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Our success or failure is determined by the people we
habitually associate with.
-Based on a study by Dr. David McClelland of Harvard University日本CFA協会のニュースレター2022年4月号です。

This is the April 2022 issue of the CFA Society Japan Newsletter.
*One article is available in English.

[Index 目次]
Featured articles
CFA協会リサーチチャレンジ2021 国内決勝大会優勝校、アジア大会進出をめざして健
闘するもあと一歩～神戸大学チーム・立命館アジア太平洋大学Bチーム～
「CFA Institute Certificate in ESG Investing」のご紹介
「人的資本・自然資本について」5回連続講座（ウェビナー）を開催
Introducing CFA Society Japan's Book Club
ボランティア募集と活動紹介イベント
ジャパン・インベストメント・カンファレンス2022（JIC2022） － 10月開催

Updates
各コミッティの活動報告
CFA協会ブログ（日本語訳）をお楽しみください。
日本CFA協会・翻訳グループでは、CFA協会が発行する刊行物、ブログ等の翻訳をしており、翻訳ボラ
ンティアを募集しています。少しでもご興味・ご関心があれば、協会事務局（info@cfaj.org）までお気軽
にお問い合わせください。ブログの翻訳はこちらのリンクをご参照ください。
日本CFA協会では、エグゼクティブ、政府関係者、その他著名なプロフェッショナルとの交流の機会をボ
ランティアとして提供します。
様々なボランティア活動の機会をお選びいただけます。info@cfaj.org までご連絡ください。
あなたのご興味にかなう委員会や分科会をいくつかご紹介します。
CFA Society Japan would like to offer volunteers opportunities to connect with C-suit
executives, government authorities, and other distinguished and highly regarded professionals.
You can choose from different volunteering opportunities. Please email info@cfaj.org, so we can
listen to your interests and recommend a few committee or subcommittee choices which suit
you.

Professional Learning Webinars
Visit event calendar to receive the latest online professional learning
content and virtual events.
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CFA試験対策ウェビナーTAC CFA試験対策ウェビナー（レ 【CFA JAPAN BOOK CLUB
体 験 講 義 （ レ ベ ル 3 、 ベルⅢ対象、エッセイ対策） #24】
Portfolio Management for
▼ Event details
Institutional Investors）
日時：2022年4月22日(金） •Discussion Material:
Blowing the whistle on
19:00-20:30
Danske Bank(w/ Howard
日時：2022年4月21日(木） 詳細
Wilkinson, Peter A. Allard
19:00-20:00
award winner)
詳細
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•Date: 25th April (Monday)
7:00PM-9:00PM (Tokyo
Time)
• Venue: Online (Zoom)
• Language: English
Detail

【日本CFA協会ウェビナー】 【日本CFA協会ウェビナー】
「人的資本・自然資本につい 「人的資本・自然資本につい
て」5回連続講座第2回
て」5回連続講座第3回
「人的資本に関する企業の取 「人権デュー・ディリジェン
り組みと開示事例紹介」～戦 スの実践」
略から導き出される人的資本
日時：2022年5月19日(木）
の可視化を中心に
18:30-20:00
日時：2022年4月26日(火）
講師（順不同）：
18:30-20:00
渡邉 純子氏 （西村あさひ
講師（順不同）：
法律事務所 弁護士 / 国際労
中川 有紀子氏 （立教大学 働機関（ILO）コンサルタン
大学院 ビジネスデザイン研 ト）
究科前特任教授）
宮田 千夏子氏 （ANAホール
土井 哲氏 （株式会社イン ディングス株式会社 上席執
ヴィニオ 代表取締役/日本
CHRO協会主任研究委員）

行役員 グループCSO）
詳細

詳細
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