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「経営倫理士」 在籍企業等 一覧
イオン 荏原製作所 オムロンソーシアルソリューションズ

コアバリューマネジメント サントリーホールディングス システムフロンティア

月島機械 東京ガス 日本化薬 日本工営 ローソン

◆ＡＣＢＥＥ団体会員企業◆

日本経営倫理士協会（ACBEE)認定

企業リスク・コンサルタント

＜第２３期 総合コース＞

全１４講座 １８テーマ
2019年 ５月～１１月 （8月は休講）

１４：３０～１７：４０

⚫ ビジネス・パーソンを中心とした「短期集中型」（約5カ月）の

資格取得講座

⚫ 経営倫理の理論研究・実務知識を総合的に習得

⚫ 主要テーマ（ 経営倫理、コンプライアンス、CSR、CSV、リス

ク対応、ハラスメント、情報セキュリテイ、ダイバーシティな

ど）のほか、企業不祥事分析や先進的企業の事例紹介も

⚫ 講師陣は各分野トップレベルの大学教授、弁護士、コンサルタ

ント、企業の実務担当幹部等の方々

⚫ 企業等の「新任・担当者」に最適。就職活動やコンサルタント

を目指す際に最も有利

⚫ リーズナブルな受講料（1テーマ 約10,000円に相当）

主催 特定非営利活動(NPO)法人

日 本 経 営 倫 理 士 協 会
Association of Certified Business Ethics Experts JAPAN

アイ・アール債権回収
アイネット
明石広報事務所
アクテリオンファーマシューティカルズｼﾞｬﾊﾟﾝ

アコム
旭化成
旭化成ライフ＆リビング
朝日新聞社
あすか製薬
アステラス製薬
アッヴィ
アデランス
アドバンテスト
アビリオ債権回収
アフレッシュクレジット
アラーム企業Risk研究処
イオンクレジットサービス
イソシア
ウィナーズ・アンド・カンパニー
ウェルネス・システム研究所
エイビーバートナー
エイワイファーマ
エーザイ
エコライフ
荏原エージェンシー
荏原環境プラント
荏原フィールドテック
エムオーティクリエイション
王子製紙
大阪ガス
大阪ガス都市開発
オムロン
大塚製薬
大塚製薬工場
オリエントコーポレーション
オリックス
オリンパス
学習分析学会
科研製薬
カゴメ
鹿島建設
ガスアンドパワー
神奈川県中小企業団体中央会
カルビー
カルピス
河原学園
がん研究会
関西電力
関電工
関電システムソリューションズ
キッコーマン
キッセイ薬品工業
キヤノン

京都産業大学
協和発酵キリン
協和メデックス
近畿三菱自動車販売
クオレ・シー・キューブ
クマヒラ
グラクソ・スミスクライン
クラレ
黒田電気
ケイアセットマネジメント
経営倫理実践研究センター
慶應義塾大学ｼｽﾃﾑﾃﾞｻﾞｲﾝ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究所

神戸製鋼所
コクヨ
コーチングバンク
サーカス
サノフィ
産業能率大学
参天製薬
サントリーウェルネス
サントリーショッピングクラブ
サンメッセ
三洋信販
シーレックス
ジェイ・エル・エイ
ジェイ-ヴァック
シスメックス
資生堂
資生堂社会福祉事業財団
資生堂ジャパン
シップヘルスケアファーマシー東日本
島忠
清水建設
城南進学研究社
新東工業
新日本製鉄
水ing
スズキ
聖学院大学

誠幸会
成城石井
関彰商事
生命科学インスティテュート
清和綜合建物
セブン＆アイホールディングス
セブン銀行
全国農業会議所
全国農業協同組合連合会
全農グリーンリソース
創価大学・大学院
ソフトバンクモバイル
第一三共
ダイオーズ

ダイキン工業
大正製薬
大正富山医薬品
ダイセル化学工業
大鵬薬品
大明
ダイヤル・サービス
大和ハウス工業
武田薬品工業
ダスキン
田辺製薬
中央大学
中外製薬
中部電力
ちよだ鮨
月島テクノメンテサービス
ツムコン
帝人
帝人加工糸
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム

電通
東京ガスエンジニアリングソリューションズ

東京ガスオートサービス
東京ガスカスタマーサポート
東京急行電鉄
東京社会福祉士会
東京製綱
東京電力
東芝テック
東芝テックソリューションサービス
東邦テナックス
東洋インキ製造
ドラッカー学会
トーイツ
トータル保険サービス
ナイキジャパン
ナイス
ナスダック・ジャパン
西原ネオ
日通キャピタル
日通NECロジスティクス
日本アドバタイザーズ協会
日本アムウェイ
日本アルコン
日本イーライリリー
日本経営協会総合研究所
日本ケミコン
日本血液製剤機構
日本原子力発電
日本原燃
日本航空電子工業
日本香堂

日本シ－エスアール認証登録機構
日本信販
日本生活協同組合連合会
日本生産性本部
日本ソフトウエア
日本テキサス・インスツルメンツ
日本電気
日本電信電話
日本能率協会総合研究所
日本ベクトン・ディッキンソン
日本ポリケム
日本メディメンタル
日本旅行
ノボノルディスクファーマ
パイオニア
ハウス食品グループ
博報堂DYホールディングス
長谷川香料
パナソニック
パナソニックエコソリューションズ社

パナソニックヘルスケア
ハリマ化成グループ
ビジネスコンサルタント
日立キャピタル
日立システムズ
雲雀丘学園中山台幼稚園
ヒューマンリンクシステム研究所
富士ゼロックス
富士通
富士フイルム
富士フイルムグループ健康保険組合

富士フイルムRIファーマ
芙蓉総合研究所
プライスウォーターハウスクーパース

プライミクス
ブリヂストン
ブリヂストン美術館
プロエイム
プロミス
ベターアプローチ
ベネッセコーポレーション
ペンタックス
法政大学大学院
ポーラ
ポーラ・オルビスホールディングス

ポラス
まいばすけっと
みずほ銀行
三基商事
三井物産
三菱化学
三菱ケミカルホールディングス

三菱地所
三菱地所プロパティマネジメント
三菱重工業
三菱UFJニコス
三菱UFJニコス労働組合
宮崎県自治学院
ミライト・ホールディングス
ミライト・テクノロジーズ
明治学院大学
メタウォーター
メットライフ生命保険
持田製薬
矢崎エナジーシステム
雪印乳業
ユニ・チャーム
横河ソリューションサービス
横河電機
ライオン
ライトマネジメントコンサルタンツジャパン
ライフイノベーション総合支援機構

らでぃっしゅぼーや
リクルート
リクルートオフィスサポート
理研ビタミン
立命館大学
琉球ジャスコ
リンガーハット
ローソンHMVエンタテイメント
若狭・高橋法律事務所
ワコール
BEIビジネス倫理研究所
C.C.コンサルタンツ
DHCサービス
EAファーマ
GEヘルスケア・ジャパン
GEWEL
JLA
JPRON
KTコホート研究所
MiNi-Go研究所
M.Pro-Consulting
MSD
NECソフト
NECソリューションイノベータ
NECフィールディング
NECロジスティクス
PEC・OR
PSマネジメント
SMBCコンシューマーファイナンス
SLA＆ITSMコンサルティング
TEPCOコールアドバンスコールセンター事業部
TDK



「経営倫理士」認定にあたり、修得状況・適格性等、総合的に判定。

130,000円

経営倫理士は、民間の各種認定資格の中で

も特に注目されているハイレベルの資格。企

業リスク・コンサルタントとして、経営倫理、コ

ンプライアンス、CSR、リスク管理などの業務

を中心に、幅広く対応できるスペシャリスト。

1997年スタート、22年間に（1期１年制）660余

人の経営倫理士を養成。コンサルタント、企業

担当者として活躍し経営倫理担当役員も誕生。

各社とも、経営倫理、危機管理教育に力を

入れており、1社で複数の経営倫理士を配置

するための受講も見られます。さらに、最近

は女性の受講生が増えているのも特色。

一流講師陣による専門的でレベル高い講義

内容。グループワークやミニシンポジウムを

通じ、ダイナミックな教育・指導で、実践的な

知識・ノウハウを習得します。

【経営リスクが発生した際のアドバイザー】

様々な不祥事発生時の、リスク対応の指導・ア
ドバイザー等の重要な戦力として活躍します。

【CSRやサステナビリティ課題のスペシャリスト】

社会的責任や持続可能性に関する経営課題
を調査・研究、実践するスペシャリストとして活
動します。

【経営倫理の研修・教育のプロフェッショナル】

経営倫理、CSR、コンプライアンス等の教育・研
修の専門家として、本社や関連組織等のニー
ズは、幅広いジャンルで確実に高まっています。

【幹部社員として求められる知識】

経営者として、幹部社員として身につけるべき
幅広い知識やノウハウを学べます。

【コンサルタントを目指す際の必要資格】

転職、就職によってコンサルタントを目指す場
合には、幅広い専門的知識を駆使して、研修
指導、アドバイザーとして有効な資格。

【就職活動時に注目される】

大学生・大学院生の就職活動等に、強くアピー
ルできる資格。入社後をも見据えた講座内容。

日本経営倫理士協会(ACBEE)では、経営倫理実践研究センター(BERC)、日本経営倫理学

会(JABES)並びに情報システム学会（ISSJ)の全面協力の下に本講座を開講。講座講師は、

上記４組織を中心に、国内の大学、研究機関等の専門家に依頼、充実した講師陣です。出講

者の中には「経営倫理士」もいます。受講生同士の異業種交流もメリットがあると好評です。

受 講 料

資 格 の 認 定

注 目 の コ ン サ ル タ ン ト 養 成 講 座

◆弁護士、公認会計士、税理士、中小企業診断士、国家資格保有者

◆企業のトップ、役員 ◆シニア、コーポレートスタッフ
(法務、総務、人事、企画、広報、営業の部長、課長等)

◆経営倫理・CSRなど関連セクションの担当社員、教育研修担当者

◆企業グループ内の協力会社・関連会社のトップ、役員、幹部社員等

◆大学生、大学院生、調査研究機関や各種団体等の役員、職員等

◆営業企画、技術・生産管理などの現場担当マネージャー

◆コンサルタント、経営アドバイザー等

充実した講師陣、異業種交流も好評

受講対象者

（１人分、全１４講座１8テーマ、資料代・受験料を含む、消費税別）

■主催：日本経営倫理士協会（ACBEE JAPAN） ■協力：日本経営倫理学会（JABES）、経営倫理実践研究センター（BERC）、情報システム学会（ISSJ)

経営倫理士の価値

即戦力として… 未来へ向けて…

1コマ・トライアル受講 （1講座 10,000円）

195,000円 （初級・経営倫理士認定者）／

◆ 全１４講座 １８テーマ ◆

ＡＣＢＥＥ審査委員会

が総合評価

面接試験および筆記試験（学科とレポート）

出席状況や受講時の姿勢など

講座期間中２回の小論文提出

主な要件

＊審査内容、各受講者の成績は

原則として公表しません

受講受付：２０１９年４月末日まで

（但し、資格取得はできません。）

1 ５/２0
（月） 「今、なぜ経営倫理なのか」

(日本経営倫理学会 副会長／拓殖大学商学部 教授 博士(商学))

開 講 式
現代社会において経営倫理が求められる背景および戦略的倫理性の意義について検討します。また、経営倫
理実践研究センター会長等、様々な活動を通じて経営倫理の研究と普及に尽力された水谷雅一先生が提唱さ
れた「経営価値四原理システム」を考察します。

２ ５/29
（水）

「経営倫理と法務」
（青山学院大学法務研究科（法科大学院）教授／

弁護士法人早稲田大学リーガル・クリニック 弁護士）
浜辺 陽一郎

経営倫理と法務との関係を解説。具体的には、経営倫理の要請からコンプライアンスとCSRが求められていること、
企業倫理遵守の必要性、コンプライアンス推進と内部統制システムの関係、会社法、公益通報者保護法や独禁
法の影響、経営倫理推進の論理と説得のポイント、コンプライアンス経営の技法と内部統制のあり方など。

②

①

「企業人のコンプライアンス」
（日本経営倫理士協会 常務理事・総合企画委員 ／経営倫理士

ドラッカー学会 企画編集委員／日本経営倫理学会員）
北村 和敏

３ ６/５
（水）

③

コンプライアンスは「法令遵守」と訳された時代から、今日では法令遵守だけでなく、「相手の願いや期待に応える」という意味をもつ言
葉としてビジネスの世界に浸透しています。社会の要請に応えていくためには、一歩進んで「相手の身になって考え、行動すること」で
す。この講座でコンプライアンスの真の意味を理解し、これからの社会での活動に活かしてください。

４ ６/12
（水）

⑤
「内部統制（会社法）整備・運用の進め方」
津田 登＊ （日本経営倫理士協会 理事／NTN社外取締役／前三菱ケミカルホール

ディングス 代表取締役副社長執行役員・チーフコンプライアンスオフィサー）

内部統制の推進を統括した経験をベースに、企業グループにおける内部統制を整備し、グローバルに浸
透させていく方法の事例を紹介する。

④
「経営倫理と監査」

（株式会社エスプラス 代表取締役／公認会計士・公認不正検査士）辻 さちえ

経営倫理が問われるような不正・不祥事報道が絶えません。経営倫理なき企業には社会の公器としての企業の
役割が果たせるはできず、このような企業に持続的な成長は望めません。このため、経営倫理の浸透は重要な経
営課題となります。 重要な経営課題であれば当然「評価」をしていくことが必要となります。この講座では経営倫理
を評価するにあたっての監査の役割について、特に内部監査の観点から解説していきます。

「経営倫理と情報法コンプライアンス」 （グループワーク講座）

（日本経営倫理士協会 理事／
関西大学 社会安全学部・大学院社会安全研究科 教授 博士(法学)）

髙野 一彦
⑦５ ７/１

（月）

現在わが国の企業で発生する「情報セキュリティインシデント」諸課題を取り上げます。「情報」の利活用と
保護に関する法制度を解説するとともに、ケース・メソッドによるディスカッションを通して、合理的な経営
判断の基準やコンプライアンス体制を探求します。

7 ７/１8
（木）

「内部通報認証制度とその効果」
（日本経営倫理学会 副会長／駿河台大学名誉教授・博士（経営学）／

経営倫理実践研究センター首席研究員）
水尾 順一⑩ 2018年度にスタートした内部通報認証制度についてそのメリットや自己認証、第3者認証の進め方につい

て講義します。また先進的な取り組みを行う企業事例（サントリー）も紹介します。

６ ７/16
（火）

「経営倫理とCSR／SDGs」
（経営倫理実践研究センター 上席研究員／

関東学院大学 副学長・経営学部 教授）
小山 嚴也

⑧ CSR（企業の社会的責任）について平易に解説するとともに、事例を用いて、CSRの遂行に際して気を付
けるべき点などについて考察します。ISO26000のみを取り上げるわけではありません。

⑨
「企業リスクと情報セキュリティ」

（一般社団法人情報システム学会 名誉会長／国士舘大学 前教授）杉野 隆

企業経営における情報セキュリティの重要性を確認するとともに、情報セキュリティマネジメント、リスクマ
ネジメント、情報セキュリティガバナンスなどの概念を通して、リスクをコントロールするということについて
考えます。

回 開催日 講義テーマ・講師名 （敬称略 ＊印は新任講師） 概 要

潜道 文子

最近、ハラスメントへの関心が急激に高まっており、政府における対策や議論も深まっています。「ハラスメント」の内容は様 で々、い
わゆるパワハラ、セクハラ、マタハラ、アカハラなどと言われるものに加え、顧客からのハラスメントなども議論されています。企業として、
これらの問題にどのように対応していくか悩みを抱える企業が多いのも現状です。本講義では、ハラスメント事例を多数取り扱ってき
た講師とともに、各種具体的なケースの検討を通じて、より実践的な解決手法に迫ります。

⑥
「ハラスメントによる企業リスクの増大」

野中 高広＊ (DLAパイパー東京パートナーシップ（法律事務所） 弁護士）

（事例紹介：サントリーホールディングス コンプライアンス室長／経営倫理士）近藤 恵美

８ ９/４
（水） （弁護士(日本・ニューヨーク)・弁護士法人東京表参道法律事務所 共同代表／

LGBT支援法律家ネットワークメンバー／日弁連「LGBTの権利に関するPT」メンバー）
寺原 真希子

⑪
セクシュアル・マイノリティ（LGBT）の基礎知識、当事者を取り巻く環境、法制度の現状及び課題、 訴訟
事例について概説した上で、企業対応における視点、留意点及び具体的な取組方法についてケースス
タディの形でお話します。

９
９/１1
（水）

⑫

⑬

「経営倫理と会計学」
（日本経営倫理士協会 理事／神奈川大学経営学部 准教授）大田 博樹

不正会計の発生メカニズムについて事例を交えて明らかにするとともに、不正会計のリスクを低減させる
ための手法について会計学の視点を中心に考察します。

「インターネット時代のメディアリテラシー」
両角 晃一 （株式会社テレビ朝日 常務取締役／経営倫理士）

今のメディア空間を象徴する言葉に「ポスト・トゥルース（脱真実）」があります。真実や事実よりも個人の感
情や信念が優先する政治的風潮といった概念です。フェイスブックなどＳＮＳの進展で誰もがメディアのよ
うに情報発信できる時代。改めて新聞やテレビなど伝統的メディアの存在意義が問われています。

１０ ９/20
（金）

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

（学校法人日本社会事業大学 理事長／元 内閣府男女共同参画局長）名取 はにわ

「ダイバーシティ経営と女性活躍」
ダイバーシティには様々な意味がありますが、ここでは、人口の半分以上を占める女性が、日本でもっと
活躍できるようにするにはどうしたらいいか考えます。男女共同参画社会基本法、これを踏まえた女性活
躍推進法の制定により、ワーク・ライフ・バランス、両立支援策、ポジティブ・アクション等を進める会社が
社会的にも評価されるようになってきています。

「経営倫理とＣＳＶ」
（日本経営倫理学会 副会長／駿河台大学名誉教授・博士（経営学）／

経営倫理実践研究センター首席研究員）
水尾 順一

CSRとCSVについて両者の考え方を明確にしたい。「普遍的価値」のCSRと、今話題のCSVについて、株
式会社明治のカカオ豆プロジェクトや、ヤクルトレディーの活動、スターバックスの産地支援など、実際に
現地取材をした事例なども含めて具体的に述べます。

１１ １０/２
（水）

１２ １０/７
（月）

「産業事故の防止と技術者倫理 〜安全安心の企業経営のために〜」

平野 琢 （九州大学大学院経済学研究院 講師 博士(工学））

産業事故は企業経営にとって最大のリスクです。ここでは、そのメカニズムを国内外の事例を交えながら
明らかにします。そして「産業事故を防止するために、なぜ、技術者倫理が不可欠なのか？」この点をリス
クマネジメントの視点からひもといていきます。

「消費者対応と消費者志向経営」

川野 洋治＊
（信頼性向上マネジメントコンサルティング代表／元サントリー

ホールディングス お客様センター長／前消費者庁政策企画専門官)

消費者対応は、顧客の苦情や不満足解消のみならず、顧客・消費者のニーズ・ウォンツを聴き感じて企
業活動に反映させることが重要です。消費者対応は組織全体の課題であり、消費者志向経営の観点を
交えて考えていきます。

「経営倫理士講座のまとめ」
（日本経営倫理士協会 専務理事）千賀 瑛一

「経営倫理士」の主要な役割は企業・組織の「リスク・コンサルタント」。多様なリスク・危機管理の諸テーマ
を総合的にマネジメントし、経営倫理実践の推進的役割を担う人材を育成します。１３ １０/１6

（水）
最 終 筆 記 テ ス ト

１４ １０/２1
（月）

「講座総括 シンポジウム」 企業不祥事にどう向き合うか―
（▶第5回講座参照）ファシリテータ 髙野 一彦

山中 裕 （日本経営倫理士協会 監事・総合企画委員 ／
経営倫理士／KTコホート研究所所長）

番

外

全員参加型の集中討議。受講者は必ず1回は発言する。ACBEEムック版『年間企業不祥事動向（ワース
ト10）経営倫理士100人アンケート』（2010～18年のまとめ）を参考に討議を進めます。

１１/１ （金）

１１/１1 （月）

１１/２ （土）

修了式・認定証授与式 ＜15：30～17：30＞

●会場：ワイム貸会議室四谷三丁目RoomD/E （東京都新宿区四谷3-12 丸正総本店ビル6F）

アクセス…東京メトロ丸の内線「四谷三丁目」駅 1番出口 徒歩1分

⁂ [面接２日目のみ]経営倫理実践研究センター会議室（港区赤坂1-1-12 明産溜池ビル8Ｆ）

アクセス…東京メトロ丸の内線「国会議事堂前」駅 3番出口 徒歩5分、ほか

面 接 試 験
＜13：00～18：00＞

ワイム貸会議室四谷三丁目 RoomD/E

経営倫理実践研究センター会議室 ⁂

「学科」および「小論文」

※講座プログラムの一部を変更することがあります。

「LGBTと企業の対応」


