
 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

2018 年度ベーシック講座は、昨年 7 月から今年 3 月までの 9 か月間にわたって開講し、

受講登録者 1021 名のうち 994 名が修了、そのうち上位約 6％にあたる 60 名を成績優秀者と

して表彰した（成績優秀者は後掲）。 

本講座は損害保険の重要な知識・情報を確実に習得しつつ、自ら考える力を養成する内容

となっており、通信科目５科目とスクーリング、レポートで構成している。受講対象は主に

地域型社員向けの講座となっているが、ここ数年は保険会社以外の会社、そして幅広い年代

の受講者が増加傾向にある。 

 カリキュラムの一つであるスクーリングは、昨年 10 月から 12 月に東京の損保会館で、

１日半の日程で 6 回実施し、全国から 999 名（6 クラス）の受講者が参加した。 

スクーリングでは、学識者や実務家による特別講義の他、損保業界の女性先輩社員による

講義、業界共通の課題について受講者同士でグループ討議するワークショップなどを通じ

て、損保業界で働くことの意義や日常業務の改善について新たな気付きを促すことを目的

としている。 

スクーリングプログラムの特別講義では、「グローバル時代のリーダー像」（OECD 東京

センター・村上由美子所長）、「キャリア・マネージメントの経済学」（津田塾大学総合政策

学部・伊藤由希子教授）、「グローバルな時代に君たちはどう生きるか」（慶應義塾大学大学

院商学研究科・柏木茂雄教授）、「脱炭素社会のリスクマネジメント」（法政大学人間環境学

部・長谷川直哉教授）、「業界を取り巻く環境変化と損保業の今後」（東京理科大学経営学部・

柳瀬典由教授）、などの演題で講義を行った。 

また、特別講義後に受講者同士で意見交換するディスカッションの時間を設けているが、

「講義後のディスカッションタイムのおかげで、より講義内容を自分の言葉で理解を深め

ることができました。」「インプットするだけでなく、アウトプットする場が設けられていた

ため知識の定着に繋がった。」など受講者から満足の声を多く得た。 

また、幅広い年代の受講者が増えているため、「損保業界の先輩に聞く」の講演枠とは別枠

で選択制を導入して、希望者には「イノベーティブに思考する」（慶應義塾大学大学院 シス

テムデザイン・マネジメント研究科）を受講できるようにし、多様化するニーズに対応した。 

ワークショップでは、「一生使える（伝える）技術」や「組織の一員として輝く自分を創る」

を実施した。 
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     公益財団法人 損害保険事業総合研究所 

2018 度ベーシック講座の成績優秀者を表彰 



 

2018 年度受講者から以下のような感想が寄せられている。 

 

＜全体＞ 

 

・保険の基礎部分を学ぶことができ、保険を扱う者として軸が定まったように感じる。業務

内では学ぶことができない点が多くあり、改めて学習することができて良かった。 

・約款解釈的な知識は今の仕事に役立つ部分であり、大きな学びとなりました。また、テス

トの順位が発表されるシステムのおかげで自分自身の学びのモチベーションに繋がり、

やる気を継続させながら学習できました。 

・レポートを作成することで、受け身の学習ではなく、自身で今後の損害保険市場について

考える機会になったので良かったです。 

・簡単だよ！なんてことは絶対に言えないものでしたが、この講座を受講して日々の業務を

行うのと受講せずに行うのでは、全く違うと思います。大変だと思いますが、是非、積極

的に興味を持って、決してやらされ感ではなく前向きに受講して欲しいと思います。無駄

なものは何一つありません。必ず役に立つものばかりです。 

・ベーシック講座はテキスト・テスト・動画視聴と様々な方法で、時間や場所を問わず効率

的に学習が出来ました。継続的な学習のフォローもして頂ける講座だったので、自分の知

識を増やすことが出来ました。 

 

 

＜スクーリング＞ 

 

・個社のことを考える機会が今まで多かったが、スクーリング等を通じて業界としての視点

を持つこと、視野を広く持つことの大切さを学べたこと。 

・スクーリングはリアルタイムでの情報提供と、実際に議論をしながらアウトプットする機

会として勉強になった。 

・スクーリングの特別講義、大変勉強になりました。普段、歴史や現状について学ぶ機

会はあっても、将来どうあるべきかに考える機会がなかったので、とても興味深かっ

たです。 

・損保業界の先輩のお話をお伺いすることができ、自分が不安に思っていることについてア

ドバイスをいただけたことが良かったです。会社の先輩に相談しにくいことも他社の人

になら相談しやすいと思いました。 

・自分の頭で考え、意見を出す時間が与えられるので、より保険に関する知識や、損保関係

なく組織の中で働くための主体性やコミュニケーション能力を、今までを振り返りなが

ら身につけることができた。非常に有意義な時間を過ごせた。 

 

 

 

 



 

【2018 年度ベーシック講座の受講スケジュールおよび受講科目】 

 

■通信教育科目   

科目 開講 実施期限 

第１回：保険総論 7 月 2 日 8 月 6 日 

第２回：保険約款と保険法 8 月 1 日 9 月 5 日 

第３回：保険業法と募集制度 9 月 3 日 10 月 5 日 

第４回：損害保険市場とマーケット変化への対応 10 月 1 日 11 月 5 日 

第５回：損害保険経営の基礎 11 月 1 日 12 月 5 日 

 

■スクーリング  

  開催日・時間 

Ａクラス 2018 年 10 月 11 日（木）13：00～10 月 20 日（金）17：00 

Ｂクラス        10 月 25 日（木）12：30～10 月 26 日（金）17：00 

Ｃクラス        11 月 8 日（木）13：00～11 月 9 日（金）17：00 

Ｄクラス        11 月 21 日（水）13：00～11 月 22 日（木）17：00 

Ｅクラス        12 月 6 日（木）13：00～12 月 7 日（金）17：00 

Ｆクラス        12 月 13 日（木）13：00～12 月 7 日（金）17：00 

 

■講座修了レポート  
 

テーマ発表 実施期限 

12 月 2019 年 1 月 

 

【2018 年 ベーシック講座 成績優秀者：60 名】      

（順不同敬称略） 

  会社名 氏名 

1 東京海上日動火災保険株式会社 榊原 里帆 

2 東京海上日動火災保険株式会社 西山 真穂 

3 東京海上日動火災保険株式会社 桒原 綾乃 

4 東京海上日動火災保険株式会社 荒田 桃子 

5 東京海上日動火災保険株式会社 高野 茜 

6 東京海上日動火災保険株式会社 松本 亜里沙 

7 東京海上日動火災保険株式会社 玉之内 花織 

8 東京海上日動火災保険株式会社 堀江 日奈子 

9 東京海上日動火災保険株式会社 田中 杏実 

10 東京海上日動火災保険株式会社 細谷 理紗 



11 東京海上日動火災保険株式会社 前田 茉里奈 

12 東京海上日動火災保険株式会社 太田 アイリ 

13 東京海上日動火災保険株式会社 野尻 麻未 

14 東京海上日動火災保険株式会社 松原 有里 

15 東京海上日動火災保険株式会社 加藤 亜里紗 

16 東京海上日動火災保険株式会社 平井 亜季 

17 東京海上日動火災保険株式会社 川井 菜摘 

18 東京海上日動火災保険株式会社 小林 桃香 

19 東京海上日動火災保険株式会社 新美 綾乃 

20 東京海上日動火災保険株式会社 藤下 実佳 

21 東京海上日動火災保険株式会社 真鍋 結衣 

22 東京海上日動火災保険株式会社 森川 絵理 

23 東京海上日動火災保険株式会社 吉村 香歩 

24 東京海上日動火災保険株式会社 田中 麻莉 

25 東京海上日動火災保険株式会社 吉村 あかね 

26 東京海上日動火災保険株式会社 橋本 佳奈 

27 三井住友海上火災保険株式会社 竹下 満美子 

28 三井住友海上火災保険株式会社 金子 理紗 

29 三井住友海上火災保険株式会社 相山 知美 

30 三井住友海上火災保険株式会社 農上 果帆 

31 三井住友海上火災保険株式会社 小金丸 綾花 

32 三井住友海上火災保険株式会社 菅谷 紫帆 

33 三井住友海上火災保険株式会社 宮本 知奈 

34 三井住友海上火災保険株式会社 前田 華苗 

35 三井住友海上火災保険株式会社 原 果那 

36 三井住友海上火災保険株式会社 森 千紘 

37 三井住友海上火災保険株式会社 柴田 万伊茄 

38 三井住友海上火災保険株式会社 生田 悠 

39 三井住友海上火災保険株式会社 中川 文乃 

40 三井住友海上火災保険株式会社 出野 千紗 



41 三井住友海上火災保険株式会社 小澤 奈子 

42 三井住友海上火災保険株式会社 児玉 明子 

43 三井住友海上火災保険株式会社 山下 佳織 

44 三井住友海上火災保険株式会社 寺崎 珠羽 

45 三井住友海上火災保険株式会社 竹尾 友里 

46 三井住友海上火災保険株式会社 東 真弓子 

47 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 百井 千晴 

48 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 塩野 由佳 

49 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 鈴木 伸子 

50 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 谷川 央佳 

51 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 濱野 奈津美 

52 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 古川 綾 

53 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 中俣 博子 

54 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 渡辺 早紀 

55 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 永田 麻紘 

56 共栄火災海上保険株式会社 井上 祥子 

57 ソニー損害保険株式会社 熊谷 浩平 

58 コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッド 加藤 亮介 

59 マーシュジャパン株式会社 大川 永馨 

60 スイス損害保険会社 芳賀 朝子 

 

成績優秀者の公表につきましては、「掲載日を損保各社にあらかじめ連絡する」ということ

で了承を得ております。 

 

 

 

 

 

この資料は、保険関係業界紙各社へ同時に配布しております。 

 

本件に関するお問い合わせ先 

〒101-8335 千代田区神田淡路町 2-9 

公益財団法人 損害保険事業総合研究所 

教育研修部 小野 03-3255-5512 


