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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▲ �

証券アナリスト第１次レベル講座（CMA講座）が学習しやすくなり
ました

　６月から開講される2021年度証券アナリスト第１次レベル講座（CMA講座）は、受講者の学習の

しやすさを高める観点から、教育プログラムを見直し、科目構成と学習コンテンツ体系を再編しまし

た。また、CMA資格の取得に求められる知識・スキルを、約870個の「学習ポイント」としてまとめ、

図解・数値例や例題、章末問題も充実させた講座テキストを提供します。

　講座内容の詳細は、５月中旬以降に協会ウェブサイト（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）からご覧いただけます。

　学習しやすくなった証券アナリスト講座（CMA講座）の受講を、是非、職場やお知り合いの方に

お勧めください。

２．トピックス▲ �

第12回SAAJ国際セミナー（オンライン開催）の動画を協会ウェブサ
イトに掲載しました

「サステナブル社会における資産運用業のあり方」（３月26日配信）
・�インタビュー「日本の資産運用業界への期待」
　池田賢志氏（金融庁　チーフ・サステナブルファイナンス・オフィサー）

　〈インタビューアー〉デバリエいづみ氏（BofA証券　マネージング・ディレクター、主席エコノミスト）

・�メ ッ セ ー ジ　Mr.�Cyrus�Taraporevala（President�and�Chief�Executive�Officer,�State�Street�

Global�Advisors）

協会だより1
１．お知らせ：証券アナリスト第1次レベル講座（CMA講座）が学習しやすくなりました
２．トピックス：第12回SAAJ国際セミナーの動画／「女性トップアナリスト座談会」アーカ

イブ配信を開始／講演会の動画／講演要旨
３．委員・会員の異動
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・�メッセージ　Mr.�Gerhard�Wiesheu（Personally�Liable�Partner,�B.�Metzler�seel.�Sohn�&�Co.�

KGaA）

・メッセージ　Mr.�Peter�Harrison（Group�Chief�Executive,�Schroders）

・インタビュー「サステナブル社会における資産運用業のあり方」
　猿田隆氏　CMA（三井住友DSアセットマネジメント　代表取締役社長 兼 CEO）

　〈インタビューアー〉前原康宏　CMA（日本証券アナリスト協会　専務理事）

・パネルディスカッション「ニューノーマルな社会への資産運用会社の対応」
　〈パネリスト〉　髙村孝氏（ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ　代表取締役社長）、

　�西岡明彦氏　CMA、CIIA（りそなアセットマネジメント　代表取締役社長）、萩野琢英氏　CMA（ピ

クテ投信投資顧問　代表取締役社長）

　〈問題提起〉横手実氏（野村総合研究所　常務執行役員）

　〈モデレーター〉阪口和子氏（アライアンス・バーンスタイン　代表取締役社長）

◆�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および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。

▲

「女性トップアナリスト座談会」アーカイブ配信を開始しました
　２月24日（水）にオンライン開催した、女性トップアナリスト座談会『これからどうなる？ニュー

ノーマル時代のビジネススキルとは』のアーカイブ配信を開始しました。普段は投資家や企業と真剣

議論のアナリスト達が、今後の社会、彼女達の日常やキャリアの変遷に至るまで、とことん本音で語

ってくれました。視聴者の方からは、「元気をもらえた」「背中を押された」という声を多数いただい

ています。ぜひご覧ください。

▲

講演会の動画を協会ウェブサイトに掲載しました
①�「MMTは「トンデモ」なのかそれとも「救世主」なのか？～現代貨幣理論による令和新経済論～」
（３月23日収録）

　�講師：�藤井聡氏（京都大学大学院工学研究科（都市社会工学）教授、京都大学レジリエンス実践ユ
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ニット長）

②「マクロ経済予測を証券投資に活かす」（４月６日収録）
　講師：長井滋人氏（オックスフォード・エコノミクス　在日代表）

③「カンボジア中銀デジタル通貨バコンの可能性と展望」（４月９日収録）
　講師：宮沢和正氏（ソラミツ　代表取締役社長）

④�「グローバル株式アウトルック―「アフターコロナ」を見据え、高値圏で推移する株式相場に死角
はあるか―」（４月15日収録）
　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）

◆�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および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「バイデンのアメリカと日本・中国」（３月15日収録）
　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�「MMTは「トンデモ」なのかそれとも「救世主」なのか？～現代貨幣理論による令和新経済論～」
（３月23日収録）

　�講師：�藤井聡氏（京都大学大学院工学研究科（都市社会工学）教授、京都大学レジリエンス実践ユ

ニット長）

③「内外の経済情勢と展望」（３月24日収録）
　講師：武田洋子氏　CMA（三菱総合研究所　シンクタンク部門副部門長 兼 政策・経済センター長）

④「世界経済の展開」（３月29日収録）
　講師：福本智之氏　CMA（日本銀行　前国際局長）

⑤「マクロ経済予測を証券投資に活かす」（４月６日収録）
　講師：長井滋人氏（オックスフォード・エコノミクス　在日代表）

⑥「カンボジア中銀デジタル通貨バコンの可能性と展望」（４月９日収録）
　講師：宮沢和正氏（ソラミツ　代表取締役社長）

⑦�「グローバル株式アウトルック―「アフターコロナ」を見据え、高値圏で推移する株式相場に死角
はあるか―」（４月15日収録）
　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）

◆�検定会員、個人賛助会員、一般会員および法人・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
○規律委員会（４月13日）
　　退　任　　白　川　　　至　CMA　　みずほ証券

　　就　任　　金　森　裕　三　　　　　みずほ証券

○PB教育委員会
　　退　任　　枡　田　至　弘　　　　　りそな銀行（３月31日）

　　就　任　　持　丸　秀　樹　　　　　りそな銀行（４月１日）

○セミナー企画委員会
　　退　任　　古　賀　克　視　　　　　三菱UFJ信託銀行（３月31日）

　　就　任　　野　村　賢　一　CMA　　三菱UFJ信託銀行（４月１日）

　　退　任　　岡　村　正　仁　CMA　　明治安田生命保険（３月31日）

　　就　任　　小　林　正　紀　CMA　　明治安田生命保険（４月１日）

○ディスクロージャー研究会（４月12日）
・専門部会

　（電気･精密機器）

　　退　任　　嶋　田　幸　彦　　　　　元三井住友DSアセットマネジメント　CMA

　　就　任　　綾　田　純　也　　　　　JPモルガン証券

　（商社）　

　　退　任　　楠　木　秀　憲　　　　　みずほ証券

　（新興市場銘柄）　

　　就　任　　大　寺　貴　仁　　　　　野村證券

▲

会員の異動
○新入会者（2021年３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

岡田　遼 大和証券株式会社
齋藤　晃平 SMBC日興証券株式会社
中村　裕俊 極東証券株式会社

野々村　寛子
福田　裕 みずほ証券株式会社
山中　裕史
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○退会・会員資格喪失（2021年３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 青柳　憲俊 神田　達也 棚野　雅祥 冨士原　寿治

赤松　友子 菊本　淳 田辺　昌孝 本郷　智子
秋澤　佑佳 岸田　英明 谷川　浩二 前田　飛鳥
秋元　清次 北川　大樹 谷田　権 巻島　良明
浅野　裕貴 北村　謙次 田村　賢吾 益田　一男
荒尾　光一 木下　靖彦 田村　嘉章 松浦　竜也
荒川　浩詞 木村　中 塚本　啓 松木　輝和
荒木　康之 木村　源基 津田　真人 松田　逸洋
有田　賢太郎 熊谷　尚之 土屋　美里 松田　卓人
飯田　一正 暮地　三洋 常見　良一 松永　大次郎
池上　浩司 黒木　郁万 角田　文彦 真船　実
石井　明彦 黒田　武典 戸城　正浩 三浦　浩幸
石井　博 黒田　久範 砺波　元 三上　礼仁瑠　大作
石井　吉文 黒津　尚太郎 東丸　英二 南中　敦美
石川　均治 小池　信太郎 冨田　潤 峯尾　浩之
泉　竜也 小泉　泰郎 豊田　聖明 三原　光博
伊東　洋一 高祖　進治 鳥居　康平 三宅　美行
井上　幸彦 高鷹　悟 鳥居　剛 深山　浩永
今井　佑 古賀　貴典 中尾　聡 宮本　武志
井本　隆幸 小沼　直輝 中沢　浩志 三好　斉
岩井　修 小林　一弥 中原　直治 村田　雅彦
岩切　勝 小林　大祐 中道　瑞恵 持木　政男
岩崎　徹 小山　浩史 中村　秀至 望月　英一
岩崎　真之 近藤　昭宏 中村　幸徳 本　宣子
植田　悠太郎 近藤　英大 中山　和巳 本　睦生
歌谷　和哉 齋藤　謙一 長塚　恵一郎 本村　秀千哉
内野　啓太 坂井　成俊 永渕　大輔 森　一幸
宇都宮　敬 坂本　享平 永渕　裕二 森田　直人
梅原　英一 佐賀　裕之 行木　司 守谷　一成
浦上　槙一郎 櫻田　知央 奈良　悟 盛谷　政義
榎並　晃生 佐藤　睦夫 新居　悠輝 門田　昌城
榎峠　弘樹 佐藤　盛敏 新津　裕康 八木沢　輝久
江畑　真一 塩月　健 新見　朋広 八ツ井　慶子
江本　陽一 品川　雅史 西垣　憲司 山岡　剛
遠藤　孝史 島田　貴盛 西田　博昭 山岸　寛昭
及川　英明 島田　宗明 西野　卓 山口　篤
大家　剛 清水　万理子 根岸　裕幸 山崎　陽平
大石　康太 庄司　将晃 根岸　由郎 山下　司
大駅　聡 白石　洋一 野本　俊輔 山中　美紀子
大谷　知己 新川　茂 野本　高志 山村　光一
大貫　陽一郎 菅　英雄 羽江　真也 山本　晋広
岡田　充貴 杉原　恭介 畠山　博文 雪上　俊明
岡本　竜太郎 杉本　健太 蜂谷　勝之 豊　稔治
小笠原　宏隆 鈴木　圭吾 花澤　礼志 湯野　拓雄
小川　功時 鈴木　秀典 濱名　慶 横田　竜男
小澤　康生 春原　祐介 早川　清貴 吉田　篤弘
尾嶋　浩史 清野　晋 林　光史 吉田　剣悟
落合　均 高木　昭彦 林田　光弘 吉田　豊孝
小野　泰成 高園　洋光 原崎　晋吾 吉田　直彦
貝賀　貴光 高橋　秀和 原田　裕介 四方田　陽一
掛田　守毅 高橋　浩人 榛沢　知司 柳　聖基
筧　公作 高橋　良通 馬場　良知 六所　有希
傘木　良則 高林　慎治 樋口　剛 脇木　雅也
糟谷　英治 滝口　直規 平田　晴久 渡辺　健一
加藤　二朗 竹井　泉水 平見　隆 渡辺　哲也
加藤　泰浩 竹内　裕士 広井　康男 和田　健志
鏑木　崇拡 竹下　俊一郎 福岡　誠一 和田　勝
上村　麻里 田沢　和之 福田　達弥 和田　真渚美
川勝　健史 田代　吉登 福田　英隆
河田　紘史 田中　孝則 藤岡　通浩
川村　雅彦 田中　紀之 藤川　卓哉
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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

法人会員 アイペット損害保険株式会社 日新火災海上保険株式会社
株式会社紀陽銀行 三木証券株式会社
株式会社大和総研ビジネス・イノベーション

＜上記以外＞
検定会員 池村　英次 久保　美香 鈴木　貴士 西中　孝幸

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 久慈　泰山 本郷　純平

○会員状況（2021年３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

27,053 （26,981） （72） 201 157 （127） （30） 27,411


