
一般社団法人日本内部監査協会 

 

 第 15４期（東京・夜間開催） 

 「内部監査士認定講習会」のご案内 
 

 

拝啓 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。日頃より、弊会へのご支援、ご協力を賜り厚くお礼申し上げ

ます。 

さて、弊会では昭和 32（1957） 年より内部監査に携わる方々の教育・養成を行い、能力の向上を図ることを目的

に「内部監査士認定講習会」を開講しております。目まぐるしく変化する経営環境の下、経営をサポートし、 組織体

内を見渡す機能としての内部監査に求められる役割や責任は増すばかりです。  

そのような中で、内部監査について体系的・網羅的に知識を吸収する機会としての「内部監査士認定講習会」に

寄せられる期待や重要性もますます高まっております。（※ 本講習会を修了して、内部監査士になられた方は累計

で 15,000 名以上になります。） 

このたびは、第 154 期を迎えます「内部監査士認定講習会」の申込受付のご案内をさせていただきます。ご多用

のことと存じますが、この機会に是非ともご受講をご検討いただきたく、何卒よろしくお願い申し上げます。申込方法

の詳細に関しましては、以下をご確認ください。                                           敬具 

【※】 第 155 期（東京・昼間開催）「内部監査士認定講習会」は、現在、キャンセル待ちの状態です。          

何卒ご了承ください。 

 

■ 内部監査士とは 
一般社団法人日本内部監査協会が主催する内部監査士認定講習会を修了した方に与えられる称号です。 
この認定講習会は、内部監査の評価を高め、内部監査業務に携わる人々の教育・養成を行い、能力の向上  
を図ることを目的とした内部監査の理論・実務についての専門的な研修の場です。 

■ 講習内容 
＜講義＞ 夜間開講：通算２４日間（計４８時間） 
＜フォローアップ研修＞ 1 日（２時間） 

■ 合格認定審査 
所定の課程を修め、修了論文を提出した方については、論文審査を行い、さらに講習出席状況・受講態度を 
考慮の上、合格者を決定します。合格者には認定証書とともに“内部監査士”の称号を授与いたします。 

■ 合格者の特典 
協会機関誌「月刊 監査研究」をご自宅あてに 1 年間贈呈します。 

■ 受講費 
正会員・個人会員 ￥１６２，０００ ／非会員 ￥２３２，２００ （1 名につき・税込み／分納可） 

■ 受講資格 
次のいずれかに該当すること。 
1） 内部監査業務にたずさわっている方 。 
2） 1）に該当しない場合には、大学等において、会計学・商学・経営学・経済学・法学・情報学等のいずれかを

学んだ方、およびこれと同等の資格・能力の方。 

････････････････････････････････････・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

*** お申し込み方法 *** 

【会員の方】 

① 当協会ホームページ（http://www.iiajapan.com）  内部監査士認定講習会  バナーより、内部監査士ページへ

アクセスしてください。 

② 正会員・個人会員の方は、「内部監査士認定講習会」受講申込みより会員サイトへアクセスしてください。 

※会員サイトのご利用が初めての方は、利用規約をご確認のうえお手続きください。ご利用には事前の登録が 
必要になりますのでホームページの 会員サイトのご案内 にてご確認ください。 

③ 会員サイトにアクセスされた方は、内部監査士ページより「2016 年度内部監査士認定講習会 お申込み」をクリッ

クし、仮申込みフォームに必要事項を入力してください。 

http://www.iiajapan.com/certifications/QIA/


④ お申込みが完了されますと、ご登録いただいたメールアドレスに「仮申込み内容ご確認」のメールが送信されます。 

その後１週間以内に「仮申込み結果のご連絡」のメールが送信されますので内容をご確認ください。 

※ 内部監査士認定講習会のお申込みは申込先着順となります。定員に達した場合は、キャンセル待ちとなりま 
 すので予めご承知おきください。 

【非会員の方】 

① 当協会ホームページ（http://www.iiajapan.com）   内部監査士認定講習会  バナーより、内部監査士ページ

にアクセスしてください。 
② 非会員の方は、「内部監査士認定講習会」受講申込みより 「2016 年度内部監査士認定講習会 非会員お申

込み」をクリックしてください。登録申込み画面が表示されましたら、必要事項を入力してください。 

③ 登録が完了されますと、ご登録いただいたメールアドレスに「登録確認」のメールが送信されます。 

④ ご受講が可能な場合（※）は、受講申込書をメール送付しますので、申込書に必要事項をご記入のうえ協会宛に

メールまたはメールにてお送りください。 

※ 内部監査士認定講習会のお申込みは会員の方を優先させていただきますため、ご登録をいただいても 

ご受講いただけない場合がございます。何卒ご了承のほどよろしくお願いいたします。 

※ すでにお申込みをいただいております方には、ご案内が重複いたしまして申し訳ございません   

＜＜ 内部監査士認定講習会（東京）カリキュラム ＞＞ 順不同 

内部監査の本質と現代経営における役割 

 

一般社団法人日本内部監査協会 顧問 

中央大学名誉教授 商学博士 

檜田 信男 

内部監査の基本知識 
内部監査の監査技術 
内部監査の実施手続 

元・三菱商事株式会社

 監査部長代行  川村 眞一

広告宣伝業務監査のポイント 
研究開発管理監査のポイント 
営業業務監査のポイント 

元・ダイムラークライスラー

インターナル・オーディター  飯塚 恒夫

内部統制の理解と評価・監査の方法 
  NEC マネジメントパートナー株式会社 

執行役員 兼 ﾘｽｸｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰ事業部長 

南   尚孝 

子会社・関連会社監査のポイント 
伊藤忠商事株式会社

監査部  監査部長代行（兼）

監査・内部統制企画室長  高野 哲朗

リスクマネジメントと内部監査 
元・MS＆AD インシュアランス グループ

ホールディングス株式会社

監査部 次長   與茂佐 宏美

内部統制システムの構築と運用 
元・トヨタ自動車株式会社 

常務役員  辻  晶仁 

新しい業務改善手法と内部監査 
NS ﾌｨﾅﾝｼｬﾙﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ株式会社

執行役員 田幡 和寿

不正調査と内部監査の役割 
ACE コンサルティング株式会社

代表取締役 パートナー  小川 真人

製造業務監査のポイント 
富士通株式会社 

経営監査室 シニアリスクマネージャー  瀬野  毅 

情報システム監査のポイント 
一般社団法人日本内部監査協会理事

ビック情報株式会社 顧問  山本 明知

経理業務監査のポイント 
AIG 富士生命保険株式会社

監査部長   竹市  稔

環境監査のポイント 
東京ガス株式会社 

環境部 環境管理ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ  川島  健 

品質管理監査のポイント 
株式会社ポーラ・オルビス ホールディングス

内部監査室 部長  吉田 邦雄

内部監査と監査役監査・公認会計士 
監査の関わり      元・中外製薬株式会社

常勤監査役  松本茂外志

購買業務監査のポイント 
株式会社ダイヘン 

  監査室長  宮坂 深志 

内部監査報告書の作成と運用 
キヤノン株式会社

理事 経営監理室 室長  関口 統一 合計：48 時間

＜第 154 期（東京夜間）スケジュール（24 日間）：時間いずれも 18:30-20:30＞ 受付中 

10 月 12 日（水） 10 月 13 日（木） 10 月 18 日（火） 10 月 19 日（水） 10 月 20 日（木） 10 月 21 日（金）

10 月 24 日（月） 10 月 25 日（火） 10 月 26 日（水） 10 月 27 日（木） 10 月 31 日（月） 11 月 1 日（火） 

11 月 2 日（水） 11 月 7 日（月） 11 月 8 日（火） 11 月 10 日（木） 11 月 11 日（金） 11 月 15 日（火）

11 月 16 日（水） 11 月 17 日（木） 11 月 18 日（金） 11 月 22 日（火） 11 月 24 日（木） 11 月 25 日（金）

＜第 155 期（東京昼間）スケジュール（9 日間）＞ ※ 現在、キャンセル待ち 

12 月 1 日（木） 12:30-16:45 12 月 2 日（金） 9:30-16:45 12 月 5 日（月） 9:30-16:45 

12 月 6 日（火）  9:30-16:45 12 月 7 日（水） 9:30-14:30 12 月 8 日（木） 9:30-16:45 

12 月 12 日（月） 12:30-16:45 12 月 13 日（火） 9:30-16:45 12 月 14 日（水） 9:30-16:45 

＊ 開講初日（第 154 期：10/12、第 155 期：12/1）は、開始時刻 15 分前よりオリエンテーションを行います。 

＊ 講習日程等はやむを得ず変更になる場合がございます。 

＊ ご不明な点がございましたら、一般社団法人日本内部監査協会・事務局（03-6214-2231）までお問合わせください。 

http://www.iiajapan.com/certifications/QIA/
https://sec.iiajapan.com/info/sys2014/ninko/ninko_hikain_139-144.php?action=info01
https://sec.iiajapan.com/info/sys2014/ninko/ninko_hikain_139-144.php?action=info01

