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大学で教える株式投資論
株式投資の入門から専門実務まで
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株式指数に関連した用語

株式投資の参照指標として株式指数は重要です。しかし近年の株式指数は参照指標
以上の意味を持っています。株式指数自身のパフォーマンスを投資成果とするETFな
どの金融商品が存在感を大幅に増しているからです。当然のことながら、授業では
そうした視点で株式指数を論じることが欠かせません。

この講義の冒頭は、CAPMにおける市場ポートフォリオのおさらいと株式指数に関連
するいくつかの用語の調査です。社会人経験のない学生は金融用語をあまり知りま
せん。例によって、スマホから「金融リテラシー.COM」を通して用語集のサイトな
どにアクセスさせ、調べさせます。
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市場ポートフォリオ

› すべての投資家の最適ポートフォリオは同一の接点ポートフォリオを
含んでおり、その合計が「市場ポートフォリオ」になることから、
接点ポートフォリオは「市場ポートフォリオ」と同じ比率で各証券を
含む、すなわち「市場ポートフォリオ」そのものとなる

p.3

fr

投資家Aの
最適ポートフォリオ

投資家Bの
最適ポートフォリオ

CAPMの仮定の下では、
接点ポートフォリオは

「市場ポートフォリオ」となる



大学で教える株式投資論

市場ポートフォリオMへの投資

› 株式をどのように組み合わせても市場ポートフォリオM の「期待リ
ターン／リスク比」を上回るポートフォリオは作れない

› 「市場ポートフォリオへの投資」が最も効率的な株式投資となる
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以下の用語を簡潔に説明しなさい

› TOPIX（東証株価指数）

› 浮動株

› インデックス・ファンド

› ETF
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金融リテラシー.COM
http://kinyu-literacy.com
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株式指数の現在と発展の歴史

株式指数の講義の本題として、まず主な株式指数を紹介し、その発展の歴史を概観
するところから始めます。米国のダウ工業株30種は1890年代に生まれた指数であり、
120年経った今でもその原型が残り使われているという恐ろしい代物です。株式指数
は、もちろんこの120年のうちに進化し、新しいものが多く生み出されてきました。
それなのに、120年前の指数が新しい指数に駆逐されずに残っているのです。そうし
た不思議さに溢れているのが、株式指数の世界です。
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主な株式指数と指数ベンダー

› 国内株式
› 日経平均

› 日本経済新聞社が発表する国内主要225銘柄の平均株価指数

› TOPIX
› 東京証券取引所が発表する東証1部上場全銘柄の時価総額加重指数

› Russell/Nomuraインデックス
› Russell （現FTSE Russell）と野村證券が共同開発した日本初の浮動株調整指数

› 米国株式
› ダウ工業株30種

› S&P Dow Jones Indicesが発表する米国主要30銘柄の平均株価指数

› S&P500
› S&P Dow Jones Indicesが発表する米国主要500銘柄の時価総額加重指数

› Russell 1000、 Russell 2000、 Russell 3000
› Russell （ 現FTSE Russell）が開発した米国初の浮動株調整指数

› グローバル株式
› MSCI Kokusai

› MSCIが発表する日本を除く先進国全体の時価総額加重指数

› その他のMSCI Index、FTSE Global Equity Index Series、S&P Global
› その他のグローバル株式指数
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株式指数の用途

› 株式市場全体やセグメント別の動向を把握する指標
› 株式指数は、株式市場全体の騰落を把握するための指標として用いられる
› また、細分類された指数は、株式がその性格の違いによってどのように異な

る騰落状況にあったかを把握する指標となる

› 資産運用のベンチマーク
› 多くの株式資産運用商品には参照とされる市場指数が「ベンチマーク」とし

て設定されており、その運用商品が市場の平均的なパフォーマンスに勝って
いるか負けているかなどを把握する指標となっている

› また投資スタイル別の株式指数は、割安株運用や成長株運用などに特化した
運用機関のパフォーマンスの相対比較に有効

› ポートフォリオ・マネジメントのための分析ツール
› 細分類された指数は、株式ポートフォリオのリスク要因やパフォーマンス要

因の分析ツールとして用いることができる

› 投資の対象
› インデックス型の投資信託商品やETFなどは株式指数のパフォーマンスをな

るべく忠実に実現しようとするもので、株式指数そのものが投資商品を形成
している
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株式指数発展の歴史
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平均株価指数

時価総額
加重指数

浮動株
調整指数

グローバル
指数

スタイル
指数

スマート・
ベータ指数

例

1896年 ダウ工業株30種

1950年 日経平均株価

1957年 S&P500

1969年 東証株価指数（TOPIX）

1984年 Russell 1000、2000、3000

2005年 現TOPIX

1986年 現MSCI

1995年 FTSE Global Equity

1987年 Russell1000 Value/Growthほか

2010年 Russell Stability

2005年 RAFI Fundamental

2008年 MSCI Minimum 
Volatility
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平均株価

株式指数の具体論の最初は、もちろんダウ工業株30種に代表される「株価指数」で
す。日本では「日経平均株価」が最も知名度の高い株式指数として君臨しています。

当然のことながら、これらの指数には大きな不備があるのです。しかし、それは構
造上の問題であり、一般の人には欠点として認識させていません。そうした状況で
すが、大学教育では、この点もきっちり教える必要があると思っています。演習を
交えて、「株価指数」の構造について考えさせるのが、この項目の課題です。
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ダウ工業株30種と日経平均株価

› 主要な株式の株価の単純平均を算出し、指数としたもの
› 株式市場全体の騰落などを把握する指標として開発された

› ダウ・ジョーンズ工業株価平均（ダウ工業株30種）
› チャールズ・ダウが1880年代に開発、ダウ・ジョーンズ社が1896年に今日

の形で発表を開始（現在はS&P Dow Jones Indicesが発表）
› コンピューターのない100年以上も昔に開発された指数であるが、現在も米

国株式のパフォーマンス指標として利用されている
› 日本では「ダウ平均」、「NYダウ」とも呼ばれる
› 当初は12銘柄でスタートし、現在でも30銘柄しか網羅していないが、構成

銘柄は、鉄道と公共事業を除き、幅広い業種を網羅している

› 日経平均株価
› 東京証券取引所が、東証1部上場銘柄のうち流動性の高い225銘柄を選定し、

1950年に指数算出を開始
› 東京証券取引所が1969年に東証株価指数（現TOPIX）の公表を開始したた

め、1970年に日本経済新聞社が算出・公表を引き継いだ
› 1975年にダウ・ジョーンズ社との提携で「日経ダウ平均株価」と呼称変更

したが、1985年の提携解消で現在の名称となった
› 「東証平均株価」と呼ぶメディアもある
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平均株価算出の実際

› そもそも株価の平均は意味があるのか？
› 株価は、その企業の株式時価総額を発行済み株式総数で除した値
› 時価総額が同じ株式でも、発行済み株式総数が多いほうが株価は低くなる
› 時価総額こそが株式の相対価値を表す指標で、発行済み株式総数の大きさに

影響される株価はその代理指標に成り得ないのではないか？
› 以前は日本でも、債券と同様に、株式に「額面制度」を適用しており、50円額面

で、必要な調達資金量に見合う株式数を発行するのが通常だった
› 株式の単位が共通の「額面制度」の下では、株価の平均は、構成銘柄をどれも同じ

株数保有する投資家のポートフォリオ価額の推移を示すという意味があった
› 株式の「額面制度」が2001年に廃止された現在、株価平均は、それぞれの株式の

「見なし額面」を「50円額面」に換算した修正株価を基に計算されている

› 日経平均2万円＝構成銘柄の修正株価の単純平均値？
› 日経平均では、毎年10月初めに構成銘柄の見直しが行われるが、この際に除外される

銘柄の株価と新規に組み入れられる銘柄の株価が一致することはほとんどあり得ない
› また、株価は株式分割や株式併合などの市況変動に寄らない事情によっても変化する
› 市況に寄らないこれらの株価変化を修正して株価の連続性・継続性を維持するために、

「除数」にその調整機能を持たせて平均株価を計算するダウ式計算方法を採用
› 「除数」は当初日経平均の銘柄数である225であったが、その後の調整により、

2018年8月現在では約27と8分の1程度になっている
› したがって現在の日経平均の水準は、修正株価の単純平均の約8倍になっている
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日経平均構成銘柄のみなし額面と株価の例

p.14

2018年8月23日の終値

コード 名称 業種 みなし額面 株価 修正株価 時価総額（百万円）

4063 信越化学工業 化学 50 10,555 10,555 4,513,389

9984 ソフトバンクグループ 通信 16.6 9,854 29,681 10,845,907

2269 明治ホールディングス 食品 250 7,480 1,496 1,142,072

2801 キッコーマン 食品 50 5,490 5,490 1,064,419

4004 昭和電工 化学 500 5,140 514 769,516

1801 大成建設 建設 250 5,050 1,010 1,133,933

2502 アサヒグループホールディングス 食品 50 4,958 4,958 2,397,619

4021 日産化学工業 化学 50 4,910 4,910 736,500

3382 セブン＆アイ・ホールディングス 小売業 50 4,527 4,527 4,012,923

2282 日本ハム 食品 50 4,015 4,015 431,606

1333 マルハニチロ 水産 500 3,835 384 201,939

4061 デンカ 化学 250 3,740 748 331,199

1925 大和ハウス工業 建設 50 3,521 3,521 2,345,825

4043 トクヤマ 化学 250 3,330 666 232,881

2914 日本たばこ産業 食品 50 3,007 3,007 6,014,000

1721 コムシスホールディングス 建設 50 2,900 2,900 408,900

4183 三井化学 化学 250 2,832 566 579,173

2871 ニチレイ 食品 100 2,786 1,393 389,833

2503 キリンホールディングス 食品 50 2,567 2,567 2,346,238

2501 サッポロホールディングス 食品 250 2,345 469 184,773
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平均株価の問題点

› 日経平均株価の計算式（当期に資本異動がない場合）

› これを期間リターンで表現すると、
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日経平均株価の指数変化率は、
構成銘柄の株価変化率を

期首の株価で加重平均した値

株価の高い株（値嵩株）
の影響が大きく、
また配当収入は

考慮されていない
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平均株価指数の仕組み

› ＡとＢの2銘柄で平均株価指数が構成されているとする

① Ａの株価が800円、Ｂの株価が200円とすると、平均株価はいくらか？

② 「Ａの株価が10％値上り、Ｂの株価は変化なし」の時、平均株価は何％
値上りするか？

③ 「Ａの株価は変化なし、Ｂの株価が10％値上り」の時、平均株価は何％
値上りするか？
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① ② ③

Ａの株価 800

Ｂの株価 200

株価の合計

平均株価

平均株価の値上り率 ---
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日経平均構成銘柄のウェイト
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出所：日本経済新聞社（2018年4月2日の終値ベース）

コード 社名
ウエート

（％）
コード 社名

ウエート

（％）

9983 ファーストリテイリング 7.53 2768 双日 0.01

6954 ファナック 4.64 3103 ユニチカ 0.01

9984 ソフトバンクグループ 4.09 5202 日本板硝子 0.01

8035 東京エレクトロン 3.5 7211 三菱自動車工業 0.01

9433 ＫＤＤＩ 2.81 8308 りそなホールディングス 0.01

6971 京セラ 2.07 9412 スカパーＪＳＡＴホールディングス 0.01

6367 ダイキン工業 2.03 9501 東京電力ホールディングス 0.01

4543 テルモ 1.93 5406 神戸製鋼所 0.02

4063 信越化学工業 1.9 5413 日新製鋼 0.02

6762 ＴＤＫ 1.69 6703 沖電気工業 0.02

8028 ユニー・ファミリーマートホールディングス 1.56 7004 日立造船 0.02

4452 花王 1.4 3863 日本製紙 0.03

4503 アステラス製薬 1.38 4689 ヤフー 0.03

6098 リクルートホールディングス 1.38 5715 古河機械金属 0.03

6988 日東電工 1.38 6773 パイオニア 0.03

9735 セコム 1.36 7003 三井Ｅ＆Ｓホールディングス 0.03

7267 本田技研工業 1.26 8303 新生銀行 0.03

4911 資生堂 1.19 8411 みずほフィナンシャルグループ 0.03

4523 エーザイ 1.18 8750 第一生命ホールディングス 0.03

7203 トヨタ自動車 1.18 9502 中部電力 0.03
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時価総額加重の株式指数

時価総額加重指数は、年金基金などの機関投資家の台頭とポートフォリオ理論の浸
透に合わせて普及してきました。機関投資家がパフォーマンスを比較参照する指数
には、彼らが投資しているポートフォリオと同じような属性を備えている必要があ
り、30銘柄の平均株価では用が足りないのは明らかです。米国ではS&P500種指数、
日本ではTOPIX（当時の名称は東証株価指数）が1900年代中頃に生まれました。

授業では、これらの指数の構造について説明し、演習でそれを確かめさせます。
「平均株価指数」との違いを理解することが学生にとっての最低線です。
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S&P500とTOPIX

› 構成銘柄の時価総額で加重した株価指数
› 資本資産評価モデル（CAPM）における「市場ポートフォリオ」の代理指標
› 株式市場全体のパフォーマンスを表し、運用ベンチマークとして利用される

› S&P500指数（Standard & Poor’s 500 Stock Index）
› Standard & Poor’s（現在のS&P Dow Jones）が1957年に公表開始した指

数で、ニューヨーク証券取引所（NYSE Arca、NYSE Amex）および
NASDAQに上場している銘柄から代表的な500銘柄を選定して株式指数化
したもの

› 現在は浮動株調整されているが、開発当時は単純な時価総額加重の指数
› 配当込みの「トータル・リターン指数」が基本で、米国機関投資家向け運用

商品のベンチマークとして利用度が高い

› TOPIX
› 東京証券取引所が、東証1部上場全銘柄の時価総額の推移を表す指標として、

1969年に公表を開始した指数（現在約1,980銘柄）
› 当初は「東証株価指数」というのが正式名称で、1980年代に「TOPIX」を

愛称としたが、2005年から順次浮動株調整指数に移行する際に、従来の指
数を東証株価指数、浮動株調整指数のTOPIXに分離した

› 「TOPIX（配当込み）」指数が、機関投資家向けのベンチマークとして最
も利用度が高い
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時価総額加重指数の構造

› TOPIXの計算式（当期に資本異動がない場合）

p.20

期首の除数の

の配当込みのリターン期の証券

）と発行済み株式数の積期末の時価総額（株価の証券

期末の指数値の

tTOPIXD

TOPIXitrr

tisp

tTOPIXIDX

sp

rsp

IDX

IDXIDX
r

D

rsp

D

srp

D

sp

IDX

tTOPIX

tTOPIXti

titi

tTOPIX

i

titi

N

i

tititi

tTOPIX

tTOPIXtTOPIX

tTOPIX

tTOPIX

N

i

tititi

tTOPIX

N

i

tititi

tTOPIX

N

i

titi

tTOPIX

：　

、：　、

：　

：　

,

,,

,,

,

225

1

1,1,

1

,1,1,

1,

1,,

,

,

1

,1,1,

,

1

,,1,

,

1

,,

,

)1()1(







=

−−

=

−−

−

−

=

−−

=

−

=

=
−

=

+

=

+

==

TOPIXのリターンは、
構成銘柄のリターンを

時価総額で加重平均した値

投資家が東証1部全体を保有した場合の
トータル・リターンに匹敵する

資本異動がない場合には、
発行済み株式数に変化なし
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時価総額株価指数の仕組み

› ＡとＢの2銘柄で時価総額株価指数が構成されているとする
› 発行済株式数はＡが300株、Ｂが3800株とする

① Ａの株価が800円、Ｂの株価が200円とすると、時価総額の合計はいくら
か？

② 「Ａの株価が10％値上り、Ｂの株価は変化なし」の時、時価総額の合計は
何％値上りするか？

③ 「Ａの株価は変化なし、Ｂの株価が10％値上り」の時、時価総額の合計は
何％値上りするか？

p.21

① ② ③

Ａの株価 800

Ｂの株価 200

Ａの時価総額

Ｂの時価総額

時価総額の合計

時価総額合計の値上り率 ---
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TOPIX構成銘柄のウェイト

p.22

出所：日本取引所グループ（2018年6月29日の終値ベース）

コード 銘柄名 業種

TOPIXに占める

個別銘柄のウェイト コード 銘柄名 業種

TOPIXに占める

個別銘柄のウェイト

7203 トヨタ自 輸送用機器 3.53% 1848 富士ピー・エス 建設業 0.00%

8306 三菱ＵＦＪ 銀行業 1.76% 3679 じげん 情報・通信業 0.00%

6758 ソニー 電気機器 1.53% 3901 マークラインズ 情報・通信業 0.00%

9432 ＮＴＴ 情報・通信業 1.43% 3940 ノムラシステム 情報・通信業 0.00%

9984 ソフトバンクグループ情報・通信業 1.43% 4082 稀元素 化学 0.00%

8316 三井住友 銀行業 1.30% 4849 エン・ジャパン サービス業 0.00%

6861 キーエンス 電気機器 1.24% 5698 エンビプロＨＤ 鉄鋼 0.00%

7267 ホンダ 輸送用機器 1.18% 6194 アトラエ サービス業 0.00%

9433 ＫＤＤＩ 情報・通信業 1.06% 2139 中広 サービス業 0.00%

8411 みずほ 銀行業 1.01% 2424 ブラス サービス業 0.00%

6098 リクルートＨＤ サービス業 0.91% 3169 ミサワ 小売業 0.00%

7974 任天堂 その他製品 0.90% 3934 ベネフィットジャパン情報・通信業 0.00%

8058 三菱商事 卸売業 0.86% 4696 ワタベ サービス業 0.00%

6954 ファナック 電気機器 0.85% 7782 シンシア 精密機器 0.00%

4452 花王 化学 0.84% 8742 小林洋行 証券、商品先物取引業 0.00%

9022 ＪＲ東海 陸運業 0.83% 1352 ホウスイ 卸売業 0.00%

6594 日本電産 電気機器 0.81% 1429 日本アクア 建設業 0.00%

3382 ７＆ｉＨＤ 小売業 0.81% 2687 ＣＶＳベイ 小売業 0.00%

9437 ＮＴＴドコモ 情報・通信業 0.80% 3366 一六堂 小売業 0.00%

7751 キヤノン 電気機器 0.79% 3538 ウイルプラスＨＤ 小売業 0.00%
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p.23

浮動株調整株式指数

時価総額加重の株式指数は理論的には優れたものでしたが、資産運用の実務に用い
る中で、問題が浮かび上がってきました。「浮動株」の取り扱いの問題です。株式
として発行はしているが、実際に取引可能な株数が少なく、機関投資家のポート
フォリオに組み入れる際に不利な価格でしか売ってもらえない、買ってもらえない
という状況が深刻さを増して来たのです。

授業では、「パルコ」の株主構成を例に、浮動株の問題を提起します。貸借対照表
を合算した概念も示し、間接的な持ち合い関係も問題であることを論じます。最後
に「株式指数の浮動株調整」を解説して、株式指数の講義を終了します。
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初期の時価総額加重指数の問題点

› 政策的保有・持合いなどによる非流通株の存在

› 時価総額加重指数は、市場存在量の多い株式に大きな比率を持たせるため、
理論上、構成銘柄の取引に流動性上の問題は発生しないはず

› しかし現実の市場では、持ち合いを含む政策的保有などにより一定の非流通
株が存在し、パッシブ運用などに支障をもたらす事態が発生する

p.24
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パルコの株主構成

p.25
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Ｊ．フロント リテイリンググループ

p.26
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企業の資金調達と持合い（１）

› 上場企業同士による株式の持合い
› 「わが国は上場企業同士による株式の持合いが多い」ことは周知の事実

› 銀行の株式保有が認められていることもあるが、一般企業でも「安定株主」

を確保するために友好企業同士で株式を相互保有することが多く、支配目的

あるいはビジネス戦略上の理由から他社株を保有することもある

› 持合いと企業の時価総額
› A、Bの2つの上場企業が株式を持ち合う状況を考えてみよう

› 両社の既存の自己資本（時価総額）を100とし、今、Ａ、B両社が20の増資を行い、
それを互いに引き受けるとすると、両社のバランス・シートは、以下のようになる

› A社とB社の自己資本（時価総額）の合計は240から280に増加する

p.27

A社 B社

資産
200

負債
80

自己
資本
120

資産
200

負債
80

自己
資本
120

A社 B社

資産
220

負債
80

自己
資本
140

資産
220

負債
80

自己
資本
140

20 20

B社
株式

A社
株式
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企業の資金調達と持合い（２）

› 持ち合いと企業の時価総額（続き）
› 前頁のA社とB社のバランス・シートを合体させると、以下のようになる

› 両社の時価総額の合計は280となるが、資産のほうに40の時価総額が存在
› 両側の時価総額を相殺すると、両社の正味合計時価総額は240で増資前と同じ
› 持ち合いは2社間のみとは限らず、企業グループ内で行われることもあり、また意

図しなくても間接的に持ち合い状態が発生することもある
› 全上場企業の時価のバランス・シートを合計し、資産の部の上場株式時価総額と相

殺すると、わが国の株式市場が投資家から調達している正味の時価総額が得られる
› 正味の時価総額を反映した指数を計算するためには、各企業の発行済み株式のうち

上場企業によって保有されている株式を持合い株として控除した正味の株式数を用
いる必要がある

p.28

A社＋B社

資産
440

負債
160

A社自己資本
140

B社自己資本
140

20

A社株式
20

B社株式



大学で教える株式投資論

浮動株比率の推定例

p.29

浮動株比率の大きい銘柄 浮動株比率の小さい銘柄

順位 銘柄
浮動株
比率
（％）

順位 銘柄
浮動株
比率
（％）

1 ソニー 98.64 1 ルネサスエレクトロニクス 2.16

2 オリックス 98.19 2 リクルートホールディングス 12.02

3 ＨＯＹＡ 98.11 3 ワークマン 13.71

4 花王 96.60 4 近鉄百貨店 13.92

5 双日 96.09 5 ラオックス 15.27

6 ＳＢＩホールディングス 94.81 6 パルコ 16.40

7 アンリツ 93.85 7 三菱食品 17.02

8 ミツミ電機 93.75 8 シャクリー・グローバル・グループ 17.04

9 日立製作所 93.58 9 ライフコーポレーション 17.30

10 日本板硝子 93.47 10 ダイキョーニシカワ 19.03

11 太平洋セメント 92.92 11 帝国ホテル 19.09

12 野村ホールディングス 92.92 12 中山製鋼所 19.22

13 荏原 92.78 13 ＰＧＭホールディングス 19.26

14 ＮＥＣ 92.72 14 ニューフレアテクノロジー 19.71

15 ＴＤＫ 92.34 15 ユニバーサルエンターテインメント 19.85

Russell/Nomuraインデックスにおける浮動株比率の推定（2015年3月31日時点）
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株式指数の浮動株調整

› 浮動株：投資家にとって実質的に投資可能な株式
› 浮動株を抽出するために発行済み株式から控除すべき株式は前述の「持合い

株式」だけではない

› 個人がオーナーとして保有する株式、非上場企業による事業戦略上または支

配目的で保有する株式などは、株価が割高な水準にあっても売却される可能

性は低く、純粋に投資を目的とする投資家にとっての浮動株とはならない

› 株式指数による浮動株調整
› 発行済み株式数から持合い株数などを控除した「浮動株調整」ベースの株式

指数が初めて登場したのは1984年で、Russell 1000、 Russell 2000およ
びRussell 3000と呼ばれる米国株式指数がその先駆け

› わが国では、1995年に開発されたRussell/Nomuraインデックスが当初か
ら浮動株調整を実施しており、TOPIXが浮動株調整指数に移行したのは10
年後の2005年

› 2000年代の初めにS&P500なども浮動株調整指数に移行し、現在公表され
ている株式指数はほとんどが「浮動株調整」を採用している

p.30
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p.31

株式学習ゲームのまとめ（第14回の講義）

以上で前期の講義は終了です。第14回目の講義では、過去13回の講義の振り返りを
行いました。

そして、株式学習ゲームのまとめです。実は、この1か月前に「12銘柄の縛りをはず
すので、何でも好きな銘柄と入れ替えてよい。銘柄数も5銘柄以上、何銘柄組み入れ
てもよいので、トップ5を目指すように」と号令をかけていたのです。じっと耐えた
者、大量の銘柄を追加購入した者のほかに、「日経平均のダブル・インバース」と
いうトリッキーな銘柄に挑戦した者もいました。過去3か月の相場環境を振り返ると
ともに、そうした取り組みのいくつかを紹介し、最後に表彰を行いました。
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株式学習ゲーム チーム順位表（最終結果）
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マスキング
しています
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株式学習ゲーム ここ3か月のTOPIX動き

p.33



大学で教える株式投資論

株式学習ゲーム 12銘柄のリターン

p.34



大学で教える株式投資論

p.35

表 彰 状

Maomao 張 銘 殿

あなたは2018年度現代金融論（特論I、上級I）の
課題である「株式学習ゲーム」において

優秀な成績を修めましたので、ここに表彰します。

2018年7月10日

学習院大学経済学部
非常勤講師 小原沢則之

マスキングしています

マスキングしています

マスキング
しています

マスキングしています


