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生命保険アンダーライティング学院

学院長からのお誘い
―「 本当の専門家日本版ＣＬＵを目指そう！」―
捉え、
アームストロング調査前と後で米国生保業界の状
況を一変するために努められ、正しい保険論のテキスト
を全米の大学に使わせ外務員協会の有志やILIなどとも

学院長

正田 文男
（日本生命

元副社長）

よく連携し一挙に生保の科学性を進めた。
アームストロング法の特徴は会社形態を資本のない相
互会社にしたことと
「家族の死」などを賭けの一つとは見
ず、家計安全のための「家族愛」
を資本構成したもので
あった。

生命保険の歴史は古いようで新しい。今では「一国の

世は移り今や相互会社制度は若干の例外を残し再び

文化のレベルは生命保険事業普及の程度で決まる」
とよ

株式会社に戻った。
これはミューチュアルのガバナンス体

く言われている。事実20世紀初頭は世界を見回しても、
し

制についての反省からであった。

ばらく世界のマネーセンターの位置をロンドンから引き継

一方我が生保業界は是々非々の立場から生保業界

ぐかにみえたアメリカの事情は目を覆うべき惨状であっ

の在り方について一貫して議論し研究を続けた。
そして

た。
当時のニューヨークの生命保険を牛耳っていたのは、

遥か日本の地で「ヒューブナー主義」である家族の突然

ニューヨークの巨大３社であった。因みに当時の巨大会

の不幸をあらかじめ計算に入れて日本の生保の成長に

社は最有力だったミューチュアルライフニューヨークで、

努めた。

資産は2兆ドルを突破しており、最有力銀行だったファー

今や当学院の卒業生だけで1779名に達し、彼等、彼

ストナショナル銀行は0.5億ドルであった。
その業容の大半

女等は「保険の資本化」の本当のプロであり各社の中核

は極端な企業集中、契約者資産の無制限な流出、経営

に位置している。彼らは日本版ＣＬＵとして専門家活動を

者の横領、
背任、
ソルベンシーの不確実、
まさに百鬼夜行

行い、
今回募集をしている第46期生を含めて早く4000人

の状態であった。

～5000人に達していただくことを強く期待している。
まさに

1905年、
ニューヨーク州は上院議員のアームストロング

日本の文化度が変わるはずである。

氏を委員長とし、生保の非正常（企業の買い占めなど）
業務については直接是正勧告を行った。同委員会の勧
告は1906年のニューヨーク州法として立法化され米国
各州はようやくこれにならった。
世界の保険のそれらしい成長発展はそのように必ず
しも早いものではなかったが、20世紀初頭、
たまたまペン
シルバニア大学ウォートン校で教鞭をとられていた、教育
家でもあったソロモン・
Ｓ.ヒューブナー博士はこの機会を

新年互礼会学院長講話

生命保険アンダーライティング学院は
生命保険営業最高の専門職としての見識と豊かな
品性を身につけるための教育を目的にしています。
建学の精神に明らかにされているような「人は生ま
れ、
そしてやがて死んでゆく、
この人びとの生きてゆく生
を思い、その生の姿、あり方を偲び、深い思いやりを
以って人を愛します」
といったホスピタリティを持った生

入学は学院長による面接で次の点を原則
としながらも、弾力的に許可します。
入学資格は原則として、3年以上生命保険営業員
の経験を有し、
業界共通教育の生命保険大学課程
ＴＬＣ
（生命保険協会認定ＦＰ）
に合格したものであ
って、公益社団法人生命保険ファイナンシャルアド
バイザー協会の推薦を受けた方とします。

命保険営業のリーダーをつくります。
誇り高き外野人を育成すること
これは本学の創設者末高信先生の願いでもありま
す。

45期

45期

推薦者

紹介

入学式：2019年９月５日

創設者

末高

入学式

卒業式：2020年８月４日

信

初代学院長
元早稲田大学名誉教授
（1894年９月４日～
1989年４月４日）
44期

同期の素晴らしい仲間と未来を輝かせるためにお
互いをみがき、
友情を深める場であります。
当学院のＳＬＵ
（生命保険修士）
コースは人間として
見識を深める教養科目と専門科目に特別講座を加え
た実践的なカリキュラムを組んでいます。
各分野の一流の先生が親しく担当します。

SLUとは
本学の卒業生は、生命保険修士の略称である、
シニア
ライフ アンダーライターを授与されます。
英文名Senior Life Underwriterのことです。

卒業式

答辞

44期

卒業式

申込手順
所定の入学申込書を当学院事務局に提出して下さい。
＊各社の教育部経由での申し込みを奨励しています。
後日、面接通知を送付します。

諸経費
受 験 料
入 学 金

3,000円
30,000円（入学時）

受 講 料

240,000円（年額）

支払方法

一括払を原則としますが分納の相談に応じます。

生命保険協会の業界共通教育・TLC
（大学課程）
の次のステップは
素敵な仲間たちとface- to - faceで学ぶ
生命保険アンダーライティング学院 SLU
（生命保険修士）
コースへ
倫理・哲学

経験豊かな著名講師陣
【生命保険論】

生命保険の特徴、
歴史、規制
東京経済大学教授

【保険数理】
保険数学の基礎と
保険制度のあらまし

専門科目

林

勲

元アクチュアリー会
理事長

【社会保障論】

保険契約関係法・約款

石山卓磨

法学博士・弁護士・
大原大学院大学教授

【損害保険論】

中央学院大学元教授

簿記・財務諸表

長谷川惠一
早稲田大学
商学学術院教授

藁谷友紀

経営経済学博士
早稲田大学教授

【保険医学
危険選択

90分×4回】

【営業倫理とコンプライアンス】
【ＦＰ講座

90分×4回】

生保税制等のタックスプランニング

【生命保険文化センター寄附講座】

【ゼミナール】
専門７科目・教養４科目
－先生方を交え親しく論議－

5チーム編成での学習

エコノミックス入門

【学院長ソリューションゼミナール】

特別講座

【会計学】

康

【経済学】

八木孝彦

【リスクマネジメント論】

商学博士・
明治大学名誉教授

文学博士
専修大学他兼任講師

【心理学】

早稲田大学商学部教授

森宮

寺戸淳子

文学博士
早稲田大学名誉教授

中出 哲

商学博士・
早稲田大学名誉教授

土田武史

佐々木雅發

ビジネスパーソンの
自己啓発

リスクアセスメントと
リスク対応など

自他の生老病死を
めぐる倫理

文学にみる人間観

現代社会と
賠償責任など

年金・医療・
介護保険など

【倫理・哲学】

【文学】

教養科目

米山高生

【保険契約法】

統計・調査からみた生命保険

【生命保険修士会研修プログラム】
卒業生の会の生涯学習プログラム

ゼミでの討論

教室での授業

授業は毎週土曜日
（3コマ、各90分）各科目6コマ+ゼミ1コマです。

一時限目10：00～11：30

二時限目13：00～14：30

三時限目14：45～16：15

卒業生が語る生命保険アンダーライティング学院の真髄
SLU
本学を選んだ動機

35期生

滝田泰美
（代理店）

数年前、生命保険業界に転職を決断する
のにあたり、大きな決めてとなりましたの
は、
この学院の存在でした。
「このような
組織が確立されている業界なら大丈夫」
と、
自らの背中を押しました。ともすると、
日々孤独でくじけそうになる中、
学院関係
者の方々、講師の先生方、同期生の面々
を思うとき、生命保険販売の使命感や尊
さを思い出させてくれる。私を奮い立た
せてくれる。今後は私も業界の地位向上
の一翼を担っていきたいと思います。

生涯学習を目標に

36期生

皆川三重子

「学院生活」
本当に楽しく過ごさせて頂き
ました。お世話になりありがとうございま
した。今は達成感とすばらしい仲間に出
会えた事に充実感を覚えております。短
時間のなかで、一生懸命講義して下さっ
た先生方にも心より感謝申し上げます。
生涯学習を目標に、
この貴重な経験を生
かし、生涯現役を目ざし、お仕事頑張って
参ります。

（フコク生命）

真に充実した時間

38期生

田中陽子

（第一生命）

人の話を聴く力がついた。

37期生

（大樹生命）

毎週土曜日に１コマ90分、
３コマ講義を
聴く。大学に通っているの？と知らない人
からそう訊ねられて思わずそうよ！と答え
る私。ステキな仲間達と共に本当に大学
を卒業した気分です。人の話を聴く力が
ついた気がします。39期のみんなありが
とう。
!!
３
（サン）
９
（キュウ）

39期生

後上百合子

（明治安田生命）

素晴しい仲間との出会い

島根真由美

目標を皆勤賞と決めて、毎週土曜日に平
日より早起きして通い、
なんとか取ること
ができました。
学生時代より学ぶことの有難さと楽しさ
を感じ、仲間にも恵まれて、
とても充実し
た日々でした。
論文・レポートには最後まで苦しみました
が、考えに考え絞り出し、書き上がった時
の爽快感は格別で、人生の宝物になりま
した。

素敵な仲間との出会い、
この仕事にプラ
イドを持ち、高い志を持ち続けている仲
間と、様々な講義を聞かせてもらい、お
しゃべりし何と素晴しい一年だったので
しょう。仕事に益々、自信を持て、又各生
保、代理店さんで、
日々頑張る仲間は、誰
もがお客様のために一生懸命、誠心誠意
かけ回っています。皆 !! ほんとに素敵！
ありがとう !!

知識の構築ができた

40期生

五十嵐英美
（日本生命）

1年間の学院生活を振り返ってみたら、
あっという間でした。
仲間と励まし合いながら論文・レポートを
書き上げることが出来、今は達成感で
いっぱいです。
授業では分からなかった事を、論文・レ
ポート作成のために、毎日夜中まで調べ
たり、文献を読んで知識の構築が出来た
事は、私にとってすばらしい財産です。

生命保険アンダーライティング学院は生涯学習を目指します。
卒業後も、生命保険修士会
（卒業生の生涯学習の会）
に入会し相互研鑽に励みます

生命保険修士会 会長からのメッセージ

SLU

社会から信頼される募集人を目指しています
私たちは皆さんを、
ひとりの人間として捉え、皆さんを人生の達人の境地とまでは及ばない
にしても、
少なくとも成熟した一個の人格を築き、
いかなる顧客に接しても人間としては対等の
立場で接し、
また生命保険原理による生活保障については、第一線の専門家として、揺るぎ
なき確信を以って行動できる人物として、
皆さんを養成することをその究極としています。従い
生命保険修士会会長

近藤 景久

まして卒業後も、
生命保険修士会員として、
生涯研さんを続けてまいります。

（ジブラルタ生命）

楽しかった学院生活

41期生

中山富士子

毎週土曜日を学びの場として学院に通い
始めた時は、長い時間耐えられるのか心
配でしたが楽しみに変りました。桜の頃
の建学者のお墓まいりや、夜桜見物、箱
根の一泊研修など他社の方とのふれあう
時間は、
とても有意義な時間になり、皆さ
んの頑張りに元気を頂きました。貴重な
体験をさせて頂き感謝の気持ちで一杯
です。

（住友生命）

お友達もできて楽しい

43期生

大倉良子

（朝日生命）

教わったことを誇りに

42期生

古賀寛明

（ジブラルタ生命）

毎週土曜日に普段通りに起きて会社に
でも行く様な気持ちで通って来ました。
それももうすぐ終りだと思うと少し寂し
い気持になります。10ヶ月の長い期間最
初の１ヶ月は、普段車で活動しているた
め足が疲れて通えるだろうかと不安もあ
りました。今は自然と電 車 通 勤 の 様に
通ってます。お友達もできて楽しい学院
生活でした。

活躍している先輩から学院の話を聞き、
自
分もちゃんと勉強をしようと門をたたきま
した。私自身学生時代から大分年数が経
ち、授業を受ける事、課題やレポートを書
き自身の考えを表現する事は、大変では
ありましたが、
1年間通い勉強をし、
無事に
卒業できたのは、私自身の力だけでなく
同期で入学した仲間がいて、
互いに励まし
あいながら過ごせたのがなにより大きい
と思いました。これからも学院で教わった
ことを誇りに思って頑張って行きます。

クオリティの高い授業

44期生

岩堀和美

（大同生命）

金融の自由化が進み、スピーディーに変
化する時代の中で我々生命保険募集人
は今後どうあるべきなのかを求めて入学
しました。人間力を深める一般教養、プロ
である為の専門科目、一流の先生方のク
オリティの高い授業に触れて答えが見つ
かりました。卒業がスタートです！
！学びえ
たものを生かし、使命感を持って今後も
頑張ります。

アクセスガイド
ニッポン
放送

帝国劇場

国際ビル

東京會舘

富士ビル

新有楽町ビル

新国際ビル

新東京ビル

新日石ビル

有楽

町駅

ビックカメラ
よみうりホール
（7F）

東京国際フォーラム

●JR線をご利用の場合は、
有楽町駅・国際フォーラム口より徒歩2分
●東京メトロ有楽町線をご利用の場合は、
駅出口D3より徒歩2分
新国際ビル

国際フォーラム口から見た新国際ビル

入学手続き、授業の体験聴講希望、
学院の説明等のお問い合わせは
メールまたはお電話で。
生命保険アンダーライティング学院

〒100－0005
東京都千代田区丸ノ内3－4－1 新国際ビル3階
一般社団法人 生命保険協会内331号室

ＴＥＬ 03－3287－1912
ＦＡＸ 03－3287－1913
URL: http://alu.sub.jp/
E-mail: alu-slu@jupiter.ocn.ne.jp

