「部員塾」はこんな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

■

SDGsの考え方を経営に取り込みたい企業

■

サステナビリティ経営を導入したい企業

■

自社のCSR活動を社内外に浸透させたい企業

■

他社のサステナビリティ部員と情報交換したい方

■

他企業の「ベスト・プラクティス」を知りたい企業

通期申込

上期・下期全コマ受講の場合

特典 CSR検定３級と２級の公式テキストデータ（PDF）と受験料がそれぞれ無料です
		

上期（基礎編）+下期（実践編）受講料（2022年３月末日までのお申込+お振込）
全受講（上期全20コマ・下期全20コマ）＝ １人 286,110円（税込み）（15％ 割引）

通
全受講
（上期全20コマ）

割（1名）

ペア割（1社2名）

148,500円
※10%割引（３月末日までのお申込+お振込）

133,650円

※30%割引（表記は２名分合計金額）

207,900円

NGO/NPO割（1名） ※50%割引（NGO/NPOの専従職員に限ります）
１コマ受講
単体受講

74,250円
8,250円

回数券（4コマ）

※5%割引

31,350円

回数券（10コマ）

※8%割引

75,900円

月～

全受講
（下期全20コマ）

年２月］

23

単体受講

通

常（1名）

早

割（1名）

ペア割（1社2名）

188,100円
※10%割引（９月末日までのお申込+お振込）

169,290円

※30%割引（表記は２名分合計金額）

263,340円

NGO/NPO割（1名） ※50%割引（NGO/NPOの専従職員に限ります）

94,050円

１コマ受講

10,450円

回数券（4コマ）

※5%割引

39,710円

回数券（10コマ）

※8%割引

96,140円

サステナビリティ
部員塾 2022
第18期／オンライン開催
上期（基礎編）
： 2022年４月〜 2022年８月

特典 全コマ受講の場合、CSR検定２級の公式テキストデータ（PDF）と受験料が無料です
（すべて税込み）

下期（実践編）◉受講料

［２０２２年

10

早

常（1名）

（すべて税込み）

上期（基礎編）◉受講料

［２０２２年４月～８月］

特典 全コマ受講の場合、CSR検定３級の公式テキストデータ（PDF）と受験料が無料です

： 2022年10月〜 2023年２月
下期（実践編）

CSR 検定とも連動
全コマ受講の方は、CSR検定3級／2級を無料で受験できます

※受講料のご入金をもって、お申込み完了とさせていただきます
※お支払いは受講日までにお済ませください。お支払いいただいた受講料は、いかなるご事情でも返金いたしません

主催： 株式会社オルタナ

「サステナビリティ部員塾」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、ロイヤルホールディングス株式会社、リンガーハット株式会社、日鉄エンジニアリング株式会社、三洋化
成工業株式会社、日興アセットマネジメント株式会社、カルビー株式会社、株式会社リジョブ、カシオ計算機株式会社、ライオン株式会社、イカリ消毒株式会社、日
本コムシス株式会社、株式会社プロネクサス、株式会社Mizkan Holdings、株式会社 セブン-イレブン・ジャパン、新東工業株式会社、株式会社エナリス ほか

▶ 専用フォームからお申し込み下さい
お申し込み

https://sus-buinjuku.alterna.co.jp/apply/

▶ お問い合わせ先： 株式会社オルタナ

TEL : 03ｰ6407ｰ0266

主催： 株式会社オルタナ

金子

e-mail : csr@alterna.co.jp

サステナビリティ部員塾 第18期のご案内
オンラインの開催です

上期

（基礎編）

2022年 4 月20

2022年 8 月24

日 水〜

日水

2011年以来、サステナビリティ部員塾（旧：CSR部員塾）は累計700名以上の方々に受講いただいています。
上期は「サステナビリティ/CSR初心者向けに基本的な知識の伝授」、
下期は「サステナビリティ/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。

下期

（実践編）

2022年10月19日 水 〜2023年 2 月15日 水

サステナビリティ/CSR初心者向けに基本的な知識を伝授します

サステナビリティ/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年以内のサステナビリティ/CSR担当者が対象です

着任後２年以上のサステナビリティ/CSR担当者や上期受講者が対象です

おおむね着任後２年以内のサステナビリティ/CSR担当者や部署希望者、NPO関係者などを対象に、基礎知識や先進他社事例、ワーク
ショップなどを通じてサステナビリティ/CSR戦略の基本を学びます。全てのカリキュラム終了後の2022年10月（予定）
、CSR検定３
級試験を受けて頂きます（テキストデータ・受験料無料）。

上期の受講者や、おおむね着任後２年以上のサステナビリティ/CSR担当者などを対象に、企業のサステナビリティ/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 2023年４月（予定）、CSR検
定2級試験を受けて頂きます（テキストデータ・受験料無料）

日程/プログラム

時

間

テーマ

講師名

※敬称略

毎回、朝会（ 10 : 15〜10 : 30）／ミニプレゼン＝NGO/NPO紹介（ 11 : 45〜12 : 00）があります

4 月20日
水
第１回

5 月18日
水
第２回

6 月15日
水
第３回

7 月13日
水
第４回

8 月24日
水
第５回

お申し込み

:00～11:45
1 10（自己紹介含む）

CSR/SDGs/ESGの基本的な理解

森

2 13:00～14:15

社会から見た企業の役割／SDGs概論

町井 則雄

株式会社シンカ 代表取締役社長

3 14:30～15: 45

ワークショップ（未理解点の洗い出し）

森

株式会社オルタナ
代表取締役 オルタナ編集長

4 16:00～17:15

企業事例：
ブリヂストンのサステナビリティ戦略

稲継 明宏

株式会社ブリヂストン Global CEO室
グローバルサステナビリティ推進部長

1 10:30～11:45

３級テキストのポイント解説

森

株式会社オルタナ
代表取締役 オルタナ編集長

2 13:00～14:15

サーキュラーエコノミーと
海洋プラごみ問題

マリコ・
一般社団法人Social InnovationJapan
マクティア 共同創設者 代表理事

ワークショップ

3 14:30～15: 45 「SDGsアウトサイドイン」①

森

摂

摂

摂

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

4 16:00～17:15

企業事例：
日産自動車のサステナビリティ戦略

田川 丈二 日産自動車株式会社 専務執行役員

1 10:30～11:45

企業事例：
ヤフーのサステナビリティ戦略

西田 修一

ヤフー株式会社
執行役員 SR推進統括本部長

2 13:00～14:15

脱炭素社会に向けた国際的な動向と
国際イニシアティブ

池原 庸介

SGSジャパン株式会社 認証・ビジネスソリュー
ションサービス ESGアドバイザリー

森

株式会社オルタナ
代表取締役 オルタナ編集長

ワークショップ

3 14:30～15: 45 「SDGsアウトサイドイン」②

摂

4 16:00～17:15

企業事例：
ユニリーバのサステナビリティ戦略

伊藤 征慶

ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス株式会社
コミュニケーション ヘッドオブコミュニケーション

1 10:30～11:45

ビジネスと人権：
サプライチェーンの人権リスク問題

下田屋 毅

Sustainavision Ltd. 代表取締役

2 13:00～14:15

企業事例：
日本マクドナルド株式会社
岩井 正人
日本マクドナルドのサステナビリティ戦略
CSR部マネージャー
ワークショップ

3 14:30～15: 45 「自社のアウトサイドイン＆パーパス表現」①

森

摂

株式会社オルタナ
代表取締役 オルタナ編集長

4 16:00～17:15

企業事例：
ネスレ日本のサステナビリティ戦略

嘉納 未來

ネスレ日本株式会社 執行役員
コーポレートアフェアーズ統括部長

1 10:30～11:45

統合思考／統合レポーティングとは
何か

室井 孝之

株式会社オルタナ
オルタナ総研 フェロー

2 13:00～14:15

CSR検定３級試験の過去問演習と解説

木村 則昭

株式会社オルタナ
オルタナ総研 フェロー

森

株式会社オルタナ
代表取締役 オルタナ編集長

ワークショップ

3 14:30～15: 45 「自社のアウトサイドイン＆パーパス表現」②
4 16:00～17:15

摂

企業事例：調整中

日程/プログラム

時

間

テーマ

講師名

※敬称略

毎回、朝会（ 10 : 15〜10 : 30）／ミニプレゼン＝NGO/NPO紹介（ 11 : 45〜12 : 00）があります

10月19日
水
第１回

11月16日
水
第２回

12月14日
水
第３回

:00～11:45
1 10（自己紹介含む）

サステナビリティ経営の重要ポイント

大喜多 一範

株式会社オルタナ オルタナ総研 フェロー
株式会社Future Vision 代表取締役

2 13:00～14:15

ESG情報発信とIR戦略

荒井 勝

日本サステナブル投資フォーラム 会長

3 14:30～15:45

サステナビリティの社内浸透

太田 康子

リコー・ジャパン株式会社 経営企画本部 コーポレート
コミュニケーション部 SDGs推進グループ兼広報グループ

4 16:00～17:15

企業事例：
積水ハウスのサステナビリティ戦略

小谷 美樹

積水ハウス株式会社
ESG経営推進本部 部長

1 10:30～11:45

企業事例：
オムロンのサステナビリティ戦略

貝﨑 勝

オムロン株式会社 サステナビリティ推進室
General Manager

2 13:00～14:15

日本の「プラスチック新法」を考える

佐藤 泉

佐藤泉法律事務所 弁護士

3 14:30～15:45

ワークショップ「サステナビリティ
レポートの相互チェック」

森摂

株式会社オルタナ
代表取締役 オルタナ編集長

4 16:00～17:15

企業事例：りそなアセットマネジメントの
松原 稔
スチュワードシップ戦略

1 10:30～11:45 「脱炭素」と企業戦略

松原 弘直

ISEP（環境エネルギー政策研究所）
主席研究員

2 13:00～14:15

野心的な長期目標をどう設定するか

後藤 敏彦

NPO法人日本サステナビリティ投資
フォーラム 理事・最高顧問

3 14:30～15:45

ワークショップ「野心的な長期目標の
作り方（脱炭素）」

森

株式会社オルタナ
代表取締役 オルタナ編集長

4 16:00～17:15

企業事例：損害保険ジャパンの
サステナビリティ戦略

金井 圭

損害保険ジャパン株式会社
サステナビリティ推進部 リーダー

1 10:30～11:45

企業とNGO／NPOの
エンゲージメントとは何か

東梅 貞義

公益財団法人
世界自然保護基金ジャパン 事務局長

企業事例：
味の素のサステナビリティ戦略

高取 幸子

味の素株式会社
サステナビリティ推進部 部長

森

株式会社オルタナ
代表取締役 オルタナ編集長

2023 年
1 月18日 2 13:00～14:15
水
第４回

ワークショップ

3 14:30～15:45 「自社における人権問題の洗い出し」

第５回

摂

摂

4 16:00～17:15

企業事例：
イオンのサステナビリティ戦略

鈴木 隆博 イオン株式会社 環境・社会貢献部 部長

1 10:30～11:45

国際NGOの活動を知る

サム・
一般社団法人グリーンピース・ジャパン
アネスリー 事務局長

CSR検定２級試験の過去問演習と解説

木村 則昭

株式会社オルタナ
オルタナ総研 フェロー

3 14:30～15:45

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 フェロー

4 16:00～17:15

企業事例：
日立製作所のサステナビリティ戦略

増田 典生

株式会社日立製作所
グローバル渉外統括本部 主管

2023 年
2 月15日 2 13:00～14:15
水

りそなアセットマネジメント株式会社
責任投資部 執行役員 責任投資部長

講師・プログラムは変更になる場合がございます。最新の情報はサステナビリティ部員塾（https://sus-buinjuku.alterna.co.jp/school/）でお知らせします。

▶ 専用フォームからお申し込み下さい https://sus-buinjuku.alterna.co.jp/apply/

▶ お問い合わせ先： 株式会社オルタナ（金子） TEL : 03ｰ6407ｰ0266

e-mail: csr@alterna.co.jp

主催： 株式会社オルタナ

