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新年にあたって 新　芝　宏　之 第 1号    2頁

＊＊特　　　　　集＊＊
多様化するESG投資
解題 伊　藤　敬　介 第 1号    4頁
ESG投資の多様な成り立ちと投資手法について 寺　山　　　恵 第 1号    8頁
ESG投資と企業価値：CSR to CSVの観点から 伊　藤　友　則 第 1号  18頁
ESG指数とパッシブ運用
―多様なESG投資― 内　　　誠一郎 第 1号  30頁
エンゲージメントを通じたESGの推進
  櫻　本　　　惠、加　藤　泰　浩、村　岡　義　信、鈴　木　俊　一 第 1号  39頁
＜第32回日本証券アナリスト大会より＞
（パネルディスカッション）
グローバリズムの危機と企業・アナリストの対応
  魚　谷　雅　彦、國　分　文　也、デービッド・アトキンソン、秋　池　玲　子 第 1号  48頁
資産運用における為替管理
解題 坂　巻　敏　史 第 2号    2頁
機関投資家から見た為替管理の四半世紀と現状認識 西　川　圭　助 第 2号    5頁
資産運用における為替管理
―為替ヘッジの再考― 日下部　義　明、番　場　　　悠 第 2号  11頁
年金資産運用における為替リスク管理の考え方 大　浦　裕一郎、喜　多　幸之助 第 2号  19頁
変貌する為替市場構造とポートフォリオにおける為替の影響
―高まる為替管理ポリシーの重要性―   ロナルド・リーシング 第 2号  28頁
為替リスク管理へのAI導入の流れとその枠組み 奥　山　慎　之 第 2号  38頁
スチュワードシップ・コード改訂と機関投資家
解題 鈴　木　一　功 第 3号    2頁
（座談会）
スチュワードシップ・コード改訂と機関投資家・アセットオーナーの動向
  藏　本　祐　嗣、豊　田　一　弘、濱　口　大　輔、北　川　哲　雄 第 3号    6頁
英国におけるスチュワードシップ・コードの推進 三　和　裕美子、村　澤　竜　一 第 3号  28頁
スチュワードシップ・コードの改訂と機関投資家の対応
―コーポレートガバナンス改革の更なる進捗に向けて― 西　山　賢　吾 第 3号  38頁
監査報告書の拡張と監査の情報提供機能
解題 石　川　博　行 第 4号    2頁
監査報告書の考え方
―オピニオン・レポートvsインフォメーション・レポート― 松　本　祥　尚 第 4号    6頁
国際監査基準に基づく拡張された監査報告書 林　　　隆　敏 第 4号  16頁
わが国での「監査報告書の長文化」の動向について 山　添　清　昭 第 4号  27頁
監査報告書の拡張と証券市場
―ゴーイング・コンサーン情報の株価反応に関するレビュー― 浅　野　信　博、今　西　史　弥 第 4号  35頁
金融政策の正常化とマーケット
解題 大　野　早　苗 第 5号    2頁
日銀の大量資産購入とその「出口」 田　中　隆　之 第 5号    6頁
米国の非伝統的金融政策が債券市場に与えた効果 田　中　康　就 第 5号  19頁
日銀の金融政策と国債市場の流動性
―現物・レポ・先物３市場の考察― 宇　野　　　淳、戸　辺　玲　子 第 5号  29頁
金融政策正常化が新興国マーケットに及ぼす影響 高　島　　　修 第 5号  40頁
企業成長とマクロ成長
解題 神　山　直　樹 第 6号    2頁



－3－

イノベーションと流動性―企業の成長と脱成熟のジレンマ―
清　水　　　洋、山　口　翔太郎、金　　　東　勲 第 6号    6頁

M&Aと日本企業の成長―クロスボーダー M&Aを中心にして― 宮　島　英　昭 第 6号  16頁
設備投資をめぐる諸課題―低迷の背景と各種の実証分析― 花　崎　正　晴 第 6号  30頁
マクロ利益とマクロ成長―消費経路か投資経路か― 中　野　　　誠、吉　永　裕　登 第 6号  40頁
無形資産投資
解題 大　庭　昭　彦 第 7号    2頁
無形資産の概念整理と企業パフォーマンスへの影響 宮　川　　　努 第 7号    6頁
無形資産とESGのインプライド期待成長性への影響 張　替　一　彰 第 7号  17頁
コーポレートガバナンスと無形資産投資 佐々木　隆　文 第 7号  28頁
インターネット上での評判と企業価値 武　田　史　子 第 7号  37頁
金融ジェロントロジー
解題 野　村　亜紀子 第 8号    2頁
長寿社会の課題と金融ジェロントロジー 駒　村　康　平 第 8号    6頁
退職後の資産運用の枠組み 加　藤　康　之 第 8号  19頁
金融ジェロントロジーと住宅の資産活用 大　垣　尚　司 第 8号  29頁
英国における退職後の資産管理をめぐる議論
―「年金自由化」とその影響― 神　山　哲　也 第 8号  39頁
資産運用業界の新潮流―より信頼される運用会社を目指して――第９回SAAJ国際セミナーより―
解題 大　崎　貞　和 第 9号    2頁
（基調講演）
プライベートエクイティー―投資機会と課題― マーク・アンソン 第 9号    5頁
日本の資産運用業界への期待 髙　橋　則　広 第 9号  11頁
（講演録）
世界経済情勢の見通し ロバート・B・ゼーリック 第 9号  15頁
市場環境の変質と資産運用業の在り方 西　　　惠　正 第 9号  20頁
プライベートエクイティ（PE）投資―日本における課題整理と解決に向けて―
解題 光　定　洋　介 第10号    2頁
PEの動向とパフォーマンス測定  清　水　　　毅、秋　山　潤一郎 第10号    6頁
PEファンド投資の実務面の課題  貞　永　英　哉、西　澤　　　整、小　野　泰　宏 第10号  17頁
PE投資のベンチマーク―構築と検証―  池　田　直　史、井　上　光太郎、小　澤　宏　貴 第10号  30頁
PEファンドの運用成績計測手法について  白　木　信一郎、宮　田　　　忍 第10号  42頁
アナリストの新たな分析視点─非財務情報の活用法─
解題 前　原　康　宏 第11号    3頁
中長期投資において重視される非財務情報とは
―企業とアナリストとの建設的な対話に向けて― 宮　永　雅　好 第11号    7頁
対話の相手の「本音」を知ろう
―投資家フォーラムでの議論などから読み取る試み― 大　堀　龍　介 第11号  22頁
（座談会）
アナリストの新たな分析視点―非財務情報の活用法―
  小野塚　惠　美、芝　坂　佳　子、松　島　憲　之、中　野　　　誠 第11号  31頁
ビッグデータと金融の未来
解題 菅　原　周　一 第12号    2頁
企業間データ連携が生み出す価値の可能性 佐々木　　　潔 第12号    5頁
高頻度データを通じたニュースと株式市場の関連性の分析 菅　　　愛　子、高　橋　大　志 第12号  15頁
ビッグデータと会計研究 村　宮　克　彦、竹　原　　　均 第12号  25頁
投資家の注目が新規公開株式の価格形成に与える影響 髙　橋　秀　徳、岡　田　克　彦 第12号  36頁
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＜第33回日本証券アナリスト大会＞
「AI時代の働き方改革―企業とアナリストの取り組み―」
開会の辞 新　芝　宏　之 第11号  51頁
証券アナリストジャーナル賞表彰 川　北　英　隆 第11号  54頁
ディスクロージャー優良企業表彰 許　斐　　　潤 第11号  56頁
（記念講演）
Ⅰ ワークライフバランスからワークアズライフへ 落　合　陽　一 第12号  45頁
Ⅱ AI時代の働き方改革 出　口　治　明 第12号  54頁
（所感）
第33回日本証券アナリスト大会を終えて 奥　崎　智　之 第12号  61頁

＊＊特　別　掲　載＊＊
環境変化の中でのアナリストの役割 新　芝　宏　之 第 9号  28頁

＊＊展　　　　　望＊＊
プレビューと時価総額の関係についての考察 大　浦　泰　宏 第 1号  60頁
ESG投資と対話の時代の主役はアナリスト 北　川　哲　雄 第 2号  47頁
家計のリスク資産投資への道 神　山　直　樹 第 3号  50頁
第４次産業革命に向けた「知」の高度化と統合 岡　野　武　志 第 4号  44頁
金融機関のリスク管理と資産運用ビジネス 河　西　洋　文 第 5号  50頁
なぜ日本にハイイールド債市場は生まれないのか 徳　島　勝　幸 第 6号  49頁
平均寿命の延びと公的年金 菅　原　周　一 第 7号  45頁
インプライド資本コストとインプライド成長率の同時推定⑵ 石　川　博　行 第 8号  50頁
リスクはいつとっても同じはず
―二つの知恵はなぜ支持されているのか― 臼　杵　政　治 第 9号  36頁
高頻度取引業者の定義と識別について 西　出　勝　正 第10号  53頁
株価指数連動型ETFと市場の流動性 太　田　　　亘 第11号  57頁
サーキュラーエコノミー、日本産業と証券アナリスト 豊　澤　泰　寿 第12号  63頁

＊＊経済・産業・実務シリーズ＊＊
ビッグデータで見る不動産市場の未来
─不動産バブルは繰り返すのか？─ 清　水　千　弘 第 1号  66頁
GPIFの保有銘柄開示による国内株式市場への影響について
  渡　辺　桂　士、小　室　博　史、竹　内　　　光 第 2号  53頁
最近の金融政策運営について 雨　宮　正　佳 第 3号  56頁
社債市場での銀行の役割と今後の展望 大　類　雄　司 第 4号  50頁
考え方・視点を変えた相続問題の取組み方 本　郷　　　尚 第 5号  55頁
（座談会）
フェア・ディスクロージャー・ルールを機に考えるアナリストと企業の「対話」について

井　垣　　　勉、許　斐　　　潤、北　川　哲　雄 第 6号  55頁
世界経済の現状と展望 中　田　勝　紀 第 7号  51頁
国際会計基準（IFRS）の浸透と比較可能性の問題
―表示される主要業績指標（KPI）から企業の意思を読み取る― 野　村　嘉　浩 第 8号  55頁
拡大する中国債券市場の現状と課題  村　松　　　健 第９号  42頁
「歴史の終焉」のあとの不確実な時代について考える〔前編〕
─ “リベラルな国際秩序” が直面する諸困難にどう立ち向かうか─ 旭　　　英　昭 第10号  57頁
「歴史の終焉」のあとの不確実な時代について考える〔後編〕
─ “リベラルな国際秩序” が直面する諸困難にどう立ち向かうか─ 旭　　　英　昭 第11号  62頁
日本経済・物価の現状と今後の展望 関　根　敏　隆 第12号  69頁



－5－

＊＊視　　　　　点＊＊
働き方改革って何ですか？ 松　本　　　晃 第 1号  79頁
データに基づく合理性の盲点 濱　口　大　輔 第 2号  64頁
スポーツの力（ちから） 尾　山　　　基 第 3号  71頁
「反グローバリズム」の興亡と日本への示唆 渥　美　恭　弘 第 4号  59頁
シニア・ボランティアの方に見たプロフェッショナリズム 菱　田　賀　夫 第 5号  62頁
原動力は北九州、動かすのは世界 津　田　純　嗣 第 6号  65頁
絶対リターンとESG投資 阿久沢　哲　夫 第 7号  65頁
潮目を読む 家　次　　　恒 第 8号  65頁
適切なイールドカーブを求めて 佐　藤　元　彦 第 9号  52頁
縄文人と弥生人 渥　美　恭　弘 第10号  70頁
金融の本来の役割としての責任投資 西　岡　明　彦 第11号  76頁
山頂から俯瞰する情報通信ビジネスの複雑なこれから 新居崎　俊　彦 第12号  82頁

＊＊論　　　　　文＊＊
危機時に着目した信用リスクモデルの比較分析
―ハザードモデルの予測精度― 北　島　孝　博 第 1号  83頁
遊休不動産情報の有用性の検証
─東証一部上場企業製造業の減損データに基づいた分析を中心に─
  古　川　　　傑、山　本　　　卓 第 2号  68頁
VaR制約下での銀行の投資行動
─パネルデータによる実証分析─ 尾　谷　　　俊 第 3号  75頁
従業員口コミを用いた企業の組織文化と業績パフォーマンスとの関係

西　家　宏　典、津　田　博　史 第 7号  69頁
経営者による業績予想の精度と経営者能力 張　　　　　姣 第 8号  69頁
公募増資時のJ-REIT投資口価格に分配金変動が与える影響に関する分析
  太　田　　　明、高　橋　大　志 第９号  56頁
サイズプレミアムの時系列変化
―企業価値評価実務への示唆― 中　岡　孝　剛、長　掛　良　介 第10号  75頁
AmihudのIMLを用いた流動性リスクプレミアムの分析等 飯　塚　　　賢 第11号  80頁

＊＊研究ノート＊＊
日本株式市場におけるファクター・リスクパリティ・ポートフォリオの実践
  清　水　英　彦、塩　濱　敬　之 第 5号  66頁
為替ヘッジ付き外国債券のファクターリターンに基づく運用 高　橋　克　典 第 7号  79頁
マクロファクターの定量化とリスク分析への活用 伊　藤　彰　朗、中　川　　　慧 第 8号  80頁

＊＊ディスクロージャー優良企業のIR活動＊＊
大東建託 第 2号  81頁
三井化学 第 2号  82頁
ANAホールディングス 第 2号  83頁
J.フロント リテイリング 第 2号  84頁
エン・ジャパン 第 2号  85頁
アサヒグループホールディングス 第 3号  86頁
塩野義製薬 第 3号  87頁
日本電産 第 3号  88頁
日本電信電話 第 3号  89頁
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三井物産 第 3号  90頁
三菱UFJフィナンシャル・グループ 第 3号  91頁
リクルートホールディングス 第 3号  92頁
フロイント産業 第 3号  93頁
シスメックス 第 3号  94頁

＊＊証券アナリスト読書室＊＊
「資産運用の高度化に向けて―インベストメント・チェーンを通じた経済成長―」
  神作裕之／小野傑／今泉宣親編 河　西　洋　文 第 1号  95頁
「金融に未来はあるか―ウォール街、シティが認めたくなかった意外な真実―」
  ジョン・ケイ著　藪井真澄訳 北　川　哲　雄 第 1号  97頁
「バフェットの重要投資案件20　1957-2014」
  イェフェイ・ルー著　長尾慎太郎監修　井田京子訳 光　定　洋　介 第 1号  99頁
「大不平等―エレファントカーブが予測する未来―」
  ブランコ・ミラノヴィッチ著　立木勝訳 原　田　喜美枝 第 2号  86頁
「キャッシュフリー経済―日本活性化のFinTech戦略―」  淵田康之著 沼　波　　　正 第 2号  88頁
「かくて行動経済学は生まれり」  マイケル・ルイス著　渡会圭子訳 山　口　勝　業 第 2号  90頁
「反脆弱性―不確実な世界を生き延びる唯一の考え方―〈上〉〈下〉」
  ナシーム・ニコラス・タレブ著　望月衛監訳　千葉敏生訳 坂　巻　敏　史 第 3号  95頁
「不当な債務―いかに金融権力が、負債によって世界を支配しているか？―」
  フランソワ・シェネ著　長原豊／松本潤一郎訳　芳賀健一解説 高　田　　　創 第 3号  97頁
「ガバナンス革命の新たなロードマップ
―２つのコードの高度化による企業価値向上の実現―」  北川哲雄編著 大　崎　貞　和 第 3号  99頁
「脱老後難民―「英国流」資産形成アイデアに学ぶ―」  野尻哲史著 大　庭　昭　彦 第 4号  64頁
「日本経済再生　25年の計―金融・資本市場の新見取り図―」
  池尾和人／幸田博人編著 曳　野　　　孝 第 4号  66頁
〔１〕「仮想通貨の時代」
  ポール・ヴィニャ／マイケル・J・ケーシー著　株式会社コスモユノー訳
〔２〕「アフター・ビットコイン―仮想通貨とブロックチェーンの次なる覇者―」
  中島真志著 沼　波　　　正 第 5号  76頁
「ガバナンス改革　先を行く経営　先を行く投資家」  「山を動かす」研究会編 大　崎　貞　和 第 5号  79頁
「CVCコーポレートベンチャーキャピタル」
  アンドリュー・ロマンス著　増島雅和／松本守祥監訳 河　田　　　剛 第 5号  81頁
「市場心理とトレード―ビッグデータによるセンチメント分析―」
  リチャード・L・ピーターソン著　長尾慎太郎監修　井田京子訳 岡　田　克　彦 第 6号  69頁
〔１〕「異次元緩和の終焉―金融緩和政策からの出口はあるのか―」  野口悠紀雄著
〔２〕「異次元緩和の真実」  木内登英著
〔３〕「シナリオ分析 異次元緩和脱出―出口戦略のシミュレーション―」
  高田創編著 沼　波　　　正 第 6号  71頁
「大学４年間のマーケティングが10時間でざっと学べる」  阿部誠著 大　庭　昭　彦 第 6号  74頁
「マイナス金利と年金運用」
  宮井博／鈴木誠／米澤康博／山本零／柳瀬典由／徳島勝幸／大野早苗著 俊　野　雅　司 第 7号  89頁
「企業法制の将来展望―資本市場制度の改革への提言（2018年度版）―」
  神作裕之責任編集　資本市場研究会編 小　野　　　傑 第 7号  91頁
「金融システムの制度設計―停滞を乗り越える、歴史的、現代的、国際的視点か
らの考察―」  福田慎一編 大　野　早　苗 第 7号  93頁
「日本経済の心臓　証券市場誕生！」  日本取引所グループ著　鹿島茂監修 河　田　　　剛 第 8号  91頁
「日本の労働市場―経済学者の視点―」  川口大司編 佐々木　隆　文 第 8号  93頁
「コーポレート・ガバナンス「本当にそうなのか？」―大量データからみる真実―」
  円谷昭一編著 大　崎　貞　和 第 8号  95頁
「ベーシックインカムへの道―正義・自由・安全の社会インフラを実現させるには―」
  ガイ・スタンディング著　池村千秋訳 野　村　亜紀子 第 9号  66頁
〔１〕「監査の品質―日本の現状と新たな規制―」  町田祥弘著
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〔２〕「監査品質の指標（AQI）」  町田祥弘編著 木　村　史　彦 第 9号  68頁
「金融政策の全論点―日銀審議委員５年間の記録―」  木内登英著 沼　波　　　正 第 9号  71頁
「企業不正の研究―リスクマネジメントがなぜ機能しないのか？―」  安岡孝司著 大　崎　貞　和 第10号  85頁
「ETFハンドブック
―プロフェッショナルが理解すべき最先端投資ツールのすべて―」
  デビッド・J・アブナー著　渡邊雅史訳 坂　巻　敏　史 第10号  87頁
「会計基準の考え方―学生と語る23日―」  西川郁生著 小宮山　　　賢 第10号  89頁
「変貌する金融と証券業」  証券経営研究会編 大　崎　貞　和 第11号  91頁
「会計の再生―21世紀の投資家・経営者のための対話革命―」
  バルーク・レブ／フェン・グー著　伊藤邦雄監訳 浅　野　敬　志 第11号  93頁
「会計情報と資本市場―変容の分析と影響―」  浅野敬志著 髙　須　悠　介 第11号  95頁
「シャルマの未来予測―これから成長する国 沈む国―」
  ルチル・シャルマ著　川島睦保訳 菅　原　周　一 第12号  87頁
「金融グローバル化のリスク―市場の不安定性にどう対処すべきか―」
  荒巻健二著 大　野　早　苗 第12号  89頁
「「デフレ論」の誤謬―なぜマイルドなデフレから脱却できなかったのか―」
  神津多可思著 沼　波　　　正 第12号  91頁

＊＊新　刊　紹　介＊＊
新　刊　紹　介 第 1号101頁
新　刊　紹　介 第 2号  92頁
新　刊　紹　介 第 3号101頁
新　刊　紹　介 第 4号  68頁
新　刊　紹　介 第 5号  83頁
新　刊　紹　介 第 6号  76頁
新　刊　紹　介 第 7号  95頁
新　刊　紹　介 第 8号  97頁
新　刊　紹　介 第 9号  73頁
新　刊　紹　介 第10号  91頁
新　刊　紹　介 第11号  97頁
新　刊　紹　介 第12号  93頁

＊＊2017年度証券アナリストジャーナル賞＊＊
2017年度証券アナリストジャーナル賞 第 6号  77頁

＊＊協 会 だ よ り＊＊
お知らせ
2018年主要行事予定 第 1号102頁
第77回運営委員会を開催しました 第 4号  69頁
第498回理事会を開催しました 第 4号  69頁
2018年度証券アナリスト（CMA）第１次レベル講座を職場やお知り合いの方にお勧めください 第 5号  84頁
土曜スクーリング（「証券分析のための数学入門講座」、「ポートフォリオ理論初級講座」、「デリバテ
ィブ初級講座」）の申し込みを受付けています 第 6号  83頁
第499回理事会を開催しました 第 7号  96頁
第46回定時総会を開催しました 第 7号  96頁
代議員の改選を行います 第 8号  98頁
新代議員の決定について 第10号  96頁
会員の資格喪失についての公示 第10号  96頁
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第500回理事会を開催しました 第12号  94頁
2019年３月のCIIA（国際公認投資アナリスト）試験の申し込みを受け付けています 第12号  94頁
土曜スクーリング（「ポートフォリオ理論初級講座」、「デリバティブ初級講座」）の申し込みを
受け付けています 第12号  95頁

委員会・研究会活動状況
ディスクロージャー優良企業選定要領を決定しました 第 3号102頁
2018年度のディスクロージャー優良企業等を決定しました（ディスクロージャー研究会） 第11号  98頁

トピックス
ACIIA（国際公認投資アナリスト協会）理事会がハノイで開催されました 第 1号102頁
SSC/SRTC-ACIIA共催セミナー「ベトナムにおける任意加入年金スキーム：機会と挑戦―日本と
欧州の経験から学ぶ」が開催されました 第 1号102頁
「フェア・ディスクロージャー・ルールガイドライン案」について意見書を提出しました 第 1号104頁
「オーバーレイ戦略に関するGIPSガイダンス・ステートメント」公開草案について意見書を提出
しました 第 1号104頁
「地区交流会」の活動状況について 第 1号104頁
講演要旨を協会ウェブサイトに掲載しました 第 1号105頁
PB関連セミナーの動画、講演要旨を協会ウェブサイトに掲載しました 第 1号106頁
「広島シンポジウム」を開催しました 第 2号  93頁
「名古屋シンポジウム」を開催しました 第 2号  93頁
講演要旨を協会ウェブサイトに掲載しました 第 2号  94頁
PB関連セミナーの動画、講演要旨を協会ウェブサイトに掲載しました 第 2号  94頁
第24回SAAJセミナーを開催（１月24日） 第 3号104頁
プライベートバンカー（PB）資格試験結果（2017年12月まで）について 第 3号104頁
「大阪シンポジウム」を開催しました 第 3号105頁
講演要旨を協会ウェブサイトに掲載しました 第 3号105頁
CIIA（国際公認投資アナリスト）2018年３月試験を実施しました 第 4号  69頁
シニア・プライベートバンカー（PB）筆記試験（2017年秋）の結果について 第 4号  69頁
女性向けCMAイベント「証券アナリスト（CMA）資格で輝け！私のキャリア～キャリアの掛け算で
自分の可能性を広げよう～」を開催しました 第 4号  70頁
シニアPBサロン（大阪）を開催しました 第 4号  70頁
「地区交流会」活動状況について 第 4号  71頁
講演要旨を協会ウェブサイトに掲載しました 第 4号  71頁
PB関連セミナーの動画、講演要旨を協会ウェブサイトに掲載しました 第 4号  72頁
丸の内キャリア塾スペシャルセミナー「私のキャリアは私が創る！証券アナリスト資格（CMA）で
拡がる可能性」を開催しました 第 5号  84頁
ミニドラマ「ザ・プライベートバンカー」を制作しました 第 5号  85頁
「地区交流会」活動状況について 第 5号  85頁
講演要旨を協会ウェブサイトに掲載しました 第 5号  85頁
動画を協会ウェブサイトに掲載しました 第 5号  86頁
PB関連セミナーの動画、講演要旨を協会ウェブサイトに掲載しました 第 5号  87頁
2018年証券アナリスト第１次レベル春試験を実施しました 第 6号  83頁
プライベートバンカー（PB）資格試験結果（2018年３月まで）について 第 6号  84頁
第９回SAAJ国際セミナーを開催しました 第 6号  85頁
PB資格を活用いただいている職場紹介動画を制作しました 第 6号  86頁
「地区交流会」活動状況について 第 6号  86頁
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講演要旨を協会ウェブサイトに掲載しました 第 6号  86頁
PB関連セミナーの動画、講演要旨を協会ウェブサイトに掲載しました 第 6号  87頁
2018年証券アナリスト（CMA）第２次レベル試験を実施しました 第 7号  97頁
2018年３月のCIIA（国際公認投資アナリスト）試験結果を公表しました 第 7号  97頁
福岡市にて九州地区交流会創設10周年記念講演を開催しました 第 7号  97頁
事業承継シンポジウムを開催しました。動画で視聴頂けます 第 7号  98頁
金融庁・企業会計審議会監査部会「監査基準の改訂について（公開草案）」について意見書を提出し
ました 第 7号  98頁
講演要旨を協会ウェブサイトに掲載しました 第 7号  98頁
動画を協会ウェブサイトに掲載しました 第 7号  99頁
PB関連セミナーの動画、講演要旨を協会ウェブサイトに掲載しました 第 7号100頁
第18回夏期SAAJセミナーを開催（６月27日） 第 8号  99頁
ベトナムの財務省会計・監査監督局長以下15名が当協会に来訪 第 8号  99頁
ACIIA（国際公認投資アナリスト協会）理事会・年次総会がルツェルンで開催されました 第 8号  99頁
「地区交流会」活動状況について 第 8号100頁
講演要旨を協会ウェブサイトに掲載しました 第 8号100頁
2018年証券アナリスト（CMA）第２次レベル試験の結果を公表しました 第 9号  74頁
プライベートバンカー（PB）資格試験結果（2018年６月まで）について 第 9号  74頁
大阪株式懇談会との共催で講演会を開催しました 第９号  75頁
講演要旨を協会ウェブサイトに掲載しました 第 9号  75頁
動画を協会ウェブサイトに掲載しました 第９号  76頁
PB関連セミナーの動画、講演要旨を協会ウェブサイトに掲載しました 第 9号  76頁
第19回SAAJ―日本ファイナンス学会共同セミナーを開催しました 第10号  97頁
雑誌「Ma-Do」Vol.51号に、前原専務理事のインタビューが掲載されました 第10号  97頁
シニア・プライベートバンカー（PB）筆記試験（2018年春）の結果について 第10号  97頁
第12回PBセミナー「新事業承継税制を踏まえた、企業価値経営と資産運用」を開催しました 第10号  98頁
第５回シニアPBサロンを開催しました　 第10号  98頁
「地区交流会」活動状況について　　 第10号  98頁
講演要旨を協会ウェブサイトに掲載しました 第10号  99頁
PB関連セミナーの動画、講演要旨を協会ウェブサイトに掲載しました 第10号  99頁
2018年証券アナリスト第１次レベル秋試験を実施しました 第11号  99頁
「将来のために、“大学生の今” をどう活かすか考えるキャリアセミナー」を開催しました 第11号  99頁
証券アナリスト教育支援・推進基金に対するご寄附のお礼 第11号100頁
第５回地区交流会全国会議を開催しました 第11号100頁
講演要旨を協会ウェブサイトに掲載しました 第11号101頁
動画を協会ウェブサイトに掲載しました 第11号101頁
2018年証券アナリスト第１次レベル秋試験の結果を公表しました 第12号  95頁
プライベートバンカー（PB）資格試験制度の見直しを行います 第12号  95頁
プライベートバンカー（PB）資格試験結果（2018年９月まで）について 第12号  96頁
札幌市にて札幌シンポジウムを開催しました 第12号  96頁
GIPSセミナー「グローバル投資パフォーマンス基準の2020年改訂―公開草案をふまえて―」を開催
しました 第12号  96頁
ロバート・マートン教授の特別講演会を開催しました 第12号  97頁
ビジネススキルアップセミナー「ビジネス数字に強くなる！証券アナリスト（CMA）資格を知ろう」
を開催しました 第12号  97頁
アジア証券・投資アナリスト連合会（ASIF）年次総会、2018年ASIFフォーラムがハノイで開催され
ました 第12号  97頁
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「地区交流会」活動状況について 第12号  98頁
講演要旨を協会ウェブサイトに掲載しました 第12号  98頁
PB関連セミナーの動画、講演要旨を協会ウェブサイトに掲載しました 第12号  99頁

役員・顧問・委員・会員の異動
委員の異動 第 1号106頁
会員の異動 第 1号107頁
委員の異動 第 2号  95頁
会員の異動 第 2号  95頁
委員の異動 第 3号105頁
会員の異動 第 3号106頁
委員の異動 第 4号  72頁
会員の異動 第 4号  73頁
理事の異動 第 5号  87頁
顧問の異動 第 5号  87頁
委員の異動 第 5号  87頁
会員の異動 第 5号  89頁
顧問の異動 第 6号  87頁
委員の異動 第 6号  87頁
会員の異動 第 6号  88頁
理事の異動 第 7号100頁
委員の異動 第 7号100頁
会員の異動 第 7号101頁
監事の異動 第 8号101頁
顧問の異動 第 8号101頁
委員の異動 第 8号101頁
会員の異動 第 8号102頁
顧問の異動 第 9号  77頁
委員の異動 第 9号  77頁
会員の異動 第 9号  77頁
委員の異動　 第10号100頁
会員の異動 第10号100頁
委員の異動 第11号102頁
会員の異動 第11号107頁
委員の異動 第12号  99頁
会員の異動 第12号101頁

＊＊CMA×PBダブル資格者に聞く、プライベートバンカー資格＊＊
第23回 第１号112頁
第24回 第２号100頁
第25回 第５号  94頁
第26回 第12号108頁


