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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▲

�第508回理事会を開催しました
　11月13日（金）に第508回理事会が開催され、以下の事項について決議及び報告が行われました。

【決議事項】

　第１号議案　日本証券アナリスト協会の理念、使命、戦略

【報告事項】

　１．2020年度上期事業実績概要

　詳細は当協会ホームページ＞マイページ＞会員限定＞理事会・総会議案をご覧ください。

▲

�2021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

　2021年３月６日（土）に実施されるCIIA試験の受験申込期間は、2020年12月１日から同31日までで

す。CIIAは国際的にも活躍できる証券アナリストの育成を目的とする資格で、国際公認投資アナリスト

協会（ACIIA・スイス非営利法人）が運営しています。CIIA資格の概要とメリットは、協会ホームペー

ジ＞CMA資格＞国際公認投資アナリスト（CIIA）＞CIIA資格のメリット、をご覧ください。

　CIIA試験を日本で受験できるのは、CMAのみです。試験は年１回ですので、ぜひこの機会に資格取

得にチャレンジされることをお勧めします。

　詳細は、協会ホームページ＞CMA資格＞国際公認投資アナリスト（CIIA）＞制度を知る・申し込む、

をご覧ください。
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２．トピックス▲

�2020年証券アナリスト第１次秋試験の結果を公表しました
　本年９月に実施した証券アナリスト第１次秋試験の結果は、受験者数が３科目延べ10,772名、合格者

数が5,921名、合格率が55.0％でした。

　詳細は、協会ホームページ＞CMA資格＞証券アナリスト第１次レベル講座＞受験データ、をご覧く

ださい。

▲

�講演会動画を協会ウェブサイトに掲載しました
　配信が可能な講演会・セミナーの動画をウェブサイトに掲載します。

①第35回証券アナリスト大会「自然の脅威に立ち向かう企業とアナリストの役割」（10月９日収録）
「開会の辞、受賞者・受賞企業の紹介、閉会の辞」
　新芝宏之　CMA（日本証券アナリスト協会　会長）

　川北英隆　CMA（証券アナリストジャーナル編集委員会　委員長）

　許斐潤　CMA（ディスクロージャー研究会　座長）

　村松高明（大会実行委員長）

パネル・ディスカッション「不確実性が高まるニューノーマルでの企業変革とアナリストの役割―気
候変動や新型コロナウイルスなどのリスク対応と持続的成長の両立のために―」
　パネリスト：

　 井口譲二氏　CMA（ニッセイアセットマネジメント　チーフ・コーポレート・ガバナンス・オフィ

サー　統括部長）

　木南陽介氏（レノバ　代表取締役社長　CEO）

　 達脇恵子氏（デロイト　トーマツ　サステナビリティ　代表取締役社長、有限責任監査法人トーマ

ツ　パートナー、デロイト　サステナビリティ　日本統括責任者）

　モデレーター：

　 松島憲之氏　CMA（三菱UFJリサーチ&コンサルティング　コンサルティング業務企画部チーフア

ドバイザー）

②「コロナ危機の経済政策」（10月15日収録）
　講師：小林慶一郎氏（東京財団政策研究所　研究主幹、慶應義塾大学経済学部　客員教授）

③「経営戦略としてのダイバーシティマネジメント」（10月19日収録）
　講師：伊岐典子氏（公益財団法人21世紀職業財団　会長）

　（会員限定、期間限定４カ月間、３月５日まで掲載）

④「当面の投資環境と運用戦略」（10月21日収録）
　講師：藤戸則弘氏（三菱UFJモルガン・スタンレー証券　参与　チーフ投資ストラテジスト）

　（会員限定、期間限定４カ月間、３月５日まで掲載）

⑤「コロナを乗り越えて走り出した世界経済」（10月30日収録）
　講師：藻谷俊介氏（スフィンクス・インベストメント・リサーチ　代表取締役　エコノミスト）
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⑥「カーボンリサイクル技術の展望―CO２排出削減における役割、現状と課題―」（11月10日収録）
　講師：中垣隆雄氏（早稲田大学　理工学術院　創造理工学部　総合機械工学科　教授）

⑦「2021年為替相場見通し」（11月18日収録）
　 講師：佐々木融氏　CMA（JPモルガン・チェース銀行　東京支店　市場調査本部長　マネジングデ

ィレクター

◆�検定会員、個人賛助会員、一般会員、法人・法人賛助会員の役職員の方及びPB資格保有者は、協会ホ

ームページ＞専門性を高める＞セミナー・講演会・大会＞動画から視聴できます。

▲

�講演要旨を協会ウェブサイトに掲載しました
①第35回証券アナリスト大会「自然の脅威に立ち向かう企業とアナリストの役割」（10月９日収録）
基調講演Ⅰ「世界の構造変化と日本―コロナを越えて―」
　講師：寺島実郎氏（一般財団法人日本総合研究所　会長、多摩大学　学長）

基調講演Ⅱ「ESG経営に大きく舵を切る」
　講師：澤田道隆氏（花王株式会社　代表取締役　社長執行役員）
（本誌今月号にも掲載）

②「コロナ危機の経済政策」（10月15日収録）
　講師：小林慶一郎氏（東京財団政策研究所　研究主幹、慶應義塾大学経済学部　客員教授）

③「経営戦略としてのダイバーシティマネジメント」（10月19日収録）
　講師：伊岐典子氏（公益財団法人21世紀職業財団　会長）

　（会員限定、期間限定４カ月間、３月５日まで掲載）

④「当面の投資環境と運用戦略」（10月21日収録）
　講師：藤戸則弘氏（三菱UFJモルガン・スタンレー証券　参与　チーフ投資ストラテジスト）

⑤「コロナを乗り越えて走り出した世界経済」（10月30日収録）
　講師：藻谷俊介氏（スフィンクス・インベストメント・リサーチ　代表取締役　エコノミスト）

◆�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。
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３．委員・会員の異動（敬称略）▲

�委員の異動
○産業研究会（11月２日）
　委員の任期（２年）が10月末をもって満了となり、次の方々が改めて委員に委嘱されました（○印は

新任）。

座　長　　　　許　斐　　　潤　　野村證券　CMA

委　員　　　　佐　藤　和佳子　　三菱UFJモルガン・スタンレー証券　CMA

　同　　　　　澤　嶋　裕　希　　三井住友トラスト・アセットマネジメント　CMA

　同　　　　　高　橋　和　宏　　大和証券　CMA

　同　　　　　勅使河原　　充　　朝日ライフアセットマネジメント　CMA

　同　　　　　中　村　浩　之　　みずほ銀行　CMA

　同　　　　　西　尾　友　宏　　明治安田生命保険

　同　　 ○ 　村　上　裕　史　　三菱UFJ銀行

　同　　　　　村　松　高　明　　SMBC日興証券

　同　　　　　森　田　正　司　　岡三証券　CMA

　同　　 ○ 　渡　辺　英　克　　みずほ証券

� 以上11名

○産業研究会（11月２日）
退　任　　　　山之口　達　也、髙　柳　　　毅

○企業会計研究会（11月１日）
　委員の任期（２年）が10月末をもって満了となり、次の方々が改めて委員に委嘱されました（12名再

任）。

座　長　　　　小宮山　　　賢　　早稲田大学大学院

委　員　　　　井　口　譲　二　　ニッセイアセットマネジメント　CMA

　同　　　　　伊　藤　敏　憲　　伊藤リサーチ・アンド・アドバイザリー　CMA

　同　　　　　岩　部　俊　夫　　EY新日本有限責任監査法人　CMA

　同　　　　　大　瀧　晃　栄　　SMBC日興証券　CMA

　同　　　　　窪　田　真　之　　楽天証券　CMA

　同　　　　　熊　谷　五　郎　　みずほ証券　CMA

　同　　　　　後　藤　　　潤　　格付投資情報センター

　同　　　　　辻　野　菜　摘　　三菱UFJモルガン・スタンレー証券　CMA

　同　　　　　平　井　直　樹　　野村證券　CMA
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　同　　　　　吉　井　一　洋　　大和証券グループ本社　CMA

　同　　　　　米　山　正　樹　　東京大学大学院

� 以上12名

○ディスクロージャー研究会（10月15日）
・専門部会

　（商社）

退　任　　　　平　井　克　典　　東京海上アセットマネジメント　CMA

就　任　　　　堀　内　敏　成　　QUICK企業価値研究所　CMA
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▲

�会員の異動
○新入会者（2020年10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

荒川　智 塚原　なつみ 株式会社日本取引所グループ
板橋　博重 寺崎　広基 三井住友信託銀行株式会社
今村　宏典 永田　尚也 伊藤忠商事株式会社
岩崎　哲男 三菱UFJ国際投信株式会社 難波　耕太 アーク東短オルタナティブ株式会社
植草　正祥 野本　隆史
永樂　雄祐 株式会社大分銀行 馬場　摂
大橋　由希 久野　慶彦 朝日生命保険相互会社
尾形　泰芳 福田　勝樹
梶並　俊彦 堀江　勇介
金子　聖也 松川　大助
河賀　宏明 株式会社DZHフィナンシャルリサーチ 松本　滉平 大和証券株式会社
木村　明男 SMBC日興証券株式会社 丸山　耕司 松井証券株式会社
合原　健太 大和証券株式会社 水野　亮 株式会社テコテック
坂本　洋一 株式会社A.L.I.�Technologies 宮本　龍彦 日本コカ・コーラ株式会社
佐藤　智彦 株式会社七十七銀行 山本　篤
地引　洋 株式会社千葉銀行 横川　雄祐 マーサージャパン株式会社
千田　秀俊 Goldman�Sachs�&�Co. 渡辺　慶 農林中央金庫
田邉　大行 株式会社三菱UFJ銀行 和田　亮 住友理工株式会社
塚田　和儀 株式会社オリエンタルランド

　　　法人賛助会員

株式会社あすなろ

　　　個人賛助会員

栗林　洋介

○退会・会員資格喪失（2020年10月中、五十音順）
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 大林　浩 竹村　友宏 田中　宏典 中村　充伸

神田　敬太 田代　昌樹 中嶋　栄作 渡部　輝

法人会員 株式会社十八銀行

＜上記以外＞
検定会員 八島　清一

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 内野　浩 森本　喜也
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３．定款第12条第１項第４号による退会・会員資格喪失
検定会員 秋山　典文 亀山　律子 武田　哲史 本江　晋

浅野　信介 河崎　洋平 武田　大 本田　博之
雨宮　猛 木嶋　隆人 竹村　隆 本間　尊文
荒井　浩二 木村　茂雄 田中　成隆 丸山　敦士
有間　功 清竹　禎一郎 田中　慎二 水本　利仁
飯沼　基浩 栗本　宏記 田中　裕司 満吉　恭一
石川　智也 剱持　暁子 玉目　隆英 箕輪　悟史
伊藤　泰夫 小池　康一 筒井　博貴 宮崎　洋祐
稲村　亮 河野　訓知 陶　意非 宮下　崇
井上　知己 後藤　武志 中川　滋道 宮本　幸二
井上　渉 齋藤　保雄 中城　健太郎 村松　謙
上杉　佳代 桜井　充 中野　憲治 本橋　光一
植田　信 佐藤　元章 中村　洋徳 森　一平
上野　洋平 佐藤　義将 中村　亮太 森内　健矢
内山　順二 在津　槙二 奈良　和典 森田　哲史
蛯原　健史 重光　由利果 南部　聡 矢加部　茂
遠藤　裕輔 城谷　勝 西　晃弘 安河内　誠
大坂　文宏 鈴木　博之 野原　佳記 安永　記士
大澤　竜一 鈴木　雄介 波田　益美 山川　幸世
大城　達也 清板　大亮 濱脇　卓也 山口　俊史
太田　清久 瀬川　篤 樋口　博一 山口　良三
太田　真人 関口　真弘 弘津　俊長 山城　和人
大坪　佑輔 関根　知之 福井　祥二 山田　純矢
小沢　吉隆 高瀬　寛 福本　一政 吉田　秀俊
小野　誠樹 高塚　充 藤野　理沙 吉田　誠
梶　沙瑤子 高野　義健 藤本　誠之 若山　亮平
方波見　昭一 高野　亮 布施　弘之 脇本　博之
桂川　直也 高橋　裕 古屋　太路 渡邊　良太
門田　成史 高松　竜太 文屋　雅之 和田　慶一郎
上村　孝明 高山　弘章 保科　建人 和地　淳史

一般会員 屋代　榮

個人賛助会員 秋元　建雄

○会員状況（2020年10月31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

27,443 （27,370） （73） 206 156 （126） （30） 27,805


