実践コーポレートガバナンス研究会 勉強会 活動実績
※講師の所属組織・役職等はご講演当時のものです

月例勉強会

◼
回

開催日

135 2022/09/09

テーマ

講師

監査等委員会制度の実務対応の変化と課題

清水武氏（株式会社 REAPRA 常勤監査役／公認内
部監査人／博士（経営法））

事業ポートフォリオマネジメントと資本コスト経営の
134 2022/07/21 実践 ～コーポレートガバナンス・コードが求める取

神崎清志氏（株式会社クレジット・プライシング・コーポレ
ーション プリンシパル／経営学博士）

締役会の役割～
サステナブルファイナンスを味方につける ～脱炭
133 2022/06/14 素時代の ESG 経営～

竹ケ原啓介氏（株式会社日本政策投資銀行 設備投
資研究所 エグゼクティブフェロー 兼 副所長、金融経済
研究センター長）

132 2022/05/19
131 2022/04/27
130 2022/03/10
129 2022/01/24
128 2021/12/15
127 2021/11/18

機関投資家・アクティビストとの対話 ～社外取

田村俊夫氏（一橋大学大学院 経営管理研究科 教

締役の立場から～

授）

持続的価値向上のために ～日本企業が直面し

大場昭義氏（日本投資顧問業協会 会長）

ている真の課題～
サステナビリティ時代の企業不動産とファシリティマ

似内志朗氏（ファシリティデザインラボ 代表）

ネジメント
これからの ESG 経営に求められること ～非財務

小木曽麻里氏（SDG インパクトジャパン CEO）

情報と企業価値形成～
取締役会の実効性評価の現状と今後 ～外部

小林昭夫氏（PwC あらた有限責任監査法人 パートナ

専門機関の視点から～

ー 公認会計士 公認不正検査士）

コーポレートガバナンスが求める 2 つのサステナビリ

山田英司氏（株式会社日本総合研究所 理事）

ティ ～東証再編・CGC 改訂の先にあるもの～
社外取締役として知っておくべきこと ～米国での

126 2021/10/28 最新実務の現場と事例から社外取締役に求めら

クリストファー・スチュードベーカー（東京国際法律事務所
パートナー）

れる役割を学ぶ～
取締役会・監査役の機能不全が問われた企業

渡辺樹一氏（弁護士法人御園総合法律事務所 顧問

不祥事 ～実例から考える取締役会の実効性

／一般社団法人 GBL 研究所 理事／米国公認会計

125 2021/09/16 評価と社外役員の要件～

士・公認内部監査人・公認不正検査士）
樋口晴彦氏（警察大学校 人事総合研究官／危機管
理システム研究学会 理事／博士（政策研究））

サイバーセキュリティリスクと取締役会の責任 ～サ
124 2021/06/16 プライチェーン攻撃と対策の実態～

関原優氏（三井物産セキュアディレクション株式会社 コ
ンサルティングサービス事業本部本部長 兼 公共事業部
部長）

日本の医療制度の強み・弱み ～ウィズコロナ時
123 2021/05/11 代の医療問題を考える～

真野俊樹氏（中央大学大学院 戦略経営研究科 教
授／多摩大学大学院 特任教授／名古屋大学 未来
社会創造機構 客員教授）

1

122 2021/04/13

諸外国から後れを取る我が国の DX 推進に向

田原祐子氏（株式会社ベーシック 代表取締役／社会

けて取締役会はどのように取り組むべきか？～経

情報大学院大学教授）

済産業省 DX 最新レポート第 2 弾および

田辺雄史氏（経済産業省 商務情報政策局 情報技

「DX の推進に関する取締役会の実効性評価」

術利用促進課長 ソフトウェア・情報サービス戦略室長）

からの考察～

山本修一郎氏（名古屋大学 名誉教授 電子情報通
信学会フェロー）

KAM 導入でどのような価値が創出され得るの

水口啓子氏（株式会社日本格付研究所 審議役）

121 2021/03/01 か？ ～監査人、企業執行側、監査役等を含む
関係者への期待と課題～
120 2021/01/29
119 2020/12/01
118 2020/11/26

サステナビリティ経営の実践に向けた統合報告の

久禮由敬氏（PwC あらた有限責任監査法人 パートナ

利活用 ～新春に未来を展望する～

ー）

ソニーフィナンシャルホールディングスのガバナンスを

石井茂氏（前 ソニーフィナンシャルホールディングス 代表

考える ～金融持株会社の経験から感じたこと～

取締役社長）

社外取締役のあり方に関する実務指針（社外

疋田正彦氏（経済産業省 経済産業政策局 産業組

取締役ガイドライン）について

織課 課長補佐）

事例から学ぶ企業不祥事の根本原因と再発防

山口利昭氏（山口利昭法律事務所 代表 弁護士）

117 2020/09/30 止策 ～具体的な設問を通じて考えるコンプライ
アンスの最新事情～
116 2020/07/28
115 2020/06/22
114 2020/05/18

迫る「コロナ大恐慌」の破壊度 ～コロナ禍に伴う

磯山友幸氏（経済ジャーナリスト）

企業救済とガバナンス～
監査役よ、勇気と覚悟を持て ～監査役事件簿

眞田宗興氏（株式会社システムインテグレータ 監査

～

役）

2020 年 株主総会のポイント

加藤佳史氏（三井住友信託銀行 証券代行コンサルテ
ィング部 IR 担当部長）

取締役会のリスク管理：緊急事態にどう対応す
113 2020/04/28 べきか？ ～新型コロナウイルスとサイバーセキュリ

共催：ホワイト＆ケース法律事務所／ホワイト＆ケース外
国法事務弁護士事務所（外国法共同事業）

ティをテーマに～
112 2020/02/20
111 2020/01/23

金融業界と企業金融の現状と課題：史上最高

大槻奈那氏（マネックス証券株式会社 執行役員チー

の”カネ余り”の余波と金融業界の将来像

フ・アナリスト）

企業の持続的成長とコーポレートガバナンス ～

島崎憲明氏（NSS アソシエイツ 代表）

取締役会・社外取締役の果たす役割
実証研究 ～ESG は企業価値向上に資するの

河原茂晴氏（河原アソシエイツ 代表）

か～

内誠一郎氏（MSCI 合同会社 マネージング・ディレクタ
ー）

110 2019/12/12

太田洋子氏（野村證券株式会社 金融工学研究センタ
ー長）
張替一彰氏（同 金融工学研究センター シニアクオンツ
アナリスト）

109 2019/11/19

今こそ企業は「知財経営」を ～「IP ランドスケー

渋谷高弘氏（日本経済新聞社 東京本社編集局 編

プ」で持続的発展～

集委員室 編集委員）

2

日本企業のコーポレートガバナンス改革 ～形式
108 2019/10/16 から実質へ、雛形からオリジナルへ～

林拓矢氏（KPMG コンサルティング株式会社 KPMG ジ
ャパンコーポレートガバナンス センター・オブ・エクセレンス
(CoE) パートナー）

107 2019/09/03
106 2019/07/30
105 2019/06/12

日本の競争力強化に向けて ～国際化を通じて

川合眞紀氏（理学博士 自然科学研究機構 分子科

教育・研究分野に元気を取り戻そう～

学研究所長／日本化学会長）

論語と算盤で未来を拓く

渋沢健氏（シブサワ・アンド・カンパニー株式会社 代表取
締役）

なぜ、企業は不祥事を繰り返すのか ～事例研

樋口晴彦氏（警察大学校 警察政策研究センター 教

究から見た企業不正～

授）

社外取締役として見た日本企業のコーポレートガ

クリスティーナ・アメージャン氏 （大学院経営管理研究科

104 2019/05/17 バナンス ～日本社会との長年の関わりから感じ

経営管理専攻 教授）

たこと～
103 2019/04/18

102 2019/03/26

「企業文化」の監査プログラム ～より良い企業文

稲垣浩二氏（有限責任監査法人トーマツ 包括代表補

化が不正抑止環境をつくる～

佐／公認会計士）

就活ルールの廃止と新卒一括採用の行方 ～国

山内麻理氏（国際経営学者 博士（商学）／同志社

際比較から探る日本型教育・雇用・ガバナンスの

大学 技術企業国際競争力研究センター 客員教授／

補完性～

国際教養大学 客員教授／ドイツ日本研究所 客員研
究員）

中国進出企業のコンプライアンス管理と実務 ～
101 2019/02/14 出資・社内不正・債権回収・労務・行政対応等

徐大鵬氏（上海博京律師事務所 パートナー 弁護
士）

の視点から ～
100 2019/01/22
99

98

2018/12/20

企業統治と経済のダイナミズム

斎藤惇 氏（日本野球機構コミッショナー／株式会社
KKR ジャパン シニアフェロー）

ROE 経営と見えない価値 ～CFO ポリシーの理

柳良平氏（常務執行役 チーフフィナンシャルオフィサー

論と実践～

兼 チーフ IR オフィサー）

コード改訂後のガバナンス報告書開示および監

小林昭夫氏（PwC あらた有限責任監査法人 パートナ

2018/11/21 査報告書の透明化（KAM の導入）がもたらす

ー）

影響について
97

96

2018/10/01

中国産業イノベーションの現状 ～個別企業に見

藤代康一氏（株式会社三井物産戦略研究所 情報産

る中国企業の伸長と方向性～

業部 産業調査第一室 研究員）

企業不祥事から学ぶコーポレートガバナンス強化

渡辺樹一氏（ジャパン・ビジネス・アシュアランス株式会社

2018/09/05 策 ～企業価値の向上と毀損防止に向けて企業

シニアマネジャー）

は何をすべきか～
95

2018/07/18

94

2018/06/21

93

ROE を超えて ～企業価値向上とファイナンス・リ

河原茂晴氏（河原アソシエイツ 代表／公認会計士）

テラシー～
社外取締役の多様な役割認識と女性取締役の

好川透氏（シンガポール経営大学 ビジネススクール 教

任命パターン

授）

日本企業の生死を賭ける変革、デジタル・トラン

野口芳延氏（InterBuisiness Corporation 社長

2018/05/18 スフォーメーション ～ビジネスのデジタル化とチー

兼 CEO）

フ・デジタル・オフィサー(CDO)の役割
92

2018/04/05

信仰と金融マン人生 ～企業風土と組織の舵取

橋本徹氏（日本経済研究所 理事・元 富士銀行 頭

りについて

取）
3

UC サンディエゴのオープンイノベーション・エコシス

Ulrike Schaede 氏（Professor of Japanese

テムと女性経営幹部育成プログラム

Business UC San Diego）

コーポレートガバナンス改革の焦点 ～CGS ガイ

安藤元太氏（経済産業省 経済産業政策局 産業組

ドラインを中心に～

織課 課長補佐(総括)）

研究不正と企業不正を考える ～事例から学ぶ

黒木登志夫氏（日本学術振興会学術システム研センタ

対策～

ー顧問 東京大学名誉教授）

91

2018/03/08

90

2018/02/21

89

2018/01/16

88

2017/12/20 エーザイのコーポレートガバナンスの現況

直江登氏（エーザイ株式会社 取締役）

87

2017/11/28 M&A と取締役会の善管注意義務

木内潤三郎氏（EY 弁護士法人 弁護士）

86

2017/10/18

85

2017/09/14 日本企業の行動変化と株式市場

84

2017/07/05

83

2017/06/06

82

2017/05/11

81

関西ペイントのグローバル戦略とコーポレートガバ

石野博氏（関西ペイント株式会社 代表取締役社長）

ナンス
稲野和利氏（日本証券業協会 会長）

グローバルな投資銀行から見た日本のコーポレー

清水大吾氏（ゴールドマン・サックス証券 業務推進部

トガバナンス改革の現状と課題

長）

トランプ大統領の米国と国際政治の新潮流 ～

松尾文夫氏（松尾文夫事務所 代表 ジャーナリスト）

異色の大統領がどこまで変身できるか～
社外役員の役割と取締役会の活性化 ～オート

池永朝昭氏（アンダーソン・毛利・友常法律事務所 パー

バックスセブンでの議論を踏まえて～

トナー）

監査法人のガバナンス・コード ～社会の期待に

関根 愛子氏（日本公認会計士協会 会長）

2017/04/14 応えて会計監査の品質を組織的に向上させ、透
明性を確保するために～
ISS の 2017 年株主総会議決権行使ガイドラ

石田猛行氏（Institutional Shareholder Services

イン

[ISS] エグゼクティブ・ディレクター ）

80

2017/03/22

79

2017/02/16 東京都のガバナンス改革

78

2017/01/31

77

2016/12/15

76

2016/11/09

75

2016/10/05

74

2016/09/08

73

2016/07/21

72

2016/06/22

71

原英史氏（株式会社政策工房 代表取締役社長）

外食産業の持続的成長と経営の承継

菊地唯夫氏（ロイヤルホールディングス株式会社 代表取
締役会長 兼 CEO）

創造的リスクテイクを可能にする金融機関のガバ

森本紀行氏（HC アセットマネジメント株式会社 代表取

ナンス ～顧客の視点とリスクカルチャーの醸成～

締役社長）

海外 M&A と買収後経営 ～JT 海外たばこ事

新貝康司氏（日本たばこ産業株式会社 代表取締役

業展開を例にとって～

副社長 兼 副 CEO）

世界の取締役教育の現状と日本の課題 ～

高津尚志氏（IMD 北東アジア代表）

IMD グローバルボードセンターの取り組み～
女性の活躍推進が日本経済の鍵

名取はにわ氏（特定非営利活動法人日本 BPW 連合
会 理事長／元内閣府男女共同参画局長）

東芝問題と三様監査

安井肇氏（ジャパン・ビジネス・アシュアランス顧問／ モル
ガンスタンレーMUFG 証券顧問）

GE のボード・ガバナンス ～2016 Proxy

安渕聖司氏（日本 GE 合同会社 代表職務執行者社

Statement から学ぶ～

長 兼 CEO）

FinTech（フィンテック）の影響と今後の課題

植木貴之氏（経済産業省 経済産業政策局 産業資

2016/05/18 ～産業・金融・IT 融合に関する研究会

金課 課長補佐）

（FinTech 研究会）の議論を踏まえて

4

70

2016/04/14

69

2016/03/24

68

2016/03/01

67

コーポレートガバナンス改革と独立取締役

藤田勉氏（シティグループ証券株式会社 取締役副会
長）

人工知能は人間を超えるか ～ディープラーニング

松尾豊氏（東京大学大学院工学系研究科 技術経営

の先にあるもの～

戦略学専攻 特任准教授）

難民問題の現状と我が国の関わり ～我々日本

檜森隆伸氏（特定非営利活動法人国連 UNHCR 協

人はどう考えるべきか～

会 [国連難民高等弁務官事務所] 理事・事務局長）

社外取締役への期待 ～監査役から見た課題と

三神明氏（明治大学専門職大学院講師（金融商品

2016/01/26 展望～

取引法）、株式会社公益社監査役、株式会社 ESSC
監査役）

66

2015/12/15

65

2015/11/18

64

2015/10/19

63

2015/09/01

62

2015/07/17

61

スチュワードシップ・コード、コーポレートガバナンス･

油布志行氏（金融庁 総務企画局 参事官（総合政

コード導入と現状の課題

策等担当））

実効的コーポレートガバナンスの要諦とはなにか

蛭田史郎氏（旭化成株式会社 常任相談役）

～環境変化を生き抜く企業経営の支えとして～
取締役会評価とコーポレート・ガバナンス～取締

高山与志子氏（ジェイ・ユーラス・アイアール株式会社 マ

役会の実効性向上を目指して～

ネージング・ディレクター 取締役）

21 世紀型企業とは ～カルビーのコーポレートガ

松本晃氏（カルビー株式会社 代表取締役会長 兼

バナンス～

CEO）

会社法改正後のガバナンス改革 ～グローバルス

碓井茂樹氏（FFR＋代表、日本金融監査協会設立会

タンダードの実現に向けて～

員／日本銀行金融高度化センター企画役）

最近の SNS の発展と、企業と個人(消費者・個

ハリス鈴木絵美氏（Change.org アジア・ディレクター）

2015/06/18 人株主)の関係の変化 ～署名活動プラットフォ
ーム 「change.org」の事例から～

60

2015/05/28

59

2015/04/30

コーポレートガバナンス改革は必要なのか? ～

内田交謹氏（九州大学大学院 経済学研究院 教

研究者からのメッセージ～

授）

監査役の視点からみたコーポレートガバナンス改

高山 靖子氏（株式会社資生堂 常勤監査役）

革 ～資生堂の事例から
コーポレートガバナンス・コード策定の意義と課題

58

2015/03/26

大場昭義氏（東京海上アセットマネジメント株式会社
代表取締役社長 「コーポレートガバナンス・コードの策定
に関する有識者会議」メンバー）

57

2015/02/19 監査等委員会設置会社に潜む不祥事リスク

山口利昭氏（山口利昭法律事務所 代表弁護士）

56

2015/01/19 JR 北海道、トップ 2 人の死と腐食した組織

吉野次郎氏（株式会社日経 BP 日経ビジネス記者）

55

2014/12/16

54

2014/11/12

エンゲージメントの時代～ スチュワードシップ・コー

江口 高顯氏（一橋大学大学院国際企業戦略研究科

ドと日本における展開～

博士後期課程（経営法務）在籍 コンサルタント）

日本型ガバナンスの要は「監査役会」と「内部監

別府 正之助氏（伊藤忠商事株式会社 理事）

査部門」
企業経営を変革するコーポレートガバナンス・コー

53

2014/10/09 ドとは

ニコラス・E・ベネシュ氏（公益社団法人会社役員育成機
構 代表理事／株式会社ジェイ・ティ・ピー 代表取締
役）

52

2014/09/19

責任ある投資 ～持続可能な未来に向けた挑戦
～

5

水口剛氏（高崎経済大学経済学部 教授）

ファミリービジネスは社外取締役を求めている ～
51

50

49

2014/07/10 世界を動かすファミリービジネスと社外取締役の役

2014/06/11

西川盛朗氏（ヨコハマコンサルティング株式会社 代表取
締役会長／日本ファミリービジネスアドバイザー協会 理事

割～

長）

新しい監査の潮流と三様監査のあり方 ～経営

佐々木清隆氏（金融庁検査局審議官 兼 公認会計

を変える力としての監査とは何か～

士・監査審査会事務局長）

ウクライナ危機後の地政学と日本外交 ～ウクラ

宮家邦彦氏（立命館大学 客員教授／キヤノングローバ

2014/05/21 イナ危機の背後にある国際政治の地殻変動をど

ル戦略研究所 研究主任）

う読むか～
48

47

2014/04/08

会社を守る M&A リスクマネジメント ～M&A の

船越旭氏（株式会社 JP リサーチ＆コンサルティング 執

落とし穴と見えないリスクの顕在化～

行役員 事業本部長）

グローバルビジネス展開のための社外取締役の役

小林いずみ氏（ANA ホールディングス株式会社 社外取

2014/03/19 割

締役／サントリーホールディングス株式会社 社外取締
役）

46

2014/02/20

45

2014/01/21

44

2013/12/19

43

治安と日本社会の変化

安藤隆春氏（元警察庁長官／三井住友海上火災保
険株式会社 顧問）

日本企業の内部統制の課題とコーポレートガバナ

八田進二氏（青山学院大学大学院 会計プロフェッショ

ンス

ン研究科 教授）

コーポレート・ガバナンスと独立社外取締役の役

斉藤惇氏（株式会社日本取引所グループ 取締役兼代

割

表執行役グループ CEO）

グローバルなデジタル訴訟社会で勝ち残るために

杉浦和彦氏（AOS リーガルテック株式会社／AOS テク

2013/11/20 ～デジタル証拠データ復元、開示技術を駆使し

ノロジーズ株式会社）

た不祥事・訴訟対策～
経営者の報酬はどうあるべきか ～世界からみた

42

2013/10/22

41

2013/09/20

40

2013/07/19 政府のガバナンスと日本経済再生への役割

39

2013/06/17

38

2013/05/16

37

2013/04/17

36

2013/03/12

35

2013/02/25

34

2013/01/28 大学のガバナンスと人文学的想像力

現状と課題～
内部監査人とコーポレート・ガバナンス ～現場か

大谷剛氏（アステラス製薬株式会社 常勤監査役）

らの報告～

会計不祥事と監査役の役割

浜野潤氏（前内閣府事務次官）
丸山琢永氏（あらた監査法人 代表社員 パートナー 公
認会計士 リスク・アシュアランス部長）

ガバナンスについての哲学的考察 ～法と「良心」

佐々木中氏（作家、哲学者／法政大学非常勤講師）

の問題を出発点として～
企業統治に対する証券取引所の役割と課題 ～

髙松明氏（名古屋大学客員教授／名古屋証券取引

企業行動に対する市場からの規範圧力～

所顧問）

投資家から見たコーポレートガバナンス ～ガバナ

大場昭義氏（東京海上アセットマネジメント投信株式会

ンス・オペレーション・ファイナンスに課題～

社 代表取締役社長）

歴史の大転換と新しいグローバル市民社会の展

井出亜夫氏（日本大学 グローバル・ビジネス研究科 教

望

授）
亀山郁夫氏（東京外国語大学 学長）

証券市場からみた日本企業のガバナンスと金融
33

阿部直彦氏（タワーズワトソン マネージングディレクター）

2012/12/18 機関の役割 ～グローバル競争を勝ち抜くために
～
6

原良也氏（大和証券グループ本社 名誉顧問）

32

2012/11/20

31

2012/10/23

30

2012/09/05

29

2012/07/18

28

会社法改正と今後の企業統治法制

武井一浩氏（西村あさひ法律事務所 パートナー弁護
士）

金融規制と自己規律 ～金融行政 OB の視点

五味廣文氏（元金融庁長官／株式会社プライスウォー

から～

ターハウスクーパース総合研究所 理事長）

電力システム改革が切り拓く ICT の最前線

村上憲郎氏（株式会社村上憲郎事務所 代表取締
役）

新世代の経営者から見た「失われた 20 年」と再

岩瀬大輔氏（ライフネット生命保険株式会社 代表取締

生の課題

役副社長）

オリンパス事件からみたコーポレートガバナンスの課

冨山和彦氏（株式会社経営共創基盤 代表取締役

2012/06/18 題 ～ 事業再生にコーポレートガバナンスはどう

CEO）

機能すべきか～
国際比較の視点から見たコーポレート・ガバナンス

栗原脩氏（弁護士／明治大学法科大学院 特任教

～新しい会社法制を考えるにあたって～

授）

27

2012/05/30

26

2012/04/24 AIJ 問題に見る年金資産運用の現状と課題

山本御稔氏（有限責任監査法人トーマツ パートナー）

25

2012/03/21

賢明なる投資家によるガバナンスと危機管理

岡本和久氏（I-O ウェルス・アドバイザーズ株式会社 代

24

2012/02/23 金融行政の大転換と日債銀事件

23

2012/01/26

表取締役社長）
東郷重興氏（元日本債券信用銀行 頭取）

終わり無き危機 ～9.11、9.15、3.11～

員教授）
日本企業のガバナンスとコンプライアンスの構造的

22

水野和夫氏（埼玉大学大学院 経済科学研究科 客
郷原信郎氏（名城大学総合研究所 教授／弁護士）

2011/12/20 課題～最近の企業不祥事に見る日本企業の体
質的問題点をえぐる～

21

2011/11/15

日本産業の革新的再生の芽と諸政策 ～日本
産業の潜在能力をどう活かすか～
日本産業の知的集約化とコーポレートガバナンス

20

西山圭太氏（株式会社産業革新機構 執行役員）
江川雅子氏（東京大学 理事）

2011/10/28 ～知識が最大の経営資源となる変化の中で経
営者と株主の関係はどうなるか？～
9.11 と 3.11 におけるリスク管理と危機管理 ～

19

2011/09/01 ふたつの希少事象への対応における日米の違い

岸本義之氏（ブーズ・アンド・カンパニー株式会社 ディレク
ター・オブ・ストラテジー）

は何か？～
金融メルトダウンで露顕した米企業統治システム
18

松浦肇氏（産経新聞社 ニューヨーク駐在編集委員）

2011/07/14 の強さと弱さ ～瑕疵があるのは企業か、株主
か、それともデラウエア裁判所？～
激変するメディアとコーポレートガバナンスへの影響

17

2011/06/16 ～メディアの未来の大胆な予測と政府・企業のガ

磯山友幸氏（硬派経済ジャーナリスト／熊本学園大学
招聘教授）

バナンス改善への役割～
異企業文化の融合とコーポレートガバナンスへの
16

2011/05/18 インパクト ～異企業文化とコーポレートガバナン
スの関係の実証的考察～

7

George OlCott 氏（日本板硝子 取締役／東京大学
先端科学技術研究センター 特任教授）

グローバルな政治・経済リスクの把握手法の一考
15

2011/04/13 ～国内外の情勢をどう把握し職務に役立てるか

林謙二氏（シグマベイスキャピタル株式会社 取締役社
長）

～
14

2011/03/02

13

2011/02/02

12

2011/01/11

非上場企業のコーポレートガバナンス論 ～別次

出口治明氏（ネットライフ生命保険株式会社 代表取締

元から見たコーポレートガバナンスとは～

役社長）

アジアの経済的興隆と政治・経済リスク ～アジア

河合正弘氏（アジア開発銀行研究所 所長）

地域の政治・経済力学をどう読み解くか～
米国におけるコーポレートガバナンスの新しい潮流

所 弁護士）
日本的コーポレートガバナンスの模索と海外機関

11

アーサー・M・ミッチェル氏（ホワイト＆ケース外国法律事務

2010/12/02 投資家の期待～今日本企業に求められているガ

岩間陽一郎氏（社団法人日本証券投資顧問業協会
会長）

バナンスとは何か～
10

2010/10/21 M&A における取締役の責任

9

2010/09/28

8

2010/08/24

7

今井光氏（株式会社レコフ 前代表取締役社長）

クラウドとコーポレートガバナンス

吉丸成人氏（有限責任監査法人トーマツ エンタープライ
ズリスクサービス部 シニアマネジャー）

JCGR コーポレート・ガバナンス調査と日本企業の

若杉敬明氏（東京経済大学経営学部 教授 東京大

課題

学 名誉教授）

コーポレートガバナンスの改善は企業価値向上に

中神康議氏（あすかコーポレイトアドバイザリー株式会社

2010/07/01 貢献するか？ ～「企業応援型投資家」から日

代表取締役社長）

本企業へのメッセージ～
6

2010/06/01

5

2010/05/11

4

2010/03/30

3

2010/02/09

2

2010/01/14

1

2009/12/03

企業競争力回復と社外役員の役割

高橋秀明氏（慶応義塾大学大学院 政策・メディア研
究科 特別研究教授）

３つのＧが問うガバナンス

滝田洋一氏（日本経済新聞社 論説副委員長／編集
委員）

トヨタの大規模リコール問題など企業は思わぬトラ

渡部惇氏（渡部法律事務所 弁護士）

ブル、不祥事…
「議決権行使」と変貌を遂げる株主総会 ～

吉岡洋二氏（日本プロクシー・ガバナンス研究所 所長）

2010 年株主総会で何が変わる？
東京証券取引所のコーポレートガバナンスに関す

静正樹氏（東京証券取引所 執行役員・上場部担

る取り組み～最近の上場制度の整備を中心に

当）

日本経済新聞社編集委員、三宅伸吾氏を囲ん

三宅伸吾氏（日本経済新聞社 編集委員）

で

8

会員限定特別勉強会

◼

回

21

開催日

2022/06/08

テーマ

講師

独立社外取締役等の役割と責任 ～今こそ求

今井光氏（サイバーダイン株式会社 社外取締役／大

められる資質、専門性そして覚悟とは～

平洋金属株式会社 社外取締役／GPSS ホールディン
グス株式会社 社外取締役）

20

2021/06/04

19

2020/10/27

18

2019/07/08

17

2019/06/10

16

2018/12/11

15

2018/09/18

14

2018/04/24

13

2017/08/28

12

2017/04/27

11

2016/08/30

10

2016/06/27

コーポレートガバナンス改革の動向と今年の株主

加藤佳史氏（三井住友信託銀行 ガバナンスコンサルテ

総会の課題

ィング部 フェロー）

内部監査の高度化、Ver.4.0 への挑戦 ～経

蓮川昌博氏（株式会社ジャックス 上席執行役員 監

営アドバイザリー機能の実践～

査室長）

米国上場企業の取締役会の重要課題

森和孝氏（KPMG LLP パートナー）

日本企業の役員の特性と行動：2018 年度役

好川透氏（シンガポール経営大学 ビジネススクール 教

員調査の定量的分析

授）ほか 2 名

新規事業と地域活性化

鎌田由美子氏（カルビー株式会社 上級執行役員 事
業開発本部 本部長）

いま社外取締役に期待されるもの、社外取締役

中島好美氏（イオンフィナンシャルサービス株式会社／ヤ

として自覚すべきもの

マハ株式会社 社外取締役）

日英ガバナンス改革のゆくえ

鈴木裕氏（大和総研 政策調査部 主任研究員）

取締役会改革の進展と社外取締役に期待され

倉橋雄作氏（中村・角田・松本法律事務所 弁護

る役割

士）

コーポレートガバナンスと三様監査

箱田順哉氏（公認会計士、慶應義塾大学大学院特
別招聘教授、当協会理事）

今秋より施行される「消費者裁判手続特例法

今井和夫氏（弁護士／虎ノ門中央法律事務所 代

例法」について

表）

日本のガバナンス改革の課題と海外機関投資

細水政和氏（RMB キャピタル 日本株式投資部長 ポ

家の役割 ～オプトホールディング株主総会での

ートフォリオマネジャー）

監査等委員会設置移行議案などを例にして
9

2016/01/14

8

2015/07/21

7

2014/07/14

6

2014/05/08

5

2014/04/15

アベノミクスの今後とガバナンスの「さらなる強化」

磯山友幸氏（硬派経済ジャーナリスト／株式会社経済

の行方

戦略構想 代表取締役）

コンピュータ技術の進歩と未来社会 ～人工知

中島正治氏（当研究会 理事／医師）

能は世界をどう変えるか？～
日本企業を大きく変える安倍自民「再生ビジョ

磯山友幸氏（硬派経済ジャーナリスト／株式会社経済

ン」の破壊度

戦略構想 代表取締役）

健康診断について～健康な身体のためのガバナ

中島正治氏（当研究会 理事／東京海上日動火災

ンス

保険株式会社顧問／医師）

自民党・日本経済再生本部における「コーポレ

門多丈（当研究会 代表理事）

ートガバナンスの今日的課題」と題する講演の報

安田正敏（当研究会 専務理事）

告

9

4

2013/11/13

新 COSO レポートの概要と新 COSO レポート

箱田順哉氏（箱田順哉公認会計士事務所 代表・公

の概要と監査役業務への影響 ～内部統制と

認会計士／慶應義塾大学大学院 特別招聘教授／

監査役業務はどう変わるか～

日本内部統制研究学会理事）
頼廣圭祐氏（あらた監査法人 金融調査室主任研究
員）

3

2012/11/16

実体験から語る監査役の役割と機能について

明氏（燦ホールディングス株式会社 常勤監査役）
資本市場から見たコーポレートガバナンス

2

黒柳達弥氏（株式会社トプコン 社外監査役）／三神

2010/11/15

高山与志子氏（ジェイ・ユーラス・アイアール株式会社 マ
ネジング・ディレクター・ 取締役／ICGN 日本代表理
事）

1

2010/02/26

IFRS、そのコーポレートガバナンスに与えるインパ
クト

10

永峰潤氏（永峰・三島会計事務所 公認会計士）

