
©日本証券アナリスト協会　2019� 103

協会からのご案内協会からのご案内

１　協会だより
２　当協会発行・編集出版物
３　当協会の国際連携のご紹介

１．お知らせ▲

�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」）の申込みを受け付けてい
ます

　以下のスクーリングを開催します。証券アナリスト講座の受講者のみならず、知識の再整理、再学習

をお考えのCMAの方にもお勧めします。

　CMAの方は、継続学習制度におけるクレジットが取得できます。奨励クレジットを取得された方には、

割引が適用されます。

　また、①～③の３講座、または②、③の２講座を同時にお申込みの方、首都圏（東京都、神奈川県、

千葉県、埼玉県）以外の在住者の方には、参加料の割引があります。

　詳細は協会ホームページ＞CMA資格＞スクーリングをご覧ください。

①「証券分析のための数学入門講座」 ６月８日（土）、６月15日（土）

②「ポートフォリオ理論初級講座」 ７月６日（土）、７月20日（土）

③「デリバティブ初級講座」 ７月27日（土）、８月３日（土）

２．トピックス▲ �

2019年証券アナリスト第１次春試験を実施しました
　2019年証券アナリスト第１次春試験を、４月21日（日）に国内９都市10会場と香港の計11会場で、

同20日（土）にニューヨーク、ロンドンの２会場で実施しました。

　３科目合計の延べ受験者数は8,269名と昨年春試験を上回りました。試験の結果は６月第１週に受験

協会だより1
１．お知らせ：スクーリングの申込み
２．トピックス：2019年証券アナリスト第１次春試験を実施／プライベートバンカー（PB）

資格試験結果の報告／「地区交流会」の活動状況／講演要旨／ PB関連セミナーの動画、
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３．顧問・会員の異動
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者に通知するとともに、協会ウェブサイトに掲載します（協会ホームページ＞CMA資格＞第１次レベ

ル講座＞受験データ）。

試験科目 証券分析とポートフ
ォリオ・マネジメント 財務分析 経済 ３科目合計

（延べ人数）

受験者数（人） 2,233 3,099 2,937 8,269

昨年春 2,173 2,829 2,696 7,698

　なお、2019年第１次秋試験は、９月29日（日）に国内９都市と香港で、９月28日（土）にニューヨ

ーク、ロンドンで行われます。

▲

�プライベートバンカー（PB）資格試験結果（2019年３月まで）につ
いて

　当協会では、プライベートバンカー（PB）資格試験に関し、PB資格試験委員会（委員長：新井富雄

東京大学　名誉教授）の審議を経て、合格者を決定しています。2019年３月までの合否結果の概要は次

の通りとなっています。

　（1）�　2014年１月より開始したプライベートバンキング・コーディネーター（PBコーディネーター�

＜初級レベル＞）では、コンピュータ試験に合格したPBコーディネーター資格認定者は累計で

833名となりました。

　（2）�　2013年６月より実施しているプライマリー・プライベートバンカー（プライマリー PB＜中級

レベル＞）のコンピュータ試験では、３単位全てに合格したプライマリー PB資格認定者は、累計

で1,820名となりました。

　（3）�　シニア・プライベートバンカー（シニアPB＜上級レベル＞）のコンピュータ試験では、３単位

全てに合格した筆記試験の受験資格付与者数は、累計で341名となりました。このうち、シニア

PBの筆記試験に合格したシニアPB資格認定者は、107名となっています。

　詳細は、当協会ホームページ＞プライベートバンカー（PB）資格＞新着情報をご覧ください。

▲

�「地区交流会」の活動状況について
○関西地区交流会（2019年度第１回）

・開催日、場所　：４月20日（土）　難波市民学習センター

・講演会テーマ　：�新年度のクレジット市場見通し―海外リス

クを徹底的に検証する―

・講　師　　　　：中空麻奈氏　CMA・CIIA

　　　　　　　　　（BNPパリバ証券　市場調査本部長

　　　　　　　　　�チーフクレジットアナリスト／チーフESG

アナリスト）
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・参加者　　　　：45名

　講演会終了後に意見交換会を実施しました。

○九州地区交流会（2019年度第１回）

・開催日、場所　：５月10日（金）　電気ビル共創館３階

・勉強会テーマ　：�2019年版九州経済白書「スポーツの成長　

産業化と九州経済」

・講　師　　　　：片山礼二郎氏

　　　　　　　　　（九州経済調査協会　調査研究部　部長）

・参加者　　　　：17名

　勉強会終了後に懇親会を開催しました。

▲ �

講演要旨を協会ウェブサイトに掲載しました
①「迷走するトランプ政権―連邦政府閉鎖から対日・対中政策まで」（４月５日開催）
　講師：久保文明氏（東京大学大学院　法学政治学研究科　教授）

②�「グローバル株式アウトルック―米国を中心に再び輝きを取り戻すか―」（４月12日名古屋、４月
19日大阪、４月23日東京開催）

　講師：壁谷洋和氏　CMA（大和証券　投資情報部　チーフグローバルストラテジスト）

③�「新年度のクレジット市場見通し―海外リスクを徹底的に検証する―」（４月20日大阪、４月24日
東京開催）

　講師：�中空麻奈氏　CMA・CIIA（BNPパリバ証券　市場調査本部長　チーフクレジットアナリスト

／チーフESGアナリスト）

◆�検定会員、個人賛助会員、一般会員及び法人・法人賛助会員の役職員の方は、協会ホームページ＞専

門性を高める＞セミナー・講演会・大会＞セミナー・講演会の要旨から無料で閲覧・ダウンロードで

きます。非会員の方も有料で閲覧・ダウンロードできます。

▲ �

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
　協会では、「業務と重なる」、「遠方に住んでいる」等で参加できなかった皆さまのために、PB関連セ

ミナーの動画コンテンツ、講演要旨を作成しております。検定会員の方にもご利用いただだけます。ぜひ、

ご活用ください。

＜PBスクール＞

　�海外プライベートバンクとフィランソロピー（社会貢献）研究―国内外の経営者・資産家に関心の高
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い話題を中心に―（2019年２月16日開催）
①セッション１「伝統的プライベートバンクの実態―資産運用の哲学と運用の現状―」
　篠田丈氏（株式会社アリスタゴラ・アドバイザーズ　代表取締役会長CEO）

②セッション２「日本の寄付市場とスキーム・寄付税制―事例にみる選択肢と実現方法―」
　樽本哲氏（弁護士／全国レガシーギフト協会理事）

③セッション３「日本でのフィランソロピーのHOW�TO―その定義、特長、具体的な進め方―」
　岸本幸子氏（公益財団法人パブリックリソース財団専務理事）

＜PB補完セミナー＞

④「事業承継のための事業性評価」（2019年２月22日開催）
　木村哲氏　CMA・CIIA（明治大学専門職大学院グローバルビジネス研究科長）

⑤�「国際相続とエステート・プランニング―海外にも財産を持つお客様がなすべき生前対策―」（2019
年３月15日開催）

　中田朋子氏（弁護士／ニューヨーク州弁護士　弁護士法人北星法律事務所）

◆�検定会員、個人賛助会員、一般会員及び法人・法人賛助会員の役職員の方は、協会ホームページ＞プ

ライベートバンカー資格＞セミナーとスクール＞要旨と動画申込から有料で視聴・ダウンロードでき

ます（会員、非会員で別料金）。
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３．顧問・会員の異動（敬称略）▲

�顧問の異動（４月17日）
　　　退　任　　大久保　哲　夫　　信託協会　前会長

　　　就　任　　池　谷　幹　男　　信託協会　会長

▲

�会員の異動
○新入会者（2019年４月中、五十音順、勤務先は同意のあった方のみ掲載）
　　　検 定 会 員
秋田　亨
東　和樹 三井住友DSアセットマネジメント

株式会社
麻生　茉那
渥美　博行
石川　和哉 野村證券株式会社
石坂　覚
石元　秀和
市川　太郎 トーア再保険株式会社
伊藤　信也 BNYメロン・アセット・マネジメ

ント・ジャパン株式会社
伊藤　央峻 株式会社QUICK
今井　佑
岩熊　淳太 アセットマネジメントOne 株式会社
岩田　悠亮 SMBC日興証券株式会社
岩間　宏
上田　理絵
上野　文護 ウエリントン・マネージメント・ジャパ

ン・ピーティーイー・リミテッド
牛山　佳紀 株式会社三菱UFJ 銀行
大江　良雄 株式会社三井住友銀行
大川　哲 旭化成株式会社
大崎　竜史 愛知県信用農業協同組合連合会
大槻　昇司 株式会社商工組合中央金庫
大沼　聡仁
大平　朋 全国共済農業協同組合連合会
岡田　晃典 トーア再保険株式会社
岡本　和尊 SMBC日興証券株式会社
小河原　寛之 株式会社京葉銀行
小原　遼太 株式会社三菱UFJ 銀行
御田　智紀 日本生命保険相互会社
鹿島　穣
加藤　暁史
金子　祥恵 大同生命保険株式会社
鎌田　晃輔 株式会社ゆうちょ銀行
川上　潤也 野村證券株式会社
川口　佐紀子
川島　勇一 損害保険ジャパン日本興亜株式会社
川端　祐紀 第一生命保険株式会社
川人　慶大
菊池　しのぶ 三菱UFJ モルガン・スタンレー証

券株式会社

喜多村　早織
北村　僚哉 三菱UFJ 信託銀行株式会社
木下　学司
木村　友哉 野村アセットマネジメント株式会社
霧生　拓也 株式会社三菱UFJ トラスト投資工

学研究所
久保　美香
桑原　慎輔 日本生命保険相互会社
桑山　妙子
古賀　匡高 第一生命保険株式会社
小西　勝也
近藤　英大
近藤　洋志
後藤　幸博
蔡　承賢 ダイキン工業株式会社
佐伯　尚也 株式会社愛媛銀行
齋藤　将大 株式会社RESONATE
齋藤　真人 株式会社静岡銀行
坂倉　奨 野村證券株式会社
坂口　豪 アセットマネジメントOne 株式会社
佐藤　基樹
佐野　雅弘 東京センチュリー株式会社
澤田　樹
塩月　健
重田　直希 全国共済農業協同組合連合会
篠原　達矢 三菱UFJ 信託銀行株式会社
柴田　翔吾 有限責任監査法人トーマツ
嶋田　浩 芙蓉総合リース株式会社
志水　優剛 ロスチャイルド・アンド・コー・ジ

ャパン株式会社
下平　京右
城川　寛明 アセットマネジメントOne 株式会社
須賀田　進成 アセットマネジメントOne 株式会社
杉田　駿 株式会社広島銀行
杉本　光彦 農林中央金庫
杉本　理華 HCアセットマネジメント株式会社
菅野　裕紀 三菱UFJ モルガン・スタンレー証

券株式会社
鈴木　有希
砂子　優士 日本証券金融株式会社
関口　大樹
添島　健史
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　　　個人賛助会員

○退会・会員資格喪失（2019年４月中、五十音順、同姓同名の場合は会員番号も記載）
１．定款第12条第１項第１号による退会・会員資格喪失
＜会費完納者＞
検定会員 青木　義宏 越智　広昭 坂本　和義 田和　大人

浅見　一博 片山　亮 阪本　安生 土田　勇
安孫子　勝広 河口　晶彦 佐久間　薫 土田　直司
有吉　淳二 川島　鉄平 嶋津　正芳 土屋　麻里奈
安藤　美孝 木越　俊子 白旗　康宏 手島　敬
池森　俊文 楠本　好男 杉本　隆吏 中島　誠一
石川　雄基 桑野　悠平 鈴木　一史 中村　隆　19529
石田　真 小池　鉄夫 関　大輔　28612 長沢　徹
石原　裕之 高坂　茂樹 妹尾　拓弥 西村　卓朗
伊藤　壮 小島　隆 高木　潔 野田　治男
井上　裕介 小平　正明 高橋　元 野村　泰穂
内山　幹雄　2575 才上　晃司 高山　頼剛 野本　渉
遠藤　義己 齋上　裕弥 田中　龍博 半田　康
大内山　淳 坂田　巌 田中　実 馬場　実
奥野　憲司 坂根　雄一 田上　陽之 日向　雅之
小倉　正孝 坂本　秋生 玉井　聡 平尾　尚巳

高橋　雄三 サステイナブル・パートナー株式会社

高次　悠太 株式会社ゆうちょ銀行
高橋　耕一郎 朝日生命保険相互会社
瀧澤　秀明 野村證券株式会社
武田　恵
蛸井　宏明 株式会社三菱UFJ トラスト投資工

学研究所
田中　聡至 三菱UFJ 信託銀行株式会社
田中　悟
田邊　真一 株式会社三菱UFJ 銀行
辻　智康 国家公務員共済組合連合会
辻村　瞭太
綱本　愛子
角田　裕明 株式会社三菱UFJ 銀行
殿本　隼仁 株式会社みずほ銀行
富岡　翼 リライル会計事務所
土井　拓人
中田　和司 株式会社広島銀行
長野　裕太朗 PwCコンサルティング合同会社
永山　恒彦 株式会社みずほ銀行
夏谷　涼介 株式会社岩手銀行
七海　誠
西垣　憲司 みずほコーポレート銀行
西山　忍 株式会社岩手銀行
新田　哲郎 岡三アセットマネジメント株式会社
二橋　史記 東京海上日動火災保険株式会社
野呂　朋央
橋本　恭明 大和証券株式会社
蓮実　洋平 大樹生命保険株式会社
長谷川　睦

朴　サンミン
福地　英明 マニュライフ生命保険株式会社
藤崎　光 みずほ証券株式会社
細淵　柾志 アクセンチュア株式会社
堀越　和真 株式会社常陽銀行
桝上　晃広 大和証券株式会社
松石　拓朗 SMBC日興証券株式会社
松竹　栄治 みずほ証券株式会社
松原　努 全国共済農業協同組合連合会
丸山　修一 株式会社日本経済新聞社
丸山　裕介
三廉　康平 みずほ証券株式会社
三木　成人 野村證券株式会社
溝口　忠浩 大同生命保険株式会社
宮入　祐輔 野村證券株式会社
本　昌弘 みずほ信託銀行株式会社
森　圭介
森　牧人 損害保険ジャパン日本興亜株式会社
安田　秀太郎 東海東京証券株式会社
山上　航平 北海道電力株式会社
山口　哲太 三菱UFJ モルガン・スタンレー証

券株式会社
山田　来夢 野村證券株式会社
山本　佳孝
湯浅　啓史 SMBC日興証券株式会社
吉田　大作 信金中央金庫
吉林　拓馬 東海東京証券株式会社
渡邉　中穂美
渡辺　泰裕 オリックス銀行株式会社
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福山　武雄 前田　弘之 皆川　幸嗣 山下　裕士
二見　英徳 松岡　勝 室脇　慶彦 山田　光重
星崎　久 松林　孝明 森　弘樹 横田　素行
細川　健 松本　淳平 森田　顕正 吉田　晃
堀内　達夫 光岡　茂彦 安田　修 米田　稔
堀川　武晴 光野　浩二 安田　喜全 米丸　友二
本多　正典 三寺　純一郎 山口　智之 渡辺　剛志

一般会員 杉原　弘恭 中島　敬雄 林　順一

個人賛助会員 笠原　高治

法人会員 株式会社京都銀行 大和住銀投信投資顧問株式会社

法人賛助会員 警察共済組合 ノーリツ鋼機株式会社

＜上記以外＞
検定会員 植野　昌一 蓮沼　尚 八木　雅人 安田　真基

尾鼻　雅仁

２．定款第12条第１項第３号による退会・会員資格喪失
検定会員 秋篠　克彦 田村　誠悟 長谷川　孝一

○会員状況（2019年４月30日現在）

個人会員（検定会員）（一般会員） 法人会員 賛助会員（法人賛助会員）（個人賛助会員） 合計

27,279 （27,203） （76） 210 161 （130） （31） 27,650
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協会からのご案内

個人会員の皆さまへ

マイページをぜひご活用ください！！
まだマイページを取得されていない検定会員・一般会員の方は、以下の方法で手続きしてください。

■マイページの取得方法
　協会ホームページ（https://www.saa.or.jp/）の「会員手続について」または「会員手続関連」
の「会員の各種手続き」　⇒　「マイページ取得手続き」から
■マイページ取得者限定のメリット（24時間利用可能）
⑴証券アナリストジャーナル論文ダウンロード（無料）
⑵講演会・セミナー等の要旨ダウンロード（無料）
⑶講演会・セミナー等の動画配信閲覧（会員割引価格）
⑷IRミーティング、講演会・セミナーの簡易申込が可能（連絡先等が入力不要）
⑸年会費のクレジットカード支払や入金確認メールの受信、入金状況の確認が可能
⑹インターネット上でご自身の登録状況が確認でき、住所変更や同意情報の変更が可能
⑺継続学習のクレジット登録が可能

＜照会先＞　会員担当　E-mail:member@saa.or.jp　TEL：03-3666-1411


