
コーポレートガバナンス・コードの要請に応える   ＺＯＯＭによる 

独立社外役員のためのトレーニング・プログラム 【オンライン開催】 
 

ＭＩＤコース ＜第５期＞  
後援：㈱東京証券取引所、㈱日本取引所グループ（ＪＰＸ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 コーポレートガバナンス・コード【原則４－１４．取締役・監査役のトレーニング】には、

「新任者をはじめとする取締役・監査役は、上場会社の重要な統治機関の一翼を担う者として

期待される役割・責務を適切に果たすため、その役割・責務に係る理解を深めるとともに、必

要な知識の習得や適切な更新等の研鑽に努めるべきである。」と記載されています。 

 このような要請に応えて、日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク（ＣＧネット）で

は、上場会社の独立社外役員を主な対象とするトレーニング・プログラム、ＭＩＤコースを開

講しています。 

 本コースは、㈱東京証券取引所及び㈱日本取引所グループ（ＪＰＸ）の後援を受けており、

コーポレートガバナンス・コードに沿う内容になっています。所定の要件を満たした受講者に

は、「修了証」を授与します。独立社外役員の選任に注目が集まる中、こうした「修了証」の

授与を受けている方を社外取締役に登用することはまことに有益だと考えられます。 

◆「ＭＩＤ」はＣＧネットが行うガバナンス・トレーニング・プログラムで、「独立社外役員向け」と「取締役会事務局向け」 

の二つのコースがあります。 

◆独立社外役員向けの「ＭＩＤコース」は 2017 年から開講し、130 名を超す受講生に「修了証」を授与致しました。

2021 年は、前年までの講義内容をさらにアップデートして開講します。 

◆ＣＧネットには、独立社外役員を務める上での諸問題について毎月意見交換を行う「独立役員研究会」があり、 

ＭＩＤコースの修了生が多く参加しています（ＣＧネット正会員限定）。 

◆本「ＭＩＤコース」は全講義 Zoom によるオンライン開催といたします。リアルタイムでご参加できない受講者は、後日

補講として動画をご視聴いただけます。 

 

【お問合せ・お申込み】 

特定非営利活動法人 日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク（ＣＧネット） 

〒105-6112  東京都港区浜松町 2-4-1 世界貿易センタービルディング 12 階 

TEL 03-5473-8038    FAX 03-5473-8198 
http://www.cg-net.jp/ e-mail info@cg-net.jp



 

 

◆ＭＩＤコースの構成 

①基調講演、②独立社外役員の必須の知識となる「必修科目」、③独立社外役員の知識を補う「選択科目」 

 

 
 

基調講演 15:30〜17:00 『コンプライアンスと社外取締役の役割』 

但木 敬一 氏（Ｔ＆Ｔパートナーズ法律事務所 客員弁護士、元検事総長） 

後援団体挨拶 15:15〜15:30 『独立役員に期待される役割』 

青 克美 氏（東京証券取引所 執行役員） 

主催団体挨拶 15:00〜15:15 『コーポレート・ガバナンスの現状と未来』 

牛島 信 （日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク 理事長、牛島総合法律事務所 代表弁護士） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

第１講：2021 年 2 月 2 日（火） 

18:00〜20:00＜ご注意＞ 
『コーポレート・ガバナンスを巡る取組み』 

林 謙太郎 氏（東京証券取引所 上場部長） 

第２講：2021 年 2 月 10 日（水） 

18:30〜20:30 
『取締役会評価とその有効な活用について』 

高山 与志子 氏（ジェイ・ユーラス・アイアール マネージングディレクター、取締役 

ボードルーム・レビュー・ジャパン 代表取締役、ＣＧネット 理事） 

第３講：2021 年 2 月 17 日（水） 

18:30〜20:30 
『指名委員会の運営と後継者計画、経営陣幹部の選解任』 

高野 研一 氏（コーン・フェリー・ジャパン 会長） 

第４講：2021 年 2 月 25 日（木） 

18:30〜20:30 

『報酬委員会の運営と役員報酬制度 

 ―独立・専門性ある報酬決定プロセス確立を通じたペイ・フォー・ 

パフォーマンスの深化』 

阿部 直彦 氏（ペイ・ガバナンス日本 マネージングパートナー 代表取締役） 

第５講：2021 年 3 月 4 日（木） 

18:30〜20:30 
『社外取締役・社外監査役の経験談１』 

高山 靖子 氏（千葉銀行 社外取締役、コスモエネルギーホールディングス 社外取締役(監査等委員 

          三菱商事 社外監査役、横河電機 社外監査役 

          元）資生堂 常勤監査役) 

第６講：2021 年 3 月 10 日（水） 

18:30〜20:30 
『社外取締役・社外監査役の経験談２』 

片山 英二 氏（阿部・井窪・片山法律事務所 弁護士 

          生化学工業 社外取締役、三菱 UFJ 信託銀行 社外取締役（監査等委員） 

          アカツキ 社外監査役、元）日本航空 社外監査役） 

【基調講演】2021 年１月２９日（金） 15:00～17:00  

【必修科目】（６講）2021 年２月上旬～３月上旬 

必修科目は、コーポレートガバナンス・コードを定める東京証券取引所の取り組みについて学ぶととも

に、独立社外役員の関与が必須となる報酬委員会と役員報酬システム、後継者計画と指名委員会の運営、

取締役会評価とその活用に関する知識を習得、その後独立社外役員の経験談・プラクティスを共有しま

す。この必修科目６講は独立社外役員としての実効性を高めることに大いに貢献するものです。 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第１講：2021 年 3 月 19 日（金） 

18:30〜20:30 

『もう一度読み返そうコーポレートガバナンス・コード 

―独立社外役員として知っておくべき CG コードの全体像と、 

押さえておくべきポイント』 

寺田 昌弘 氏（シティユーワ法律事務所 弁護士） 

第２講：2021 年 3 月 24 日（水） 

18:30〜20:30 

『社外役員が知っておきたい株主・投資家との対話 

―機関投資家の視点から―』 

木村 祐基 氏（スチュワードシップ研究会 代表理事） 

第３講：2021 年 3 月 30 日（火） 

18:30〜20:30 
『社外役員が知るべき内部統制と監査』 

鈴木 輝夫 氏（元･あずさ監査法人副理事長、公認会計士 

LIXIL 社外取締役・監査委員会委員長・ガバナンス委員会委員） 

第４講：2021 年 4 月 6 日（火） 

18:30〜20:30 

『内部通報窓口の設置と社外役員の関わり方 

―突然の指名にあわてないための心構え―』 

樋口 達 氏（大手門法律会計事務所代表パートナー 弁護士、公認会計士、公認不正検査士 

丸紅建材リース 社外取締役・監査等委員、オルガノ 社外監査役） 

第５講：2021 年 4 月 14 日（水） 

18:30〜20:30 
『会社法の観点からの取締役、監査役の義務と責任』 

塚本 英巨 氏（アンダーソン・毛利・友常法律事務所 パートナー弁護士 

           安川電機 社外取締役・監査等委員） 

第６講：2021 年 4 月 21 日（水） 

18:30〜20:30 
『金融商品取引法の観点からの取締役、監査役の義務と責任』 

須崎 利泰 氏（阿部・井窪・片山法律事務所 パートナー弁護士） 

第７講：2021 年 5 月 12 日（水） 

18:30〜20:30 
『取締役会の運営と役員の責任追及事例』 

川村 宜志 氏（牛島総合法律事務所 パートナー弁護士・公認不正検査士） 

第８講：2021 年 5 月 20 日（木） 

18:30〜20:30 

（第１部）『株主代表訴訟』 

（第２部）『会社役員が直面するリスクと D&O 保険』 

増田 健一 氏 （アンダーソン・毛利・友常法律事務所 パートナー弁護士 

 ブリヂストン 社外取締役 

 ライフネット生命保険、マーキュリアインベストメント、中外製薬 社外監査役） 

中江 透水 氏（Chubb 損害保険 P&C 本部ファイナンシャルライン部長） 

 
※緊急事態宣言の発令等により、開催時間が変更になることがあります。 

最新の情報はＣＧネットのホームページをご参照ください。 

【選択科目】（１１講）2021 年３月中旬～６月上旬 

選択科目では、まず、コーポレートガバナンス・コードが独立社外役員に求めている重点分野を取り上

げます（第１講～第４講）。その後、法律系の科目として、会社法、金融商品取引法、取締役会の運営、

そして株主代表訴訟・Ｄ＆Ｏ保険について取り上げます（第５講～第８講）。さらに、中長期的な企業価

値向上の観点からのＭ＆Ａ、決算書類の読み方からファイナンスについて学び（第９講～第１１講）、独

立社外役員の役割をよりよく果たすうえでの知識を習得します。独立社外役員を務める方の専門分野は

多岐にわたります。受講者の皆様には、専門分野以外についての知識も深めていただければ幸いです。 



 

 

 

第９講：2021 年 5 月 25 日（火） 

18:30〜20:30 

『過去の日本企業の買収失敗例に学ぶ、企業価値向上に資する 

Ｍ＆Ａ基礎知識』 

服部 暢達 氏（早稲田大学大学院経営管理研究科 客員教授 

              慶應義塾大学大学院経営管理研究科 客員教授 

              ファーストリテイリング、博報堂 DY ホールディングス 社外取締役 

フロンティア・マネジメント 社外監査役） 

第 10 講：2021 年 6 月 3 日（木） 

18:30〜20:30 
『社外役員が押さえておきたい決算書類の基礎知識』 

西山 茂 氏（早稲田大学大学院経営管理研究科 教授 

         マクロミル 社外取締役・監査委員・報酬委員、ユニプレス 社外取締役・監査等委員 

三井住友海上火災保険、丸紅 社外監査役） 

第 11 講：2021 年 6 月 9 日（水） 

18:30〜20:30 

『企業価値創造とコーポレート・ファイナンス 

―資本コストの視点を踏まえて』 

松田 千恵子 氏（東京都立大学大学院 経営学研究科 教授 

 IHI、フォスター電機、キリンホールディングス 社外取締役） 

＜講座概要と講師略歴は、ＣＧネットのホームページをご参照ください＞ 
 
◆概要 

 ＭＩＤコース 

受講対象者 コーポレート・ガバナンスで重要な役割を担う「独立社外役員」、及びその候補者

を主な対象者と想定しています。そのほか、独立社外役員のサポートを行う取締役

会事務局、監査役スタッフ、ガバナンス担当役員にもお役立ていただけます。 

開催形式・定員 ■開催形式：ZOOM を使ったオンラインでの開催  

（リアルタイムでご参加できない受講者は後日補講として動画をご視聴いただけます） 

■申込みは先着順とし、定員になり次第締め切ります。 

開催時期 2021 年 1 月下旬～6 月上旬 

修了証注1） ＣＧネット所定の「修了証」授与要件は以下のとおりです。 

基調講演 1/1 回 必修科目 6/6 回 選択科目 4/11 回以上 

上記要件を満たした受講者（個人）には「修了証」を授与 

注 1）修了証は全講義の終了後に授与します。ご欠席者は補講の機会をご利用ください。 
※補講…後日配信する動画をご視聴いただきます 
※代理出席…個人会員は不可、賛助会員および非会員は可(但し申込者本人の受講回数には見做されません) 
 

◆受講料 

会員種別 参加費（税込） 

ＣＧネット会員 ・修了証授与受講申込：   ８８，０００円（全 18 回） 

・単回申込：基調講演 無料 、 必修/選択科目 8,800 円／回 

非会員注 2) ・修了証授与受講申込：  １７６，０００円（全 18 回） 

・単回申込：基調講演 6,600 円 、 必修/選択科目 17,600 円／回 

注２）本講座の受講を機にＣＧネットへのご入会を歓迎致します。ご入会はホームページからお手続き下さい。 

注３）新型コロナウィルスの感染症拡大を踏まえ、ＣＧネットは感染防止を最優先して運営して参ります。予定さ

れている講義については、開催日時や聴講方法の変更が生じる場合があります。その場合、直ちに受講者に

ご案内いたします。なお講義自体が開催できなくなった場合はお支払い頂いた参加費を返金いたします。 
 

◆お申し込み 

日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク（ＣＧネット）のホームページからお申し込み下さい。

http://www.cg-net.jp/ 


