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Corporate Social Responsibility

企業が真のCSR（企業の社会的責任）を果たすためにも、不祥事を起こさない強い組織をつくる
ためにも、すべての社会人・大学生がCSRの基礎知識を理解することが必要です。
（新）CSR
検定は、すべての社会人・大学生がCSRの基礎を理解することを目的に、全面改訂しました。

第１回３級試験：2015 年３月８日
試験概要
試

験

日

（ 会場によって異なります）

2015年３月８日（日） 午前10時～／午前10時15分～／午前10時半～
80分

問

40問（選択式）

題

数

ビジネスパーソン必須の入門書！
CSRは企業だけでない
本 検 定 で は、CSRと は、個 人（市 民：Citizen）と 企 業

（Corporation）の ２ つ の 社 会 的 責 任（SR：Social

想定問題は、www.alterna.co.jp/14110から
Responsibility）
と定義します。

CSRの具体的中身

ダウンロードしてください

自然環境および社会のサステナビリティ（持続可能性：
子々孫々までが住みやすい社会を残すこと）を高めるため

ISBN978-4-904899-42-7
C3034 \1400E

の活動が、２つのC（個人と企業）のSR（社会的責任）─

合格ライン
試験会場
料

発行＝株式会社オルタナ
発売＝ウィズワークス株式会社

札幌、仙台、さいたま、東京、横浜、長野、名古屋、三重、
大阪、福岡、熊本
Corporate Social Responsibility

CSR検定

CSR検定とは？

本検定では、CSR

新

続性への「気づき」
「

の持続性を高める
しています。

DTS検定
Corporate Social Responsibility

出題範囲

・サステナビリティ

・誠実な組織をつく

・ステークホルダー

・個人の倫理とロハ

３ 級

公式テキスト
監修・松本 恒雄
（一橋大学名誉教授）
編・特定非営利活動法人企業社会責任フォーラム
株式会社オルタナ／公益財団法人日本財団

オルタナ
日本財団

4320円（税込）
団体受験（同一団体・同一企業20人以上）の場合は
3780円（税込）
中・高・大学生は3240円（税込）

監修・松本 恒雄（一橋大学名誉教授）

験

定価：
［本体1400円+税］

編 ・企業社会責任フォーラム

受

80％以上

すなわち本検定が目指すCSRの具体的中身です。

新ＣＳＲ 検定 公式テキスト ３ 級

試験時間

［主催］

特定非営利活動法

株式会社オルタナ

お申し込み

2015年１月15日（木）〜２月25日（水）

主

NPO法人企業社会責任フォーラム
公益財団法人日本財団
株式会社オルタナ

催

CSR検定委員長

公益財団法人日本

公式テキスト：「新CSR検定３級」
発行元：オルタナ、A5版、1512円（税込）
※C SR検 定 ３ 級 は、公 式 テ キ ス ト 内 の す べ て の
コンテンツ（コラムを含む）が対象です

影山 摩子弥（横浜市立大学 国際総合科学学術院教授／CSRセンターLLPセンター長）

お問い合わせ先
株式会社オルタナ ☎ 03-6407-0266

http://www.alterna.co.jp/14349

すべての社会人に「基本」
を
リ

テ

ラ
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（新）CSR検定３級試験
◆札幌会場

（試験時間

全国の試験会場とアクセス

午前10：30～）

試験会場名： 札幌エルプラザ４階・中研修室
住所： 札幌市北区北８条西３丁目28 （www.danjyo.sl-plaza.jp/jh/access）
担当者名： グリーンナイズ株式会社

横山 光紀（メールアドレス：yokoyama@greenize.jp）

担当者電話番号： 080-4191-7094
◆仙台会場

（試験時間

午前10：30～)

試験会場名： 東北工業大学 一番町ロビー・４階ホール
住所： 仙台市青葉区一番町１丁目３-１

ニッセイ仙台ビル （www.tohtech.ac.jp/access/index.html）

担当者名： 葉坂 廣次（メールアドレス：hiro@hazaka.jp）
担当者電話番号： 080-1298-4839
◆さいたま会場 （試験時間

午前10：00～）

試験会場名： さいたま市民会館おおみや
住所： さいたま市大宮区下町３-47-８ （http://saitama-culture.jp/omiya/access.html）
担当者名： 松村 圭祐（メールアドレス：info@ecoloba.com）
担当者電話番号： 080-5003-0568
◆東京第一会場 （試験時間

午前10：15～）

試験会場名： 日本財団ビル
住所： 東京都港区赤坂１-２-２ （www.nippon-foundation.or.jp/about/access/）
担当者名： 田口 慶子（メールアドレス：kentei@alterna.co.jp）
担当者電話番号： 03-6407-0266
◆東京第二会場 （試験時間

午前10：15～）

試験会場名： 東京総合美容専門学校
住所： 東京都豊島区南池袋２-８-７ （www.tsbs.jp/introduction/access）
担当者名： 諸見 昭（メールアドレス：kentei@alterna.co.jp）
担当者電話番号： 03-6407-0266
◆横浜会場

（試験時間

午前10：30～）

試験会場名： 神奈川中小企業センタービル14階・多目的ホール
住所： 横浜市中区尾上町5-80 （www.kipc.or.jp/about_kip/access/）
担当者名： 杉浦 裕樹（メールアドレス：sugi@yokohamalab.jp）
担当者電話番号： 045-664-9009
◆長野会場

（試験時間

午前10：30～）

試験会場名： 長野市生涯学習センター（TOiGO広場内）４階・大学習室１
住所： 長野市鶴賀問御所町1271-3（TOiGO WEST）（www.city.nagano.nagano.jp/soshiki/154/8090.html）
担当者名： 株式会社エイブルデザイン

渡辺

勉（メールアドレス：csr@ablegroup.co.jp）

担当者電話番号： 026-286-2583（担当：渡辺 090-4382-9879）
◆名古屋会場 （試験時間

午前10：30～）

試験会場名： 愛知学院大学 名城公園キャンパス・キャッスルホール1202
住所： 名古屋市北区名城３-1-1 （www.agu.ac.jp/project140/campus/access.html）
担当者名： パートナーシップ・サポートセンター

松橋／山崎（メールアドレス：info@psc.or.jp）

担当者電話番号： 052-762-0401（PSC事務所）
◆三重会場

（試験時間

午前10：30～）

試験会場名： 松阪市市民活動センター
住所： 松阪市日野町788

カリヨンプラザ3階 （www.city.matsusaka.mie.jp/www/contents/1000600031000/index.html）

担当者名： 特定非営利活動法人Mブリッジ

石丸 隆彦（メールアドレス：csr@tsutaetai.jp）

担当者電話番号： 0598-23-8400 （試験当日のみ：090-4150-7402）
◆大阪会場

（試験時間

午前10：15～）

試験会場名： 大阪府立男女共同参画 青少年センター（ドーンセンター）5階・特別会議室
住所： 大阪市中央区大手前１丁目３-49 （www.dawncenter.or.jp/shisetsu/map.html）
担当者名： 株式会社PRリンク

神崎英徳（メールアドレス：support@prlink.jp）

担当者電話番号： 06-4963-2650
◆福岡会場

（試験時間

午前10：30～）

試験会場名： 天神チクモクビル 5階・大ホール
住所： 福岡市中央区天神３丁目10-27 （http://hall.chikumoku.co.jp/access.html）
担当者名： 株式会社Greenprop

小泉 翔（メールアドレス：seminar@greenprop.jp）

担当者電話番号： 0120-52-0589
◆熊本会場

（試験時間

午前10：30～）

試験会場名： 熊本県立大学
住所： 熊本市東区月出３丁目１番100号 （www.pu-kumamoto.ac.jp/site2006/access.htm）
担当者名： 松下生活研究所

松下／清水（メールアドレス：shimizu@matsuken-lab.com）

担当者電話番号： 096-202-4136

