秀英高等学校 東京都立瑞穂農芸高等学校 名古屋経済大学市邨高等学校 広島県立加計高等学校　芸北分校 北海道 旭川市立東光中学校 薩摩川内市立祁答院中学校
慶應義塾大学 佐賀県 佐賀大学 岡山医療福祉専門学校 栃木県 栃木県立小山北桜高等学校 東京都立南多摩中等教育学校 名古屋経済大学高蔵高等学校 広島県立賀茂高等学校 札幌市立定山渓中学校 志布志市立有明中学校
慶應義塾大学 大学院 長崎県 長崎県立大学 広島県 広島福祉専門学校 栃木県立佐野松桜高等学校 東京都立八潮高等学校 名古屋国際高等学校 広島県立福山葦陽高等学校 札幌市立白石中学校
松蔭大学 熊本県 熊本大学 山口県 下関福祉専門学校 群馬県 学校法人早稲田学園わせがく高等学校太田キャンパス 東京都立芦花高等学校 三重県 海星高等学校 広島県立福山商業高等学校 奈井江町立奈井江中学校
専修大学 大分県 大分大学 中村女子高等学校専攻科 群馬県立伊勢崎興陽高等学校 東京都立六本木高等学校 三重県立石薬師高等学校 広島県立湯来南高等学校 青森県 南部町立杉沢中学校
東海大学 鹿児島県 鹿児島大学 ＹＩＣ看護福祉専門学校 群馬県立伊勢崎商業高等学校 日体桜華高等学校 三重県立あけぼの学園高等学校 広島修道大学ひろしま協創高等学校 藤崎町立明徳中学校
東洋英和女学院大学 沖縄県 琉球大学 香川県 四国学院大学専門学校 群馬県立板倉高等学校 日本工業大学駒場高等学校 三重県立飯南高等学校 広島修道大学附属鈴峯女子高等学校 宮城県 栗原市立志波姫中学校

富山県 富山国際大学 高知県 高知福祉専門学校 群馬県立利根実業高等学校 明星学園高等学校 三重県立飯野高等学校 広島市立広島中等教育学校 山形県 山形県東根市立第二中学校
石川県 金沢星稜大学 福岡県 平岡介護福祉専門学校 群馬県立藤岡工業高等学校 目黒日本大学高等学校 三重県立伊賀白鳳高等学校 山口県 早鞆高等学校 福島県 平田村立ひらた清風中学校
長野県 松本大学 都道府県 学校名 長崎県 長崎医療こども専門学校 群馬県立前橋清陵高等学校 神奈川県 神奈川県立相模原総合高等学校 三重県立紀南高等学校 山口県立岩国高等学校坂上分校 茨城県 河内町立かわち学園
愛知県 愛知学院大学 北海道 函館大谷短期大学 鹿児島県 鹿児島医療福祉専門学校 群馬県立前橋商業高等学校 神奈川県立七里ガ浜高等学校 滋賀県 MIHO美学院中等教育学校 山口県立宇部工業高等学校 聖徳大学附属取手聖徳女子中学校

愛知大学 青森県 八戸学院短期大学 沖縄県 沖縄アカデミー専門学校 埼玉県 埼玉県立鴻巣女子高等学校 神奈川県立城山高等学校 滋賀県立安曇川高等学校 山口県立小野田高等学校 東洋大学附属牛久中学校
金城学院大学 岩手県 盛岡大学短期大学部 沖縄福祉保育専門学校 埼玉県立坂戸西高等学校 神奈川県立高浜高等学校 滋賀県立長浜北星高等学校 山口県立熊毛北高等学校 那珂市立第三中学校
椙山女学園大学 秋田県 聖園学園短期大学 沖縄リハビリテーション福祉学院 埼玉県立狭山経済高等学校 神奈川県立大和南高等学校 滋賀県立能登川高等学校 山口県立新南陽高等学校 栃木県 日光市立藤原中学校
中京大学 山形県 羽陽学園短期大学 専修学校インターナショナルリゾートカレッジ 埼玉県立杉戸農業高等学校 神奈川県立横須賀工業高等学校 滋賀県立東大津高等学校 山口県立長府高等学校 群馬県 高崎市立南八幡中学校
日本福祉大学 東北文教大学短期大学部 埼玉県立鶴ヶ島清風高等学校 神奈川県立横浜緑園高等学校 滋賀県立彦根西高等学校 山口県立徳山高等学校徳山北分校 玉村町立玉村中学校
名城大学 群馬県 関東短期大学 【高校】 埼玉県立羽生実業高等学校 中央大学附属横浜中学校高等学校 滋賀県立八幡工業高等学校 山口県立萩商工高等学校 埼玉県 埼玉県比企郡小川町立欅台中学校

滋賀県 立命館大学 千葉県 植草学園短期大学 都道府県 学校名 星槎国際高等学校大宮キャンパス 森村学園中高等部 京都府 京都橘高等学校 山口県立響高等学校 千葉県 印西市立本埜中学校
京都府 京都学園大学 東京都 愛国学園短期大学 北海道 帯広大谷高等学校 筑波大学附属坂戸高等学校 横浜市立戸塚高等学校 京都府立西城陽高等学校 徳島県 徳島県立池田高等学校 八街市立八街北中学校

京都産業大学 東京家政大学短期大学部 駒澤大学附属苫小牧高等学校 千葉県 西武台千葉高等学校 新潟県 開志国際高等学校 京都府立洛北高等学校 徳島県立富岡東高等学校羽ノ浦校 東京都 稲城市立稲城第五中学校
京都先端科学大学 福井県 仁愛女子短期大学 東海大学付属札幌高等学校 千葉県立君津商業高等学校 新潟県立加茂農林高等学校 洛陽総合高等学校 香川県 香川県立三木高等学校 葛飾区立青戸中学校
同志社女子大学 岐阜県 中部学院大学短期大学部 北海道旭川工業高等学校 千葉県立佐原高等学校 新潟県立佐渡総合高等学校 立命館高等学校 愛媛県 愛媛県立小田高等学校 小平市立花小金井南中学校
同志社大学 愛知県 名古屋短期大学 北海道旭川南高等学校 千葉県立沼南高柳高等学校 新潟県立正徳館高等学校 大阪府 大阪市立生野工業高等学校 愛媛県立東温高等学校 渋谷区立上原中学校
佛教大学 滋賀県 滋賀短期大学 北海道置戸高等学校 千葉県立成田西陵高等学校 新潟県立長岡明徳高等学校 大阪市立住吉商業高等学校 愛媛県立長浜高等学校 新宿区立新宿中学校

大阪府 大阪国際大学 京都府 京都経済短期大学 北海道小樽商業高等学校 千葉県立柏陵高等学校 新潟県立新潟工業高等学校 大阪市立都島第二工業高等学校 愛媛県立新居浜東高等学校 帝京中学高等学校
大阪樟蔭女子大学 大阪府 四天王寺大学短期大学部 北海道小樽水産高等学校 千葉県立東総工業高等学校 新潟県立村上高等学校 大阪府立芥川高等学校 愛媛県立北条高等学校 東海大学付属高輪台高等学校中等部
大阪商業大学 平安女学院大学短期大学部 北海道帯広工業高等学校 千葉県立船橋法典高等学校 富山県 富山県立石動高等学校 大阪府立芦間高等学校 愛媛県立八幡浜工業高等学校 東京都立白鷗高等学校附属中学校
関西大学 兵庫県 甲子園短期大学 北海道北見柏陽高等学校 千葉県立松戸向陽高等学校 富山県立富山視覚総合支援学校 大阪府立茨木工科高等学校 高知県 高知県立高知小津高等学校 練馬区立練馬中学校
近畿大学 頌栄短期大学 北海道釧路工業高等学校 千葉県立若松高等学校 富山県立雄峰高等学校 大阪府立茨木西高等学校 高知市立高知商業高等学校 八丈町立大賀郷中学校
大学コンソーシアム大阪 和歌山県 和歌山信愛女子短期大学 北海道剣淵高等学校 松戸市立松戸高等学校 石川県 石川県立鶴来高等学校 大阪府立貝塚高等学校 福岡県 福岡県立稲築志耕館高等学校 文京区立第六中学校

兵庫県 関西学院大学 島根県 大阪健康福祉短期大学 北海道札幌国際情報高等学校 東京都 岩倉高等学校 石川県立松任高等学校 大阪府立河南高等学校 福岡県立香椎工業高等学校 武蔵野市立第一中学校
神戸国際大学 岡山県 就実短期大学 北海道札幌琴似工業高等学校 NHK学園高等学校 福井県 福井県立丹南高等学校 大阪府立北摂つばさ高等学校 福岡県立嘉穂総合高等学校大熊城山分校 神奈川県 神奈川県立相模原中等教育学校
神戸女子大学 中国短期大学 北海道静内高等学校 大成高等学校 山梨県 山梨県立身延高等学校 大阪府立北淀高等学校 福岡県立苅田工業高等学校 鎌倉市立大船中学校
流通科学大学 新見公立短期大学 北海道苫小牧工業高等学校 科学技術学園高等学校 長野県 長野県上田千曲高等学校 大阪府立生野工業高等学校 福岡県立光陵高等学校 相模原市立中野中学校

奈良県 帝塚山大学 山口県 宇部フロンティア大学短期大学部 北海道苫小牧総合経済高等学校 京華女子高等学校 長野県篠ノ井高等学校 大阪府立成城高等学校 福岡県立筑豊高等学校 聖ヨゼフ学園中学校
岡山県 岡山商科大学 愛媛県 今治明徳短期大学 北海道苫小牧東高等学校 恵泉女学園中学・高等学校 長野県諏訪実業高等学校 大阪府立成美高等学校 福岡県立宗像高等学校 横浜市立南が丘中学校

川崎医科大学 福岡県 九州大谷短期大学 北海道根室高等学校 麹町学園女子高等学校 長野県蘇南高等学校 大阪府立能勢高等学校 佐賀県 佐賀清和高等学校 横浜市立南戸塚中学校

【国公立大学】

【専門学校】

【中学校】

【短期大学】
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