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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▲

�「60周年ロゴマーク」を制作しました
　当協会は今年10月15日に設立60周年の節目を迎えます。

　設立60周年記念として１年間限定使用の「60周年記念ロゴマーク」を制作し

ました。

　SAAJ ロゴを使用し、スクエアかつステッカー的なデザインで配置場所の自

由度を確保。アクセントとなる部分にはCMAのレッド、PBのブルー、CIIAのグリーンを使用してい

ます。今後は、証券アナリストジャーナル表紙や協会Webサイト、各種パンフ等で掲載して参ります。

▲
�2022年度証券アナリスト（CMA）第１次レベル講座について

　2022年度証券アナリスト（CMA）第１次レベル講座の受講申込受付を、5月23日（月）から開始

します（申込受付期限は2023年1月31日＜火＞まで）。

　本講座は、金融・投資のプロフェッショナルを取り巻く環境や役割の変化、職業倫理を一層重視す

る傾向などを踏まえて昨年度改訂した、新CMAプログラムに基づく第１次レベル講座の２年目とな

る講座です。

　学習する内容は、６つの学習分野（証券分析とポートフォリオ・マネジメント、財務分析、コーポ

レート・ファイナンス、市場と経済の分析、数量分析と確率・統計、職業倫理・行為基準）で、第１

次レベルと第２次レベルで共通です。

　CMA資格の取得に求められる知識やスキルを「学習ポイント」として明示し、講座テキストは図解・

数値例や例題、章末の練習問題を充実させてマイページ（インターネット）上でも閲覧できるように

しており、過去問をマイページで学習できる学習支援ツールも用意しています。

協会だより1
１．お知らせ：60周年ロゴマークの制作／ 2022年度証券アナリスト（CMA）第１次レベル

講座について
２．トピックス：第13回SAAJ国際セミナーのオンライン配信／第13回SAAJ国際セミナーの

動画／講演会の動画／講演要旨
３．委員・会員の異動
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　講座内容の詳細は、協会ウェブサイト＞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。

　本講座の受講を、ぜひお知り合いの方にお勧めください。

２．トピックス▲

�第13回SAAJ国際セミナーをオンライン配信しました
　３月25日（金）に第13回SAAJ国際セミナー「2050年ネットゼロカーボン社会に向けた資産運用業

のあり方」をオンライン配信で開催しました（申込者524名）。

　配信は、金融庁長官中島淳一氏の講演「サステナブルファイナンスと金融資本市場」に始まり、日

米欧の資産運用機関トップマネジメント３名の方からの脱炭素社会に向けた取り組みについてのメッ

セージ（ビデオ収録）をお送りしました（１．Anne Richards, DBE, CEO, Fidelity International　

２．Sandro Pierri, CEO, BNP Paribas Asset Management　3．田代桂子氏、大和証券グループ本

社　取締役 兼 執行役副社長）。

　続いて、当協会専務理事神津多可思の司会とパネリスト渋澤健氏（シブサワ・アンド・カンパニー

代表取締役）、河合若葉氏CMA（野村アセットマネジメント　責任投資調査部　シニアESGスペシャ

リスト）によるパネルディスカッション「2050年ネットゼロカーボン社会に向けた資産運用業のあ

り方」を配信しました。

　各セッションともこの２年以上にわたるCOVID-19による社会・経済・資産運用業界への影響と資

産運用業界が喫緊の課題である脱炭素に向けた取り組みにいかに携わっていくのか、そのあり方と発

展の方向性について大変示唆に富むお話をいただきました。なお、事前収録はロシアのウクライナ侵

攻前・直後に行われたため、収録内容にはこの影響についての言及はありません。

　セミナーの模様はオンデマンド配信でもご覧いただけます。

Anne Richards氏 Sandro Pierri氏中島 淳一氏 田代 桂子氏

河合 若葉氏渋澤 健氏
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▲

�第13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

「2050年ネットゼロカーボン社会に向けた資産運用業のあり方」（３月25日オンライン配信）

・講演「サステナブルファイナンスと金融資本市場」
　中島淳一氏（金融庁長官）

・メッセージ　Anne Richards, DBE（CEO, Fidelity International）

・メッセージ　Sandro Pierri（CEO, BNP Paribas Asset Management）

・メッセージ　田代桂子氏（大和証券グループ本社　取締役 兼 執行役副社長）

・パネルディスカッション「2050年ネットゼロカーボン社会に向けた資産運用業のあり方」
＜パネリスト＞　 渋澤健氏（シブサワ・アンド・カンパニー　代表取締役） 

河合若葉氏　CMA（野村アセットマネジメント　責任投資調査部　シニアESGスペ

シャリスト）

＜コーディネーター＞神津多可思　CMA（日本証券アナリスト協会　専務理事）

◆ 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。

▲

�講演会の動画を協会ウェブサイトに掲載しました
①「世界経済の展望」（３月28日収録）

　講師：廣島鉄也氏（日本銀行　国際局長）

②�「地銀のアライアンスの現状と課題―地銀のアライアンスの背景と評価のポイント―」（３月30日

収録）

　講師：内野逸勢氏（大和総研　金融調査部　主席研究員）

③�「FED利上げの展望とリスク」（４月11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）

④�「グローバル株式アウトルック～様々な不確実性に直面するマーケットの今後の展開を占う～」（４

月15日収録）

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

～～～「監査上の主要な検討事項（KAM）」に関する講演動画のご案内～～～

　 KAM（Key Audit Matters）は、監査人が財務諸表の監査において特に重要であると判断した事項

です。当協会では、証券アナリスト、監査人、監督当局、それぞれの観点からKAMについて解説

する講演動画を、＜三部作＞として次の通り配信中です。
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⑤�監督当局編「『監査上の主要な検討事項（KAM）の特徴的な事例と記載のポイン�
ト』について」（４月12日収録）

　講師：船木博文氏（金融庁企画市場局企業開示課　企業会計専門官）

　＞＞＞ 配信中 ＞＞＞当ジャーナル2022年４月号に既出

● 証券アナリスト編「『証券アナリストに役立つ監査上の主要な検討事項（KAM）

熊谷 五郎

の好事例集』の解説―証券アナリストにとってのKAMの読み方・使い方―」（２

月22日収録）

　講師：熊谷五郎　CMA（日本証券アナリスト協会　企業会計部長）

● 監査人編「監査の透明化～2021年３月期の『監査上の主要な検討事項』（KAM）
の記載状況を振り返って～」（２月24日収録）

　講師：小倉加奈子氏（日本公認会計士協会　副会長）

◆ 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。

▲

�講演要旨を協会ウェブサイトに掲載しました
①「世界経済の展望」（３月28日収録）

　講師：廣島鉄也氏（日本銀行　国際局長）

② 「地銀のアライアンスの現状と課題―地銀のアライアンスの背景と評価のポイント―」（３月30日

収録）

　講師：内野逸勢氏（大和総研　金融調査部　主席研究員）

③「FED利上げの展望とリスク」（４月11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）

④�「『監査上の主要な検討事項（KAM）の特徴的な事例と記載のポイント』について」（４月12日収録）

　講師：船木博文氏（金融庁企画市場局企業開示課　企業会計専門官）

⑤�「グローバル株式アウトルック～様々な不確実性に直面するマーケットの今後の展開を占う～」（４

月15日収録）

　講師：壁谷洋和氏　CMA（大和証券　投資情報部長　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。

船木 博文氏

小倉 加奈子氏
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３．委員・会員の異動（敬称略）

▲

�委員の異動
○セミナー企画委員会（４月１日）

退　任　　　　野　村　賢　一　　三菱UFJ信託銀行　CMA

就　任　　　　松　坂　　　章　　三菱UFJ信託銀行　CMA

○ディスクロージャー研究会
・研究会（４月８日）

退　任　　　　青　木　圭　介　　明治安田生命保険　CMA・CIIA

就　任　　　　喜　多　徳　明　　明治安田生命保険　CMA

・専門部会

（個人投資家向け情報提供）（４月４日）

退　任　　　　西　澤　　　隆　　野村證券

　〃　　　　　大　塚　俊　一　　いちよし証券

就　任　　　　東　　　英　憲　　野村證券　CMA

（食品）（４月８日）

退　任　　　　川　﨑　さつき　　UBS証券
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▲

�会員の異動
○新入会者（2022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

○退会・会員資格喪失（2022年３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 赤間　伸幸 大西　啓 斉藤　一久 高木　喜央
阿坂　光雄 岡崎　啓佑 斉藤　孝司 高橋　宏司
安達　健一 岡田　龍 齋藤　玄　　35439 高橋　勉
足立　章一郎 尾形　泰芳 斉藤　裕治 高林　一志
安達　昇吾 小川　琢磨 榊原　義弘 田頭　竜太朗
阿部　明 小川　博史 榮屋　智昭 滝澤　俊平
阿部　慎一 尾木　康治 作田　頴治 瀧山　琢治
天野　慎史 尾座本　浩 酒見　勇作 武村　快
荒井　耕一郎 甲斐　靖也 佐々木　康雄 立木　義久
荒川　潔 甲斐　貴之 笹原　慎介 橘　博文
新　眞司 甲斐　正人 定兼　徹 立石　直史
有田　勝巳 梶野　慶太 佐藤　祐一 立山　祐幸
粟津　哲也 片木　修 塩田　光男 田中　裕之　12360
飯村　由美子 加藤　覚 塩谷　康史 谷口　敬三
五十嵐　孝太 金谷　麻実 茂山　心 種市　義隆
生澤　豊 鎌倉　駿 蔀　宗一郎 千葉　章
生田　幸司 上口　聖人 篠塚　潤吾 知場　俊樹
池内　康彦 神谷　恭子 篠原　拓也 辻川　正人
池田　正貴 上山　亨 篠原　哲郎 角田　典佳
石川　英実 狩谷　晋 柴田　正視 寺岡　直輝
石原　敏幸 川久保　元 柴田　保之 寺澤　一嘉
石原　弘之 川口　好子 柴沼　啓子 天水　裕也
磯辺　正明 河本　和行 島村　秀男 登坂　真人
伊藤　浩太郎 神崎　茂雄 嶋本　貴夫 殿村　欣也
伊藤　信明 岸　和夫 清水　仁志 飛田　竜示
稲井　千太郎 木谷　陽祐 志水　誠 冨田　直樹
稲垣　俊哉 木田　裕芳 清水　雅美 冨永　保人
井上　義章 木村　新之介 志村　功太郎 豊田　雅一
今井　康太 木村　友美 志村　典子 中井　秀幸
今井　靖彦 京石　僚一郎 白石　隆三 中川　崇　　8741
伊能　早苗 草部　維也 白木　陽一郎 中川　隆吉
岩内　豊 熊井　泰明 白瀧　絵理 中澤　英幸
岩下　秀明 栗原　滋典 新林　浩司 中沢　宏行
岩鶴　小弓 黒岩　和夫 新保　博康 中島　正史
岩戸　庸平 黒川　雄二 杉浦　卓 中西　慶貴
岩東　亮 小池　健一 杉浦　秀樹 中野　剛生
岩間　宏 小池　正樹 杉本　和彦 中原　利之　26210
上田　啓展 古宇田　義規 鈴木　実 中村　智美
上原　浩平 小島　卓嗣 須田　靖 中村　成吾
内田　荘太郎 小島　俊郎 須知　正度 中村　博文
内村　昭広 小島　秀雄 強矢　高広 中村　幹夫
漆原　正美 小菅　孝 住友　秀夫 長井　健悟
越後谷　聡 小谷　万祐子 諏訪　寛 長嶋　純也
大出　将孝 小早川　幹夫 関口　一也 長野　正延
大嶋　啓昭 小林　廣 関口　靖久 那須　聡
太田　圭一 小林　浩誉 芹沢　淳一 夏目　健一
大谷　峻介 小林　靖文 千　成珍 西野　真
大谷　康郎 小宮　清孝 園山　美菜子 西山　幸
大槻　雅彦 合田　英司 高江洲　凪穂 丹羽　昇一

笹倉　達志 株式会社経営共創基盤
田中　俊樹
田辺　哲

中川　優伸 ＰＷＣあらた有限責任監査法人
吉井　一真
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橋詰　克彦 細田　成文 蓑口　裕之 安田　茂樹
秦　哲也 堀越　康佑 宮地　敏明 安富　祥勝
畠村　裕平 堀越　俊雄 宮野　讓 柳澤　隆雄
林　健一 本庄　祐貴 宮本　浩 山出　奈菜帆
林　知明　　38865 本田　祐一郎 村井　千恵 山内　千恵子
原賀　由尚 前田　史朗 村上　和聡 山口　綾子
平尾　太一 前田　実 村上　通昌 山崎　滋
平尾　隆行 牧野　忠照 村田　克裕 山本　聡　　26657
平原　幸裕 牧野田　直人 茂木　潤一 吉田　敦
平松　成祥 松井　孝 本山　太一 吉田　圭佑　24160
平本　政規 松田　良明 本吉　亮 吉田　敬宏
福原　聡明 松永　英明 籾山　幸雄 吉永　亜生
藤枝　隆 丸山　博己 盛　清隆 依田　悠
藤田　琢美 丸山　真志 森　孝 若佐　仁
藤田　政文 三浦　武人 森川　純男 和久津　彰
二上　純子 水野　和人 森下　正弥 和田　利勝
古林　繁治 水野　哲昭 守屋　茂一 割田　昭一
星野　元伸 峰崎　昭夫 安田　健司

法人会員 あいグローバル・アセット・マネジメント株式会社
共栄火災海上保険株式会社
トーア再保険株式会社
株式会社北海道銀行
UBS銀行　東京支店

法人賛助会員 学校法人　大阪電気通信大学
Oakキャピタル株式会社
東京中小企業投資育成株式会社

個人賛助会員 姜　敞熙  岡田　滋 

＜上記以外＞
検定会員 三谷　尚彦

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 伊大知　浩一 鈴木　晃

○会員状況（2022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

27,871 （27,802） （69） 195 150 （123） （27） 28,216
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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電子ブック閲覧、論文ダウンロード、多機能型検索システム利用（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


