西田弘次・実績
【学校向け：283 校・延べ 3,000 回超】
北海道
知内中学高等学校 函館白百合学園高校 立命館大学慶祥中学高校 札幌聖心女子学院高
校 北海道札幌国際情報高校 遺愛女子高校 札幌光星高校 北海道大学
青森県
八戸工業高校第二高校 青森明の星中学高校
岩手県
萩荘中学校 盛岡白百合学園中学高校 一関商工高校 雫石高校 花泉高校

一関学院高

校 大船渡高校
山形県
羽黒高校
秋田県
能代北高校 秋田北高校 秋田大学
宮城県
仙台白百合学園小学校 古川黎明中学校 仙台白百合学園中学高校 仙台東高校 泉高校
富谷高校 名取北高校 黒沢尻南高校 仙台青陵中等教育学校 成田中学校

東北大学

福島県
桜の聖母学院小学校 郡山ザベリオ学園中学校 桜の聖母学院中学高校 福島商業高校
光南高校 福島成蹊女子高校 会津若松ザベリオ学園高校 郡山商業高校 平商業高校
あさか開成高校 橘高校 湯本高校
栃木県
宇都宮海星女子学院中学高校 宇都宮文星女子高校

宇都宮学園高校 宇都宮大学

群馬県
高崎北高校 中央中等教育学校 太田市立太田高校
茨城県
東洋大学附属牛久高校 水戸第二高校 水戸第一高校 茨城高校 筑波大学
埼玉県
浦和学院高校 聖望学園高校 西武学園文理高校 開智中学高校 秋草学園高校 開智未
来高校 開智高校 川越高校 筑波大学附属坂戸高校 武南高校 浦和高校

浦和第一女

子高校
千葉県
一宮学園 千葉大学付属小学校 千葉大学附属中学校 二松學舍大学附属柏中学校 鎌ヶ
谷高校 薬園台高校 佐原高校 流山おおたかの森高校 敬愛学園高校 渋谷教育学園幕
張中学高校 千葉高校 船橋高校 市川中学高校 香取おみがわ医療センター附属看護専
門学校 敬愛大学 千葉大学 神田外語大学
東京都
千代田女学園中学校 明治学院中学校 筑波大学附属中学校 小石川中等教育学校、星美

学園中学高校 目黒学院中学高校 武蔵野女子学院中学高校 東京女子学園中学高校 跡
見学園高校 東京純心女子高校 昭和鉄道高校 駒場学園高校 杉並総合高校 錦城高校
法政大学第二中学高校 法政大学女子高校 豊島学院高校 永福高校 法政大学中学高校
女子美術大学付属高校 獨協中学高校 広尾学園中学高校 立教女学院中学高校 女子聖
学院中学高校 渋谷教育学園渋谷中学高校 成蹊中学高校 西高校 鴎友学園女子中学高
校 筑波大学附属駒場高校

開成高校 海城中学高校 立川国際中等教育学校 三田国際

学園中学高校 山脇学園中学高校 田園調布高校 国際高校 実践女子学園中学高校 町
田高校 桐朋高校 日比谷高校 城北中学高校 東京女学館中学高校 大妻中学高校 成
城中学高校 三鷹中等教育学校 明星中学高校 豊島岡女子学園高校 緑野中学校 産業
技術高等専門学校 早稲田塾 神田外語学院 東京大学 早稲田大学 慶應義塾大学 日
本大学 法政大学 上智大学 東京学芸大学 亜細亜大学 東洋英和女学院大学 文京学
院大学 青山学院大学 一橋大学 日本女子体育大学 明治大学 ビジネスブレークスル
ー大学 立教大学 東京経済大学 中央大学
神奈川県
函嶺白百合学園中学高校 横浜山手女子中学高校 藤嶺学園藤沢中学高校 湘南学園中学
高校 ひばりが丘高校 横浜翠陵中学高校 神奈川大学附属高校 カリタス女子高校 湘
南学院高校 横浜英和女学院中学高校 栄光学園中学高校 関東学院六浦中学高校 湘南
高校 横浜雙葉中学高校 洗足学園中学高校 桐光学園中学高校 平塚中等教育学校 弥
栄高校 関東学院中学高校

森村学園中等高等部 神奈川大学附属中学高校

相模女子大

学高等部 小田原高校 湘南白百合学園中学高校 横須賀学院高校 浅野高校 厚木高校
新居浜工業高等専門学校 関東学院大学 東洋英和女学院大学 横浜国立大学 神奈川大
学
富山県
泊高校 富山国際大学附属高校
石川県
金沢伏見高校 飯田高校 金沢高校 石川県立看護大学
福井県
北陸中学高校 福井工業大学附属福井高校 仁愛女子高校 啓新高校 福井大学
山梨県
山梨学院大学附属中学校
長野県
長野清泉女学院高校
静岡県
浅羽中学校 桐陽高校
愛知県
滝中学高校 南山高等中学校男子部 名古屋大学
京都府
洛北中学校 日吉ヶ丘高校

洛星中学高校 東山中学高校 京都女子中学高校 立命館中

学高校 立命館宇治中学高校 西京高校 洛北高校
大阪府

京都聖母学院中学高校

京都大学

梅花中学校 追手門学院大手前中学校 大阪青凌中学高校 四条畷学園中学高校 大阪学
院大学附属高校 堺女子高校 高槻中学高校 初芝富田林中学高校 大阪女学院高校 大
阪明星学園明星高校 清教学園中学高校 帝塚山学院中学高校 追手門学院大学 大阪大
学
兵庫県
滝川中学校 小林聖心女子学院高校 兵庫県立大学附属高校 愛徳学園中学高校 賢明女
子学院中学高校 神戸海星女子学院中学高校 親和女子高校 六甲高校
奈良県
西大和学園中学高校
三重県
メリノール女子学院高校
滋賀県
立命館守山高校
鳥取県
八頭高校
岡山県
宇野中学校 妹尾中学校 岡山城東高校 興陽高校

総社高校 倉敷中央高校 就実高校

岡山山陽女子高校 玉野高校 和気閑谷高校 岡山学芸館高校 児島高校 総社南高校
倉敷青陵高校 倉敷鷲羽高校 岡山後楽館高校 倉敷商業高校 岡山朝日高校 西大寺高
校 津山商業高校 笠岡高校 玉野総合医療専門学校 就実短期大学 岡山大学
広島県
修道中学校 崇徳中学高校

舟入高校 比治山女子高校 広島学院高校 広島大学附属高

校 広島山陽女子高校 広島国際学院高校 広島大学
福岡県
大牟田北高校 西南学院大学 九州大学
大分県
立命館アジア太平洋大学
熊本県
熊本大学
宮崎県
宮崎大学
鹿児島県
楠隼中学高校
沖縄県
琉球大学

【企業・団体向け：60 か所】
外務省 国際教育機構 東京商工会議所 （株）アイエスエイ （株）EQ ジャパン 全日
空商事（株） （株）ＪＴＢ インターナショナルカーゴサービス（株） 航空食品（株）
セイコーエプソン労働組合

日本フレッシュフーズ（株） （株）マネジメントサポート

（有）佐精 （株）アドバンテッジリスクマネジメント ギガビジョン（株） （株）Find
アクティブラーナー （株）ビジネスブレークスルー （株）栄光 （株）ジャパングレ
イス （株）エデュケーショナルネットワーク （財）日本キャンプ協会 （社）日中科
学技術文化センター NGO ピースボート NPO 日本国際交流振興会 保育事業ドリーミン
（社）国際フレンドシップ協会 （社）青年海外協力協会 東京私立中学高等学校協会 東
京都大学等委託訓練 大学生協 大学職業指導研究会 千葉県身体障害者福祉事業団 千
葉県立佐原病院 千葉県がんセンター 千葉市産業振興財団 北陸国際教育協会 次世代
リーター育成道場 福岡県中学高校留学フェア 大分県中学高校留学フェア

岡山県高等

学校校長会 岡山県高等学校教頭・副校長会 東京都葛飾区中学校授業力向上プロジェク
ト 東京都教育委員会 横浜市教育委員会 東京都葛飾区教員研修 高知県庁教育委員会
熊本 YMCA （学）佐野学園

（学）横浜英和学院 （学）文教学園 （学）福井精華学園

（学）愛徳学園 （学）秋草学園 （学）開智学園

（学）宇都宮海星学園

（学）十文

字学園 （学）鎌形学園 （学）文理佐藤学園 （国）福井大学 （学）日本大学

