
                          
 

2016 年 3月 9日  

サンメッセ株式会社 

コーポレートコミュニケーション戦略推進室 

 

 

株式会社オルタナ主催の「第11期 CSR部員塾」に当社が協力名義にて、事務局受託を行います 

 
 

サンメッセ株式会社（本社：岐阜県大垣市、代表取締役社長 田中義一）は、株式会社オルタナ（本

社：東京都目黒区、代表取締役 森摂）主催の「CSR部員塾」にて業務委託の下、事務局受託を行います。 

 

 

このたび「CSR部員塾」第11期では、初めて「CSR検定３級の模擬試験」と「２級講座」を新設し、CSR

部員としてのキャリア形成にも役立つ内容といたしました。企業のCSR担当者や、CSRをより深く学びた

い皆さまに、CSRについての幅広い知見を速習する「基礎セミナー」と、より具体的なCSR活動の実践を

学ぶ「中級セミナー」、ワークショップなどの基本構成は従来と同様です。これらのカリキュラムによ

り、深いCSRリテラシーと、実践スキルを身に付けて頂くことを実現いたします。 

 

今回の業務委託により、サンメッセとオルタナ双方の保有するネットワークと知見を活用し、両社の

広報支援業務、ならびにコンサルティングを担うことで、更なる事業展開の拡張を進めていく予定です。 

 

受講のお申し込みは、下記、URLまでアクセスをお願いいたします。 

http://www.alterna.co.jp/17557 

 

※各セミナーの90分間は、最初の60分が座学、残り30分が質問コーナーまたはミニ・ワークショップ 

となります。定員は各回とも40人です。単一（１コマ）受講も可能です。 

 

 【第11期「CSR部員塾」構成詳細】※詳細は、第11期CSR部員塾リーフレットにて 

最初の２カ月で基礎を終え、次の３カ月で「中級レベル」への到達を目指します。 

・4月19日）CSRの基礎知識（基礎セミナー）３科目＋CSR検定３級模擬試験 

・5月10日）CSRのＰＤＣＡ（基礎セミナー）３科目＋ワークショップ 

・6月14日）CSRの社内外浸透（中級セミナー）３科目＋CSRの成果測定 

・7月 5日）CSR/CSVの実践（中級セミナー）３科目＋ワークショップ 

・8月 9日）CSR検定２級講座（中級セミナー）３科目＋CSR検定２級模擬試験と解説 

 

開催地は、東京（初回のみ霞が関、２回目以降より六本木）となります。 

皆さまのご参加をお待ちいたしております。ふるってご参加ください。 

 

【料 金】： 

■全20コマ（1人）172,800円 

■早割15％オフ（2016年3月末まで入金）146,880円 

■ペア受講30％オフ（1社2人）241,920円 

■４コマ回数券=10%OFF（38,880円） 

■10コマ回数券=20%OFF（86,400円） 

■1コマ受講10,800円 

■NPO割引50％（専従職員に限る／1人）86,400円 

 

http://www.alterna.co.jp/17557


 

 

★ これまでの参加企業 ★ 

 

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 

 

【参加者の声】 

 

この４月にCSR推進室に異動し、CSR関連の言葉はもとより、国際ガイドライン等の基礎知識も全くない

まま、業務をこなしていかなければならないという状況でした。 

そんな中「CSR部員塾」に参加し、どの講師の皆様にも非常にわかりやすく体系的に話を聞け、ワークシ

ョップを通してより理解も深まりCSR全体像をつかむことができました。 

また、私同様４月にCSR部門へ異動してきて、共有の悩みを抱えている方々とともに成長出来たお蔭で、 

かけがえのない仲間も出来、「CSR部員塾第９期」最高です。（富士通株式会社 柴坂様） 

 

 

以上 
 

【会社概要】 

社名   : 株式会社オルタナ 

設立  : 2006年9月26日 

所在地  : 東京都目黒区駒場1-26-10-304 

代表者  : 代表取締役社長  森 摂 

URL  : http://www.alterna.co.jp/about 

 

 

 
【本件に関するお問い合わせ先】 

CSR 部員塾 事務局受託：サンメッセ株式会社  

コーポレートコミュニケーション戦略推進室 

岡部・大津 

TEL : 03-3615-2513 E-Mail：csr@alterna.co.jp 

http://www.alterna.co.jp/about
mailto:csr@alterna.co.jp
mailto:csr@alterna.co.jp
mailto:csr@alterna.co.jp


2016年４月19日（火）開講

※セミナーの90分間は、60分が座学、残り30分がミニ・ワークショップとなります

お申し込み： 専用フォームからお申し込み下さい　▶　www.alterna.co.jp/17445
お問い合わせ先： サンメッセ株式会社（CSR部員塾 事務局受託）・岡部、大津

TEL： 03-3615-2513　e-mail: csr@alterna.co.jp

CSR部員塾第11期は、初めて「CSR検定３級の模擬試験」と「２級講座」を新設し、CSR部員のキャ
リア形成にも役立つ内容と致しました。CSRについての幅広い知見を速習する「基礎セミナー」と、
より具体的なCSR活動の実践を学ぶ「中級セミナー」、ワークショップなどの基本構成は従来と同様
です。これらのカリキュラムにより、より深いCSRリテラシーと、実践スキルを身に付けて頂きます。

「基礎セミナー」から「中級セミナー」と連動する「実践ワークショップ」
日時/プログラム 時間 テーマ 講師

プログラムは変更になる場合がございます。最新の情報はオルタナオンライン（www.alterna.co.jp）でお知らせします。

基
礎
セ
ミ
ナ
ー

4月19日（火）

CSRの
基礎知識

10：30─12：00 ① 社会的課題の解決と企業の役割 町井 則雄 公益財団法人日本財団監査部シニアオフィサー（オルタナ総研フェロー）

13：15─14：45 ② 日本のCSRの背景と方向性 川村 雅彦 株式会社ニッセイ基礎研究所 主席研究員（CSR部員塾 塾長）

15：00─16：30 ③ CSR担当者の役割と可能性 森　摂 株式会社オルタナ 代表取締役編集長

16：45─18：15 ④ CSR検定３級模擬試験
（20問の試験時間30分、解説60分) 森　摂 株式会社オルタナ 代表取締役編集長

５月1０日（火）

CSRの
PDCA

10：30─12：00 ① CSVのマネジメントシステムに基づいたPDCA 花形 照美 株式会社リクルートホールディングス ソーシャルエンタープライズ推進室室長

13：15─14：45 ② CSRとブランド戦略の統合 増田 典生 株式会社日立製作所 情報・通信システム社 ブランド戦略部担当部長兼CSR部担当部長

15：00─16：30 ③ CSRのPDCAサイクル 近久 啓太 大和ハウス工業株式会社 CSR部長

16：45─18：15 ④ ワークショップ 各社CSRの事例発表 森　摂 株式会社オルタナ 代表取締役編集長

中
級
セ
ミ
ナ
ー

６月14日（火）

CSRの
社内外
浸透

10：30─12：00 ① ESGの情報発信（エクスターナル） 後藤 敏彦 NPO法人社会的責任投資フォーラム 理事・最高顧問

13：15─14：45 ② ＣＳＲの社内浸透（インターナル） 神田 三奈 株式会社三菱ケミカルホールディングス 経営戦略室（総合・ケミカル）KAITEKIグループ グループマネージャー

15：00─16：30 ③ レポーティングと統合報告 田中 信康 サンメッセ株式会社 コーポレートコミュニケーション 戦略推進室長

CSRの
成果測定 16：45─18：15 ④

SROI（30分）
CSR浸透度調査（30分）
東洋経済新報社のＣＳＲ調査概要（30分）

友田 景 ビズデザイン株式会社 取締役

青田 勝秀 株式会社オルタナ オルタナ総研 フェロー

岸本 吉浩 株式会社東洋経済新報社 『CSR企業総覧』編集長

７月５日（火）

CSVの
実践

10：30─12：00 ① NEC（日本電気）のCSR／CSV 森実 尚子 日本電気株式会社 コーポレートコミュニケーション部 CSR・社会貢献室長

13：15─14：45 ② 企業のソーシャル・ミッション 橋本 美佳 株式会社イオンフォレスト（ザ・ボディショップ） 広報

15：00─16：30 ③ 伊藤園のCSVとは 笹谷 秀光 株式会社伊藤園 常務執行役員 CSR推進部長

16：45─18：15 ④ ワークショップ CSV／ソーシャルビジネスの創出 笹谷 秀光 株式会社伊藤園 常務執行役員 CSR推進部長

８月９日（火）

CSR
検定２級
講座

10：30─12：00 ① ２級講座その１（教科書第２章から） 黒田 かをり 一般財団法人CSOネットワーク共同事業責任者

13：15─14：45 ② ２級講座その２（教科書第３章から） 関 正雄 明治大学経営学部 特任准教授

15：00─16：30 ③ ２級講座その３（教科書第５章から） 町井 則雄 公益財団法人日本財団監査部シニアオフィサー（オルタナ総研フェロー）

16：45─18：15 ④ ２級模擬試験と解説 藤解 和尚 株式会社オルタナ オルタナ総研フェロー／CSR部員塾 塾頭

今期からCSR検定２級・３級講座を新設
CSR部員塾第11期

CSR部員塾　塾長： 川村 雅彦／塾頭： 藤解 和尚／事務局長： 田中 信康（サンメッセ株式会社）



①ご氏名：

②会社名：

③部署名／役職名：

④メールアドレス：　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑤ご連絡先電話番号：

⑥ご希望のコース：□全講座一括　／　□早割２月　／　□早割３月　／　□ペア受講　／　□NPO割引

 □１コマ受講（講座番号をお書きください　　　　　　　　）　／　□回数券（４回）　／　□回数券（10回）

⑦お振込み予定日：　　　　月　　　　日　（　　　） 受講料総額　￥　　　　　　　　　　　　　　　　　

⑧請求書の郵送：□不要　 □要（お送り先： ）

⑨お申し込みのきっかけ： □オルタナの各種媒体（　　　　　　　　　）　
 □その他 

「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方針で悩んでおられる企業 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部員と情報交換されたい企業 CSRを起点にしたCSVを実践したい企業

※専用フォーム（www.alterna.co.jp/17445）からお申し込みいただくか、03︲6407︲0267にファクス
ください　※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

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

「CSR部員塾」これまでのご参加企業（一部、敬称略、順不同）

※会場詳細につきましては、ホームページでご確認ください　▶　オルタナオンライン： www.alterna.co.jp/15703

全20コマ＝ １人 172,800円
・［早割り］  20％オフ （2016年２月末日までのお申し込み＋振込み） 138,240円
・［早割り］  15％オフ （2016年３月末日までのお申し込み＋振込み） 146,880円
・［ペア受講］ 30％オフ （１社２人） 241,920円
・［NPO割引］ 50％オフ （専従職員に限ります） 86,400円

１コマ受講 10,800円
回数券（４コマ） 38,880円
回数券（10コマ） 86,400円

料
金
一
覧（
税
込
み
価
格
）

（価格はすべて税込み）

お申し込み用紙

主催： 協力：


