「CSR部員塾」はこんな企業のご担当者を歓迎します
来年度の環境・CSR方針で悩んでいる企業

他企業の「ベスト・プラクティス」を知りたい企業

ISO26000で何をして良いか分からない企業

自社のCSR活動を社内外に浸透させたい企業

他企業の環境・CSR部員と情報交換したい企業

CSRを起点にしたCSVを実践したい企業

上期︵基礎編︶料金一覧 ︵税抜き価格︶ 下期︵実践編︶料金一覧 ︵税抜き価格︶

全20コマ＝ １人 92,000円

（価格はすべて税抜き）

・
［早割り 1］

20％オフ（2019年2月末日までのお申し込み＋振込み）

73,600円

・
［早割り 2］

10％オフ（2019年3月末日までのお申し込み＋振込み）

82,800円

・
［ペア受講］

30％オフ（１社２人）

・
［NPO割引］

50％オフ（専従職員に限ります）

128,800円
46,000円
4,600円

１コマ受講
回数券（４コマ）

17,900円

回数券（10コマ）

45,000円

【特典】全コマ受講の場合、
［新］CSR検定3級のテキストと受験料が無料になります。
全20コマ＝ １人 136,000円

（価格はすべて税抜き）

・
［早割り 1］

20％オフ（2019年8月末日までのお申し込み＋振込み）

108,800円

・
［早割り 2］

10％オフ（2019年9月末日までのお申し込み＋振込み）

122,400円

・
［ペア受講］

30％オフ（１社２人）

190,400円

・
［NPO割引］

50％オフ（専従職員に限ります）

68,000円
6,800円

１コマ受講
回数券（４コマ）

26,700円

回数券（10コマ）

67,000円

【特典】全コマ受講の場合、
［新］CSR検定2級のテキストと受験料が無料になります。
※変更になる場合がございます。最新の情報はCSRtoday（www.csr-today.biz）
でお知らせします。

「CSR部員塾」これまでのご参加企業（一部、敬称略、順不同）
トヨタ自動車株式会社、三井物産株式会社、味の素株式会社、株式会社テレビ東京ホールディングス、凸版印刷株式会社、キヤノンマーケティングジャパン株式会社、大和
ハウス工業株式会社、株式会社WOWOW、
カゴメ株式会社、株式会社竹中工務店、
アクセンチュア株式会社、株式会社TBSテレビ、株式会社リクルートホールディングス、
キリン株式会社、株式会社野村総合研究所、
ソニー株式会社、
コクヨ株式会社、株式会社ベネッセホールディングス、
スターバックスコーヒージャパン株式会社、パナソニッ
ク株式会社、株式会社三菱総合研究所、株式会社オリエンタルランド、伊藤忠商事株式会社、株式会社大和証券グループ、株式会社ニコン、
ハーゲンダッツジャパン株式会
社、本田技研工業株式会社、東京ガス株式会社、全日本空輸株式会社、
日産自動車株式会社、
ダイキン工業株式会社、株式会社クラレ、
日本ゼオン株式会社、東レ株式会社、
住友商事株式会社、富士電機株式会社、三菱地所株式会社、株式会社LIXIL、
アステラス製薬株式会社、
日本オラクル株式会社、株式会社ファンケル、株式会社ティップネス、
JNC株式会社、大阪ガス株式会社、株式会社ブリヂストン、
ダノンジャパン株式会社、
ソニー生命保険株式会社、東京エレクトロン株式会社、株式会社電通、
セガサミーホー
ルディングス株式会社、株式会社日立製作所、西日本旅客鉄道株式会社（JR西日本）、株式会社日清製粉グループ本社、
日本ハム株式会社、
オムロン株式会社、キヤノン株
式会社、三井化学株式会社、三菱電機株式会社、富士通株式会社、株式会社ニチレイ、株式会社Ｊ-オイルミルズ、YKK株式会社、株式会社明治、株式会社良品計画 ほか

お申し込み

専用フォームからお申し込み下さい。
▶ https://www.csr-today.biz/form/school.html
お問い合わせ先：株式会社オルタナ 中島 ・ 堀
TEL：03ｰ6407ｰ0266 e-mail：csr@alterna.co.jp
主催：

CSR部員塾
15期 のご案内

第

上期（基礎編）
：2019年4月→2019年8月
下期（実践編）
：2019年10月→2020年2月

CSR検定と連動
全コマ受講の方は、CSR検定3級もしくは
2級が無料で受験できます

CSR部員塾
上期

（基礎編）

2019年 4月17

日水 〜

15

第

期 のご案内

2011年以来、CSR部員塾は累計６00名以上の方々に受講いただいています。
上期は「CSR初心者向けに基本的な知識の伝授」、
下期は「CSR実務担当者として必要な実践的知識やノウハウの伝授」をテーマに開催します。

会場は別途ご連絡いたします。

2019年 8月21

下期

日水

（実践編）

CSR初心者向けに基本的な知識を伝授します

ＣＳＲ実務担当者として必要な実践的知識やノウハウを伝授します

着任後２年以内のCSR担当者が対象です

着任後２年以上のCSR担当者または15期上期受講者が対象です

おおむね着任後２年以内のCSR担当者や、CSR部署希望者、NPO関係者などを対象に、CSR/CSVの基礎知識から先進他社事
例の研究、ワークショップなどを通じてCSR/CSV戦略の基本を学びます。全てのカリキュラム終了後の2019年10月、CSR検
定3級試験を受けて頂きます（テキスト・受験料無料）。

ＣＳＲ部員塾15期上期の受講者や、おおむね着任後２年以上のＣＳＲ担当者などを対象に、上期（基礎編）を前提に企業のＣＳＲ部
が担う業務（ＣＳＶやＥＳＧを含む）
を円滑にこなせるよう、
ノウハウと実践力を培います。全てのカリキュラム終了後の20２０年４月、
[新]ＣＳＲ検定2級試験を受けて頂きます（テキスト・受験料無料）。

WS：ワークショップ

日程/プログラム

時

間

テーマ

（第 1 回）

5月15日（水）
（第 2 回）

6月19日（水）
（第 3 回）

森

（第 4 回）

15:00〜16:30 ❸ WS（未理解点の洗い出し）

森

16:45〜18:15 ❹ 企業事例１：ブリヂストン

佐々木 恭子

10:30〜12:00 ❶ ３級教科書ポイント解説（１〜２章）

町井 則雄

（第 5 回）

摂

15:00〜16:30 ❸ WS（SDGsを使ったマテリアリティの特定） 森

摂

日程/プログラム

株式会社オルタナ 代表取締役 オルタナ編集長

株式会社オルタナ 代表取締役 オルタナ編集長

（第 2 回）

CSR部門

森

CDP/SBT/TCFDなど
13:15〜14:45 ❷ 新しい国際スタンダード

池原 庸介

公益財団法人世界自然保護基金ジャパン
（WWFジャパン）

15:00〜16:30 ❸ WS（SDGsアウトサイドインの思考法）

森

株式会社オルタナ 代表取締役 オルタナ編集長

摂

佐賀 奈穂

16:45〜18:15 ❹ 企業事例4：第一生命

（第 3 回）

株式会社ファーストリテイリング CSR部
ソーシャルイノベーションチームリーダー

株式会社オルタナ 代表取締役 オルタナ編集長

2020年

1月15日（水）

株式会社オルタナ 代表取締役 オルタナ編集長
第一生命ホールディングス株式会社

DSR推進室

（第 4 回）

次長

【調整中】

13:15〜14:45 ❷ ３級試験過去問演習と解説

木村 則昭

カシオ計算機株式会社

15:00〜16:30 ❸ WS（ＣＳＲ社内浸透とロールプレイング）

森

株式会社オルタナ 代表取締役 オルタナ編集長

16:45〜18:15 ❹ 企業事例5：アディダスジャパン

アンジェラ・オルティス

摂

摂

16:45〜18:15 ❹ 企業事例６：大和ハウス工業

近久 啓太

企業は
「野心的な長期目標」
を

2020年

2 19

CSR室長

月

日
（水）

（第 5 回）

アディダスジャパン株式会社
CSRシニアマネージャー

摂

0266

株式会社オルタナ

代表取締役 オルタナ編集長

大和ハウス工業株式会社

株式会社伊藤園

CSR部長

顧問

NPO法人日本サステナブル投資フォーラム 理事・最高顧問

15:00〜16:30 ❸ WS（野心的な長期目標の作り方）

森

株式会社オルタナ

16:45〜18:15 ❹ 企業事例7：三菱ケミカルHD

神田 三奈

摂

❷ 事例研究２「RE100と自然エネルギー」 三宅 成也
摂

代表取締役 オルタナ編集長

株式会社三菱ケミカルホールディングス 経営戦略部門
KAITEKI推進室 室長
株式会社sinKA 代表取締役社長
株式会社オルタナ オルタナ総研フェロー
みんな電力株式会社 取締役 事業本部長

15:00〜16:30 ❸ WS（CSRレポートの相互チェック）

森

16:45〜18:15 ❹ 企業事例8：サントリー

椎名 武伸

サントリーホールディングス株式会社 コーポレート
コミュニケーション本部 サステナビリティ戦略部 部長

企業とＮＧＯ／ＮＰＯの
10:30〜12:00 ❶ エンゲージメン
トとは何か

筒井 隆司

WWFジャパン
（公益財団法人世界自然保護基金ジャパン）
事務局長

13:15〜14:45 ❷ サプライチェーンと人権問題

下田屋 毅

Sustainavision Ltd. 代表取締役
株式会社オルタナ オルタナ総研フェロー

15:00〜16:30 ❸ WS（自社における人権問題の洗い出し）

森

16:45〜18:15 ❹ 企業事例9：イオン

金丸 治子

摂

株式会社オルタナ 代表取締役 オルタナ編集長

株式会社オルタナ 代表取締役 オルタナ編集長
イオン株式会社 グループ環境・社会貢献部

部長

10:30〜12:00 ❶ 事例研究3「国際NGOの活動を知る」 【調整中】
13:15〜14:45 ❷

CSR検定２級試験の
過去問演習と解説

森

摂

株式会社オルタナ 代表取締役 オルタナ編集長

15:00〜16:30 ❸ WS（各種ESGアンケート対策）

室井 孝之

株式会社オルタナ オルタナ総研 スペシャリスト

16:45〜18:15 ❹ 企業事例10：日立製作所

増田 典生

株式会社日立製作所
企画部 担当部長

専用フォームからお申し込み下さい。▶https://www. csr-today.biz/form/school.html
お問い合わせ先：株式会社オルタナ 中島・堀 TEL：03ｰ6407ｰ

代表取締役 オルタナ編集長

後藤 敏彦

❷ どう設定するか

講師・プログラムは変更になる場合がございます。最新の情 報はCSRtoday（www.csr-today.biz）でお知らせします。

お申し込み

株式会社オルタナ

【調整中】
森

12月18日（水） 13:15〜14:45

13:15〜14:45 ❷ 広義と狭義のコンプライアンスの違いとは 【調整中】
15:00〜16:30 ❸ WS（「各社のCSR活動」プレゼン大会） 森

森

10:30〜12:00 ❶ 社会課題の解決と企業価値の向上とは 町井 則雄

株式会社オルタナ 代表取締役 オルタナ編集長

16:45〜18:15 ❹ 企業事例３：ファーストリテイリング シェルバ英子

❷ ESG情報発信とIR戦略

講師名 ※敬称略

15:00〜16:30 ❸ WS（価値創造ストーリーの作り方）

11月20日（水） 13:15〜14:45

一般社団法人JEAN事務局長

アサヒグループホールディングス株式会社
ゼネラルマネジャー

テーマ

10:30〜12:00 ❶ SDGsを企業はどう使いこなしていくか 笹谷 秀光

株式会社SinKA 代表取締役社長
株式会社オルタナ オルタナ総研フェロー

10:30〜12:00 ❶ ３級教科書ポイント解説（３〜４章）

摂

（第 1 回）

株式会社ブリヂストン CSR・環境戦略企画推進部
サステナビリティコミュニケーション 戦略企画ユニットリｰダー

鈴木 敦子

摂

間

10月16日（水） 13:15〜14:45

一般財団法人CSOネットワーク 共同事業責任者
株式会社オルタナ オルタナ総研フェロー

16:45〜18:15 ❹ 企業事例２：アサヒグループHD

摂

時

10:00〜12:00 ❶ 2級教科書ポイント解説（3章）
（自己紹介含む）

株式会社オルタナ 代表取締役 オルタナ編集長

13:15〜14:45 ❷ 事例研究１「海洋プラスチックごみ問題」 小島 あずさ

10:30〜12:00 ❶ 統合レポートティングとは何か

8月21日（水）

摂

13:15〜14:45 ❷ 社会から見た企業の役割／SDGｓ概論 黒田 かをり

10:30〜12:00 ❶ CSR検定３級テキストポイント解説 森

7月17日（水）

WS：ワークショップ

講師名 ※敬称略

10:00〜12:00 ❶ CSR/SDGs/ESGの基本的な理解
（自己紹介含む）

4月17日（水）

2019年10月16日 水 〜 2020年 2月19日 水

e-mail： csr@alterna.co.jp

主催：

CSR・環境戦略本部

セミナーの内容や講師は、予告なく変更することがあります

