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300名
正会員／個人会員￥165,000- (1名につき消費税込／分納可)

非会員 ￥236,500- (1名につき消費税込／分納可)

木

第187期内部監査士認定講習会
（オンライン開催：オンデマンド配信）

＜はじめに＞
コロナ禍で大勢の方々が一堂に会した本講習会は開催中止を余儀なくされておりましたが、ご受講を

希望する多くのお声をいただき、このたび2021年度の秋期におきましてもオンラインでの開催すること
となりました。今期は、受講者の利便性をより向上すべく、当協会「動画配信サイト」にアクセスいた
だき、講習期間中ならば受講者のご都合に合わせてご視聴いただけるオンデマンド配信で開催いたしま
す。講義の提供方法こそ従来と異なりますが、論文の執筆・提出・審査といった「内部監査士」に認定
するためのプロセスはまったく変更ございません。是非ともご受講をご検討ください。

経営効率化のために内部監査士の養成を ＜2021年度冬期＞

2021年11月18日（木）10:00から
12月27日（月）16:00まで

（事前の予約は承りません。期日までにお申込みください。）

上記講習期間中であれば、土日祝日および時間帯を問わずご視聴いただけます。

48時間＋2022年5月頃開催のフォローアップ研修2時間講義時間

オンデマンド配信
本講習会は事前に収録した講義をオンデマンドで配信いたします。
上記講習期間中の都合のよろしい日時に全科目すべてご受講ください。

開催形式

視聴コードによる視聴者限定配信
視聴に必要な視聴コードをお申込みされたご本人にのみ、ご登録いただいたメール
アドレス宛にお送りします。お申込み方法記載のページにテスト動画についての
記載がありますのでご参照ください。

視聴方法

講習期間内にご視聴ください
講習期間が終了しますと未受講であっても本講習会を終了します。

必ず講習期間内にすべてのご視聴を終えてください。

視聴制限

視聴コードが利用できなくなる場合があります
視聴コードのご利用に不正の兆候を感知した場合、不正視聴を防ぐための機能が
働き、動画再生ができなくなる場合がございます。予めご承知おきください。

（ご視聴はお申込みされたご本人のみ）

留意事項

定 員

開催
日時

✓ お申込みは2021年11月8日（月）17:00までにお願いします。
✓ ご受講費のお支払いが一括の場合、請求書をご確認のうえ、研修日前日までに指定口座にお振込みください。
✓ 開催１週間前（2021年11月11日）に事前配付資料一式をお送りいたします。
✓ 11月8日（月）17:00以降のキャンセルは承れません。恐縮ながら受講費を全額お支払いいただきます。
キャンセルの場合は11月8日（月）17:00より前にメール（moushikomi@iiajapan.com）にてご連絡ください。

2021年11月8日（月）17:00
この日以降のキャンセルは承れません。恐縮ながら参加費を全額お支払いいただきます。

申込締切日

mailto:moushikomi@iiajapan.com


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
習受講状況を考慮のうえ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”の称号を授与します。

1．合格者にはフォローアップ研修終了後に認定証書を授与（送付）いたます
2．不合格者には事前に本人宛ご連絡をいたします。
3．優秀論文は、協会機関誌「月刊監査研究」に掲載いたします。

【※】 認定証書はご指示いただいた事前配布資料一式と同じ送付先にお送りいたします。

協会機関誌『月刊監査研究』を自宅宛に1年間贈呈します。

受講申込はメールでのみの受付とさせていただきます。

4ページ目にございます「お申込み方法」に詳細を記載しておりますのでご確認くだ
さい。
内容をご確認いただきましたら、別途用意しております「受講申込書」フォーム
（Excel）に必要事項を漏れなくご記入のうえ、【申込受付専用アドレス】
moushikomi@iiajapan.comまでメールに申込書を添付してお送りください。

【※】従来は会場収容力の関係から事前に仮申込みを受け付けておりましたが、講習
会のオンライン化に伴い定員による制約が緩和されましたので、仮申込みを行わずに、

直接、本申込みを承っております。

講習期間中に受講者宛文書で依頼し、講習終了後約1ヶ月以内に論文提出。（論文の文
字数／8,000～10,000字、論文テーマ／指定テーマより1テーマを選択、論文内容／内部
監査の理論もしくは実務に関するもの）

〒104-0031 東京都中央区京橋3-3-11 VORT京橋8階
一般社団法人日本内部監査協会
TEL：03-6214-2231／FAX：03-6214-2234
メールアドレス：moushikomi@iiajapan.com

※ 受講者には moushikomi@iiajapan.com、online-kenshu@iiajapan.com、 followup@iiajapan.com のメー
ルアドレスから内部監査士認定講習会に関わる連絡事項を一斉配信いたしますので、迷惑メールの設
定をされている方はこの3つのアドレスからのメールを受信できるように設定をお願いいたします。

※ 本講習会をオンラインでご視聴いただけますのは、今期のお申込みをいただきました方のみが対象
でございます。お申込みいただいていない方がおります公の場での視聴をお控えいただくとともに、録
音・録画、スクリーンショット、SNSへの講義情報のアップロードを禁止します。

※ 本申込書の記載事項をご了承いただいた方のみお申込みください（お申込みいただいた時点で、ご了
承いただいたものとみなします）。

【個人情報の取扱について】
本講習会に参加申込みされる際にいただく個人情報は、研修会の運営を促進するために使用するこ

とを目的とします。また、法令に定める場合を除き、個人情報を事前に本人の同意を得ることなく第
三者に提供いたしません。

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。

合格者の
特典

問合せ・
連絡先

申込方法

審査結果
発表方法

論文
提出方法

合格
認定審査

受講資格

https://www.iiajapan.com/leg/pdf/ml/187form.xlsx?web=1
https://www.iiajapan.com/leg/pdf/ml/186form.xlsx?web=1
mailto:moushikomi@iiajapan.com
mailto:moushikomi@iiajapan.com
mailto:online-kenshu@iiajapan.com
mailto:followup@iiajapan.com


第187期内部監査士認定講習会（オンライン開催：オンデマンド配信）

➢ 講習期間：

2021年11月18日（木）10:00から12月27日（月）16:00まで
※ 上記期間中に以下の講義24科目48時間＋オリエンテーションを必ずすべて受講してください。

※ 講義番号はあくまで目安ですので番号順に受講しなくても結構です（オリエンテーションははじめに
ご視聴ください）。

※ 原則1科目2時間を1コマとして設定しております。同一講師が複数コマ・科目を担当している以下の
講義につきましては、番号順にご受講ください。

⇒ 講義番号1・2／講義番号3・4・5／講義番号9・10／講義番号13・14

➢ 講義科目
講義
番号

時間 講 義 科 目 講 師 （敬称略）

15分 オリエンテーション 事務局

1
4時間 内部監査の本質と現代経営における役割 日本大学商学部・大学院商学研究科 教授 博士（商学） 堀江 正之

2

3

6時間

内部監査の基本知識

元・三菱商事株式会社 川村 眞一4 内部監査の監査技術

内部監査の実施手続5

6 2時間 内部統制の理解と評価・監査の方法 〔1〕 共立女子大学 ビジネス学部 教授 武田 和夫

7 2時間 内部統制の理解と評価・監査の方法 〔2〕 明治大学 法学部 教授 博士（法学） 柿﨑 環

8 2時間 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

9

4時間 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 CIA CFE CISA MBA 與茂佐 宏美10

11 2時間 品質管理監査のポイント
前・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 内部監査士 CFE 吉田 邦雄

12 2時間 経理業務監査のポイント
AIG損害保険株式会社
元・内部監査部 アソシエイト・ディレクター CIA 北原 好和

13
4時間 情報システム監査のポイント

青木あすなろ建設株式会社
管理本部 情報システム部 部長 茅野 耕治14

15 2時間 購買業務監査のポイント
マツダ株式会社 グローバル監査部 CIA 青木 一郎

16 2時間 広告宣伝業務監査／研究開発管理監査のポイント

17 2時間 製造業務監査のポイント
富士通株式会社
内部統制・監査室 シニアディレクター CIA 内部監査士 瀬野 毅

18 2時間 環境監査のポイント
元・東京ガス株式会社
環境部 環境管理グループマネージャー 博士（工学） 川島 健

19 2時間 営業業務監査のポイント 帝人株式会社 経営監査部長 福浦 克

20 2時間 新しい業務改善手法と内部監査 有限責任監査法人トーマツ パートナー 公認会計士 CFE     岸田 靖

21 2時間 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 公認会計士 CFE 小川 真人

22 2時間 子会社・関連会社監査のポイント
伊藤忠商事株式会社
監査部長代行（兼）内部統制評価室長 CIA 内部監査士 金富 正道

23 2時間 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 CIA 内部監査士 CFE 松本 茂外志

24 2時間 内部監査報告書の作成と運用
キヤノン株式会社
経営監理室長 内部監査士 金土 仁

※ テキストはＰＤＦファイルを配信いたします。印刷物でのお渡しはいたしませんので予めご了承ください。
※研修内容・講師が、やむを得ず変更になる場合は、あしからずご容赦ください。
※適宜休憩を挟みながら講義を行います。
※講演の録画・録音はご遠慮ください。
※講演の視聴は土日祝日も可能ですが、土日祝日、及び休業期間中（年末年始、GW等）にお寄せいただいたお問合せに
ついては、営業再開後順次対応させていただきます。お問合せの内容によってはお時間をいただく場合もございますので、
あらかじめご了承ください。



〇 お申込み方法 〇 

※ お申込みはメールでのみの受付とさせていただきます。 

 

※本講習をご視聴いただけますのは、お申込みいただいた方のみが対象でございます。お申込みいただいていない

方がおります公の場でのご視聴はお控えください。また、録音・録画、スクリーンショット、配付資料の受講者以外の

方への転送や共有、SNSへの講義情報のアップロードを禁止します。 

※災害等の影響により、研修会の開催が中止あるいは日時などに変更がある場合は、当協会ホームページ等でお知

らせいたします。 

＜お申込み前のテスト動画ご確認のお願い＞ 下記のことを必ず事前にご確認ください。 

下記 URLに接続いただき、ご利用の環境（PC、タブレット、スマートフォン等）で当協会動画配信 

サイト上での動画視聴が正常にできることをご確認ください。 

https://iiajapan.bz/campaigns/_test_code_test                             

（テスト視聴用動画の「視聴コード」は「MTWMG3OQ3I7YGJGP」とご入力ください。 

【※】利用環境の不具合による返金は一切対応できませんので、ご了承ください。 

【申込受付専用アドレス】 moushikomi@iiajapan.com 
 

※ 以下の記載事項をご了承いただいた方のみお申込みください。お申込みいただいた 

時点で、ご了承いただいたものとみなします。 

 

【申込締切日】２０２１年１１月８日（月）１７：００まで 

① 次ページにございます「受講申込書」に記載の内容をご確認いただき、別途用意しております

「受講申込書」フォーム（Excel）に必要事項を漏れなくご記入のうえ、上記アドレスまで申込書

を添付してお送りください。お送りいただくメールの「件名」には「第 187 期内部監査士認定講習会」と

ご記入ください。 

② 申込メールが到着いたしましたら順次、参加証・請求書をお送りいたします。 

③ 請求書をご確認のうえ、開催の前日までに指定口座にお振込みください。 

④ 開催の 1 週間前【11 月 11 日（木）】にご指示いただきました送付先へ事前配付資料一式を発

送します。また、11月 15日（月）を目途にご登録のメールアドレス宛に 

「online-kenshu@iiajapan.com」から視聴先の URL、視聴コードなどを記載した「視聴コード」ご案

内メールを送信します。 

※ 【11月 8日（月）17:00】以降のキャンセルは承れません。 

恐縮ながら参加費を全額お支払いいただきます。キャンセルの場合は 

11月 8日（月）17:00より前にメール（moushikomi@iiajapan.com）にてご連絡ください。 

⑤ 事前にお送りした視聴コードを使用して、講習期間中に当協会動画配信サイトにてご受講  

ください。 

＜ご記入の際の留意事項＞ 

登録いただくメールアドレスは、必ず受講者本人のメールアドレスをご記入ください（複数で 

お申込みの場合は人数分個別のもの）。受講される本人のメールアドレス宛に講習会に 

関するご案内やオンデマンドでの講義視聴に必要な情報を記した「視聴コード」ご案内メール 

をお送りいたします。 

https://iiajapan.bz/campaigns/_test_code_test
mailto:moushikomi@iiajapan.com
https://www.iiajapan.com/leg/pdf/ml/187form.xlsx?web=1
mailto:moushikomi@iiajapan.com


生年月日（西暦） 監査経験年数 受講資格(☑)

年

月　　　　日 年

☐ 1）
☐ 2）

生年月日（西暦） 監査経験年数 受講資格(☑)

年

月　　　　日 年

☐ 1）
☐ 2）

生年月日（西暦） 監査経験年数 受講資格(☑)

年

月　　　　日 年

☐ 1）
☐ 2）

生年月日（西暦） 監査経験年数 受講資格(☑)

年

月　　　　日 年

☐ 1）
☐ 2）

生年月日（西暦） 監査経験年数 受講資格(☑)

年

月　　　　日 年

☐ 1）
☐ 2）

□ 会社名 □ 個人名

□自宅

□勤務先

部課･役職名： 氏名：

【※】別途入力可能なExcelのフォームをご用意しております。そちらにご入力ください。

＜所在地＞〒

＜電話番号＞   ＜会社名＞

第187期内部監査士認定講習会（オンライン開催：オンデマンド配信）・受講申込書フォーム

受講費：1名につき（税込み）　(☑)

自宅住所（認定後の機関誌送付先）

部課・役職名 氏　　名

メールアドレス

〒

受講資料送付先　：　　□勤務先　　　　　□自宅　　　　必ず☑を入れてください

〒

受講資料送付先　：　　□勤務先　　　　　□自宅　　　　必ず☑を入れてください

自宅住所（認定後の機関誌送付先） メールアドレス

〒

受講資料送付先　：　　□勤務先　　　　　□自宅　　　　必ず☑を入れてください

メールアドレス

氏　　名
（ふりがな）

部課・役職名

部課・役職名 氏　　名

部課・役職名 氏　　名
（ふりがな）

自宅住所（認定後の機関誌送付先）

メールアドレス

〒

自宅住所（認定後の機関誌送付先）

受講資料送付先　：　　□勤務先　　　　　□自宅　　　　必ず☑を入れてください

（ふりがな）

※ 社長・部門長等宛に審査結果の報告が必要な場合は別途お申し付けください。

＜請求書の宛名＞　個人会員としてお申込みの場合のみ　（☑）

受講資料送付先　：　　□勤務先　　　　　□自宅　　　　必ず☑を入れてください

（ふりがな）

自宅住所（認定後の機関誌送付先） メールアドレス

〒

＜参加証・請求書の送付先＞　　必ず☑を入れてください

部課・役職名 氏　　名

（ふりがな）

□　正会員　\165,000　　　　　　□　個人会員　\165,000　　　　　　□　非会員　\236,500　



 

「オンデマンド配信ご受講に際して」 
 

オンデマンド視聴方法 
PC、スマートフォン、タブレット等の WEBブラウザ上でご覧いただくことが可能です。 
当協会動画配信サイト URL：https://iiajapan.bz 
 
 
視聴方法 
オンデマンド配信開始の 3営業日前【11月 15日（月）】にご登録のメールアドレス宛に 
「online-kenshu@iiajapan.com」から、本講習視聴用 URLおよび視聴コード、レジュメダウン 
ロード先を記載した「視聴コード」ご案内メールをお送りします。 
本講習視聴用 URLへアクセスいただき、「視聴コード」を入力してご視聴ください。 

※「視聴コード」はお申込みされた方のみご利用いただけます。他の方との共有はできません。 
※「online-kenshu@iiajapan.com」からのメールを必ず受信できるように事前の設定をお願いい
たします。 
 
 
事前の視聴方法および動作確認のお願い 

お申込み前に下記 URLに接続いただき、ご利用の環境（PC、タブレット、スマートフォン等）で
当協会動画配信サイト上での動画視聴が正常にできることをご確認ください。 

視聴環境確認用テスト動画 URL：https://iiajapan.bz/campaigns/_test_code_test 

※ テスト視聴用動画の「視聴コード」は「MTWMG3OQ3I7YGJGP」とご入力ください。 

※ 接続環境安定のため、なるべく無線ではなく有線をご利用ください。 

 
 
ヘルプ 
オンデマンド配信に関するお問合せは当協会動画配信サイト内の「お問合せフォーム」よりお願
いいたします。 
土日祝日、及び休業期間中（年末年始、GW等）にお寄せいただいたお問合せについては、営業再
開後順次対応させていただきます。お問合せの内容によってはお時間をいただく場合もございま
すので、あらかじめご了承ください。 
 

 
講演資料（PDF）のダウンロード 
当協会動画配信サイト内の各動画配信ページよりダウンロード可能です。 
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