主催： 株式会社オルタナ／新日本有限責任監査法人

CSR部員塾

第５期

2013年4月23日
（火）
開講！
日本のCSR元年とされる「2003年」から10年が経ちました。
多くの日本企業がCSRの取り組みを始めましたが、CSR戦略や
活動の手法についてはさらなる向上が求められています。
「CSR部員塾」は、社会課題の洗い出しから、CSR活動の実施、
社内浸透など、企業のCSR活動に不可欠なプロセスを、たくさん
のCSR部員仲間とともに学ぶ場です。
今期からCSR実務初級者のための
「初級講座」と、中級者のため
の「中級ワークショップ
（WS）
」にクラスを分け、CSR部員の皆さ
まの経験に応じたセミナーを展開いたします。ご期待下さい。
4月23日（火）

初級講座

13：00─18：30

中級WS

19：30─21：30

5月21日（火）

初級講座

13：00─18：30

中級WS

19：30─21：30

6月19日（水）

初級講座

13：00─18：30

中級WS

19：30─21：30

7月18日（木）

初級講座

13：00─18：30

中級WS

19：30─21：30

8月27日（火）

初級講座

13：00─18：30

中級WS

19：30─21：30

「 Ｃ Ｓ Ｒ 部 員 塾 」の コ ン セ プ ト
初級講座
企業にとって「CSR」とは何か。どんな課題やテーマがあるのか。各テーマの第一人者が、基礎から分かりやす
く解説します。
主に、企業のCSR部署に配属されて１─２年未満の方やCSR部署以外の方にお勧めいたします。

中級ワークショップ
企業のCSR担当者である程度経験を積まれた方を対象に、自由な議論を経て、方向性を導き出します。
①企業は社会的課題にどう応えるか②CSRをどう効果的に社内浸透させるか③CSRのPDCAサイクルをど
う作るか④企業と社会の関係をどう構築するか⑤NPOと戦略的にどう「協業」するか─という、今日の日本
企業にとっての「CSRの５大テーマ」に沿って、新日本有限責任監査法人の大久保和孝・シニアパートナー・
CSR推進部長と、
「オルタナ」の森 摂編集長の二人がファシリテーターになり、議論を進めます。
部員の皆さまの交流
部員の皆さまの交流：親睦ランチや打ち上げ会などを予定しています。

2013年４月23日 11：30─12：40
オープニング昼食会

料金
初級講座
（定員40人）

全15コマ 126,000円

事前申し込み割引
（３月末日までに申し込み・入金の方）は
20％引き100,800円

中級ワークショップ
（定員15人）

全５コマ 210,000円

事前申し込み割引（３月末日までに申し込み・入金の方）
は
20％引き168,000円

お申し込み： 専用フォームからお申し込み下さい http://www.alterna.co.jp/10691
お問い合わせ： 株式会社オルタナ 担当：佐藤・篠永
（info@alterna.co.jp）03-6407-0266

CSR部員塾 第５期 内容と講師陣
詳しくはhttp://www.alterna.co.jp/10691 に記載しています。

初級講座（CSR部署初任者や他部署の方向け）
日時

時間

テーマ

講師

4月23日（火） 13：00 ～ 14：30 ［初級講座 １］日本のCSR、この10年

川村 雅彦（ニッセイ基礎研究所上席主任研究員）

4月23日（火） 15：00 ～ 16：30 ［初級講座 ２］CSR初任者としての心構え

関 正雄（損害保険ジャパン理事CSR統括部長）

4月23日（火） 17：00 ～ 18：30 ［初級講座 ３］戦略経営としてのCSR

大久保 和孝（新日本有限責任監査法人 CSR推進部長）

5月21日（火） 13：00 ～ 14：30 ［初級講座 ４］企業と社会

原田 勝広（明治学院大学教授）

5月21日（火） 15：00 ～ 16：30 ［初級講座 ５］本業との統合

今 敏之（王子ネピア 取締役マーケティング本部長）

5月21日（火） 17：00 ～ 18：30 ［初級講座 ６］ESG情報開示

小澤 ひろこ（新日本有限責任監査法人 統合報告推進室シニアマネージャー）

6月19日（水） 13：00 ～ 14：30 ［初級講座 ７］生物多様性

足立 直樹（レスポンスアビリティ 代表取締役）

6月19日（水） 15：00 ～ 16：30 ［初級講座 ８］自然エネルギー

松原 弘直（環境エネルギー政策研究所 理事）

6月19日（水） 17：00 ～ 18：30 ［初級講座 ９］ダイバーシティ

田村 太郎（ダイバーシティ研究所 代表理事）

7月18日（木） 13：00 ～ 14：30 ［初級講座10］CSRの立ち位置

河口 真理子（大和総研 調査本部主席研究員）

7月18日（木） 15：00 ～ 16：30 ［初級講座11］企業と障がい者雇用

渡邉 幸義（アイエスエフネットグループ 代表）

7月18日（木） 17：00 ～ 18：30 ［初級講座12］ISO26000と人権

黒田 かをり（CSOネットワーク 共同事業責任者）

8月27日（火） 13：00 ～ 14：30 ［初級講座13］CSRにとって意義ある寄付とは

高橋 陽子（日本フィランソロピー協会 理事長）

8月27日（火） 15：00 ～ 16：30 ［初級講座14］企業とNPOの協働

徳江 倫明（エフティーピーエス 代表取締役）

8月27日（火） 17：00 ～ 18：30 ［初級講座15］企業と温暖化対策

足立 治郎（「環境・持続社会」研究センター事務局長）

中級ワークショップ（CSR業務の経験者向け）

※ファシリテーターは大久保 和孝＆森 摂

日時

時間

テーマ

講師ゲスト

4月23日（火）

19：30 ～ 21：30

企業は社会的課題にどう応えるか

佐藤 大吾（ジャスト・ギビング・ジャパン 代表理事）

5月21日（火）

19：30 ～ 21：30

CSRをどう効果的に社内浸透させるか

鈴木 均（国際社会経済研究所 代表取締役）

6月19日（水）

19：30 ～ 21：30

CSRのPDCAサイクルをどう作るか

中尾 洋三（味の素 CSR専任部長）

7月18日（木）

19：30 ～ 21：30

企業と社会の関係をどう構築するか

古田 秘馬（プロジェクトデザイナー／（株）umari代表）

8月27日（火）

19：30 ～ 21：30

NPOと戦略的にどう
「協業」するか

冨田 秀実（前ソニー CSR統括部長）

会場ご案内
新日本有限責任監査法人セミナールーム
東京都千代田区霞が関三丁目2番5号 霞ヶ関ビル33階
銀座線 虎ノ門駅
千代田線 霞ヶ関駅
日比谷線 霞ヶ関駅
丸ノ内線 霞ヶ関駅
有楽町線 桜田門駅
南北線 溜池山王駅
都営三田線 内幸町駅

お申し込み用紙

［11］出口
［A13］出口
［A13］出口
［A13］出口
［2］出口
［8］出口
［A03］出口

徒歩2分
徒歩6分
徒歩7分
徒歩9分
徒歩9分
徒歩9分
徒歩10分

※info@alterna.co.jpにメールか、03-6407-0267にファクス下さい
※同一企業内であれば、複数の方が分担して受講することも可能です

①ご氏名：
②会社名：
③部署名：
④役職名：
⑤メールアドレス：
⑥ご連絡先電話番号：
⑦ご希望のコース： 初級講座全15コマ ／ 中級ワークショップ全５コマ
⑧お申し込みのきっかけ： □オルタナの各種媒体 □新日本有限責任監査法人からのご紹介
□ナナ・コーポレート・コミュニケーションからのご紹介
［
□その他

］

