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第７回 日経ＳＴＯＣＫリーグ ポートフォリオ学習レポート 

Ｄｒｅａｍｓ Ｃｏｍｅ Ｔｒｕｅ！ 

― 夢に取り組む企業を応援する ― 

 

チームＩＤ ＳＬ７００８８６ 

学校名 群馬県立高崎商業高等学校 

メンバー 

リーダー ３年 矢  畑   豊 

３年 高  橋 千 賀 

３年 小板橋  祐 貴 

指導教諭 石 川  忠 昭 

 

投資一覧表（11/20現在） 

コード   銘 柄   市場 業種 株価(11/20) 成長 期待度 投資率  投資額 

<1>  4553  東和薬品   東１ 化学   3,420  安定  小    8％    400,000 

<2>  4555  沢井製薬   東１ 化学   4,950  安定  小    8％    400,000 

<3>  2766  日本風力発電 マザ 卸売  210,000  急進  中   14％    700,000 

<4>  6326  クボタ    東１ 機械    942  安定  小    6％    300,000 

<5>  7203  トヨタ自動車 東１ 輸送   6,920  安定  大   14％    700,000 

<6>  7267  ホンダ    東１ 輸送   4,120  安定  大   14％    700,000 

<7>  7011  三菱重工業  東１ 機械    490  安定  小    6％    300,000 

<8>  1928  積水ハウス  東１ 建設   1,626  急進  中   16％    800,000 

<9>  1911  住友林業   東１ 建設   1,218  安定  小    8％    400,000 

<10>  9783  ベネッセ    東１ サービス  4,350  安定  小    6％    300,000 

 

１ はじめに 

 私たちは、３年生の授業「課題研究」（３単位）の調査・研究グループとして「日経STOCKリーグ」

に参加しました。 

 １学期は、先生から経済や株式などについて授業を受けた後に、インターネットのバーチャル取引で

株式売買をシミュレーションしました。２学期以降、「日経STOCKリーグ」に提出するレポート作成に

向けて、株式投資と企業について本格的に調査・研究を開始しました。 

 この調査・研究も 11 月中旬に終了し、具体的な投資対象企業の絞り込みと、投資額について検討を

行い、11月20日の株価を持って、上記の投資一覧表を完成しました。12月に株式をWeb上で購入した

後、このレポート作成に取り組みました。 

 

２ テーマの設定理由 

最近、暗いニュースが多く聞こえてきます。何か明るいニュースはありますか？と聞かれてもすぐに

答えられないほどです。明るい話題の少ない世の中、だからこそ、私達は、夢や希望を作り出している

企業を応援することにしました。 

では、私たちが考える夢・希望とは、どんなものでしょうか？ 私たちは、健康でありたい、より便

利に、より安全で安心できる生活の実現こそが、一歩先にある夢や希望ではないかと考えました。 
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一歩先にある夢を実現するいろいろな分野について、具体的に考えてみました。 

（１）健康のための医療に関すること 

（２）私たちの地球環境に関すること 

（３）省エネルギーに関すること 

（４）宇宙開発などの科学技術に関すること 

（５）安全に安心して生活できること 

（６）よりなりたい自分になること 

これらの分野について取り組んでいる企業を研究しました。 

 私たちが推奨する、夢や希望を持てる将来を作り出してくれる企業とは、どんな企業でしょうか？ 

 

３ 購入株式の検討 

（１）健康のための医療に関すること 

 高齢化社会が到来しようとしている今、医療費を安くすることができるジェネリック医薬品をご存知

ですか？ジェネリック医薬品（後発医薬品）とは、新薬の独占的販売期間（有効性・安全性を検証する

再審査期間及び特許期間）が終了した後に販売される医薬品です。新薬と同じ有効成分で効能・効果、

用法・用量が同一であり、新薬に比べて低価格であることが特徴です。また、テレビＣＭなどの効果に

より、ジェネリック医薬品の認知度は、70％を越えるレベルにまで上がってきています（日経ＢＰ社資

料）。また、ジェネリック医薬品の処方を望む率は 90％以上で高位安定しています（沢井製薬株式会

社資料）。医療費の高騰が社会問題となっている今、これからの高齢化社会で大きく需要が増大し、成

長が期待できる分野と考え、この分野の大手である、東和薬品、沢井製薬について検討しました。 

 

<1> 東和薬品（東証１部：4553）３月決算 

ジェネリック医薬品の大

手で、販売先は開業医が中

心で循環器系に強みを持っ

ています。直接販売に優れ

ており、実質、無借金経営

を続けている優良企業です。 

 投資要因  

 ５月にミニクロスが見ら

れた後、８月から９月にか

け株価は大きく下げたもの、

その後堅調に株価は上昇し、

10 月末にゴールデンクロ

スを迎えています。日経会

社情報にも「処方箋様式改訂で調剤薬局向けが拡大。高薬価活用し受注拡大を狙う。抗菌薬「クラリ

ス」などが好調」とあり、経常利益減益ながら市場の拡大期待と長期保有の観点から、株価も上昇する

ものと考えました。 

 運用結果  ※ グラフ中の黒太直線（投資決定時）以降（以下同様） 

市場拡大に時間がかかると考え、期待度は「小」でしたが、11月 20日に3,420 円だった株価は、１

月９日に3,830円と＠410円（12.0％）も上昇し、予想以上の株価上昇となりました。 

 

<2> 沢井製薬（東証１部：4555）３月決算 

沢井製薬は、『なによりも患者さんのために』をモットーに、ジェネリック医薬品の普及と啓発活動

を行っている有力メーカーで、病院市場を開拓し、卸、販社の両ルートを持つ企業です。 
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 投資要因  

 7 月に取引された 6,000 円台

から現在は5,500円程度に落ち

着いているものの、日経会社情

報に「広告宣伝費や人件費膨ら

むが増収効果で吸収し営業、経

常最高益。」とあり今後株価は

上昇するものと考えました。 

 運用結果  

 取引量は大きく増加したもの

の、株価は小幅な動で4,950円

から＠40 円（-0.8％）値を下

げてしまった。期待度は「小」

ではあったが、経常利益が上がっていても株価が下がってしまった。８月以降の株価低迷に加え、11

月の株式分割が更なる株価下落を招き、その後の株価回復に時間がかかってしまったようです。 

 

（２）私たちの地球環境に関すること 

 地球環境を守り、美しい地球を次世代へ引き継ぐこと自体が、すでに「夢」化しているのではないで

しょうか。地球温暖化防止の観点から、脱化石燃料が叫ばれる今、自然エネルギーの活用に取り組む企

業として、風力発電に注目しました。日経新聞（10 月 31 日）にも、「二酸化炭素（ＣО２）排出量削

減など環境保全への関心が高まる中で、国内の風力発電が急拡大している。これまでは風の強い北海道

や東北、九州などが中心だったが、最近では大都市近郊でも導入されるなど、すそ野が広がっている。

風力発電の設備用量は 2005 年度末で 1,078,000 キロワットと、5 年間で 7.5 倍に増えた。欧州から高

効率の大型発電機が導入されたことなどが背景にある。発電量全体に占める風力の比率はまだ 0.2％程

度だが、日本も 2010 年までに現在の 3倍の 300 万キロワットを目標として掲げている。」とあるよう

に、これから官民あげての成長が期待できる分野と考えました。 

 

<3> 日本風力開発（マザーズ：2766）３月決算 

風力発電所開発とドイツ製（ＧＥ）機器輸入販売が両輪の企業で、自然エネルギー拡大の国策に乗る

企業です。 

 投資要因  

 今年６月までは株価を下げる動きが目立ちましたが、その後株価は上昇に転じ、８月にミニクロスを

迎えました。日経会社情報にも「新規に国内で 6 か所の風力発電所を開発。新規の発電量は 85,000KW

と創業来の累積発電容量上回る。利益率の高い発電収入の割合が向上。事務所を統廃合して保守費用を

抑制。経常最高益へ。」とあり、

今後の取引量しだいで株価は上昇

局面を迎えるものと考えました。 

 運用結果  

 成長は「急伸」、期待度「中」

と予想し、投資額の 14％にあた

る700,000円を投資しましたが、

これが当を得て、株価は 210,000

円から 35,000 円(16.7％)の値上

げとなり、今回の投資銘柄の中で

最高上昇率となりました。 
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<4> クボタ（東証１部：6326）３月決算 

大規模なダムではなく、流れ込む水力を利用した小規模な発電設備を開発しています。「小川や用水

路などで、ある程度の水量と水位差があれば発電が可能なシステム」と紹介されており、この小水力発

電を用いれば、自然の生態系に大きな変化を与えることなく、自然エネルギーが利用できるのではない

でしょうか？今後このような小規模な自然エネルギー発電が、太陽光発電のように急伸する可能性は高

いと考えられます。企業の特色としては、農業機械・鋳鉄管における国内トップで、海外での比率も上

昇しています。エンジンにも地盤があり、環境・新素材、新エネルギー関連を育成しています。 

 投資要因  

 ５月以降株価は下降傾向でし

たが、9 月末に株価は下げ止ま

り、上昇に転じ、10 月にミニ

クロスが発現しました。日経会

社情報にも「エンジンや農機、

建機など内燃機器は北米を中心

に好調。鋳鉄管などの産業イン

フラは収益拡大。環境関連は低

迷。全体で増収。PER16」とあ

り、今後1,100円程度まで回復

するものと考えました。 

 運用結果  

 株価回復には、もう少し時間がかかると分析し、期待度は「小」であったものの、投資前の予想どお

り株価は942円から1,097円まで急伸し、＠155円（16.5％）の大幅な株価上昇となりました。 

 

（３）省エネルギーに関すること 

 省エネルギーは、環境問題と企業の経費節減につながるテーマであり、今後その重要性はますます大

きくなるものと思います。エコカーとは、エコロジカル・カー（低公害・低燃料・低排出ガス車）のこ

とで、電気自動車、水素自動車、ソーラーカー、天然ガス車、ハイブリッド車などがあります。この分

野で、日本は最先端の技術を有しており、加えて長期間に及ぶ円安を追い風として大きな利益を生じた、

大手の自動車輸出企業に注目しました。 

 

<5> トヨタ自動車（東証１部：7203）３月決算 

トヨタ自動車では、ハイブリッド自動車、天然ガス自動車等のエコカーを製造・販売しています。世

界のトヨタと言われるように、日本を代表する最先端の自動車メーカーの株は外国人投資家からも多く

買われています。特色としては、

製造業のトップ企業で、国内登

録車シェアは４割強、自動車メ

ーカーとしての利益は世界１位

です。財務体質が強固で、余裕

資本が豊富で好財務、環境技術

についても優位にあり、世界展

開を加速しています。 

 投資要因  

 現在、株価は7,000円弱で取

引されているものの、今期の営

業利益が２兆円に達するなど、円安が維持される限り、株価を下げる要素はなく、日経会社情報にも

「世界販売は６％増の845万台を期初計画通り達成へ。円安ドル高で約350億円の営業増益要因。為替
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差益で営業益２兆円突破。PER17」とあり、日本を代表する優良企業の株を購入することにしました。 

 運用結果  

 為替相場の変動以外、投資において、これ以上ないような好条件がそろった企業として、期待度

「大」と判断し、投資額の14％の700,000円を投資しましたが、これが当を得た結果となり、6,920円

から＠950円（13.7％）の株価上昇となりました。 

 

<6> ホンダ（東証１部：7267）３月決算 

 「トヨタ自動車」と同じく、エコカーを作っている会社で、大気汚染物質の削減、ＣＯ２の削減、代

替エネルギーの実用化など、環境性能の向上に取り組んでいます。ヨーロッパ市場で、強い人気を誇っ

ており、ユーロ高の追い風もあり、好調な利益をあげています。海外進出の先駆けで、２輪のシェアは

世界トップで、乗用車は米国で高い評価を得ており、北米が収益源となっています。汎用製品も高実績

で、世界６極体制という特色があります。 

 投資要因  

 右肩上がりに順調に株価を

上げており、８月にミニクロ

スが発現しました。日経会社

情報にも「北米はシビックな

ど小型車中心に販売台数拡大。

中国も高調持続。ユーロ高も

追い風。2010 年メドに四輪

車の世界販売を450万台に。

埼玉、米国に新工場。

PER13」とあるように、当分

の間、堅調に株価は上昇する

ものと予想しました。 

 運用結果  

 トヨタと同様の分析から、期待度は「大」で投資額の14％の700,000円を投資しました。4,120円か

ら＠510円（12.4％）の株価上昇となりました。 

 

（４）宇宙開発などの科学技術に関すること 

 地球の外へ行きたい。宇宙に行ってみたい。そんな夢や希望を叶えるのが宇宙開発事業です。 

世界トップの技術立国として、日本の未来を支える産業として注目しました。 

 

<7> 三菱重工業（東証１部：7011）３月決算 

 日本の H-II ロケットや人工衛

星等、超大規模事業を賄えるのは、

日本では三菱重工業しかありませ

ん。特色としては、「総合重機ト

ップ。造船・原動機・航空宇宙・

防衛・産業機械で他を圧倒。宇宙

ロケット開発の中核。三菱グルー

プの中核。航空・宇宙に注力。技

術力に定評」とあります。地力の

ある企業なので、現在の株価は相

対的に、低すぎる水準にあると考

えました。 
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 投資要因  

８月下旬にようやくミニクロスを迎えました。総体的に株価が低く評価されており、日経会社情報に

も「航空・宇宙は先行投資が重く減益。不採算案件が減り機械・鉄構が回復。発電設備など原動機が高

調。中量産品も伸びる。経常増益に。」とあり、今後株価は、なだらかに上昇するものと考えました。 

 運用結果  

 大きな株価上昇に直結する要素も少なく、期待度は「小」として投資を行いましたが、取引量の増加

にともない、順調に株価を上昇させ、490円から＠52円（10.6％）上昇しました。 

 

（５） 安全に安心して生活できること 

 私たちが一番安心できる場所は家です。また、一般的に人生で一番大きな買物は住宅であり、まさに

人生の「夢」の実現がかかった買物です。 

 今や、バリアフリーやユニバーサルデザインを考慮して家を作るのは当たり前のようになってきまし

た。住宅の安全性やバリアフリー、ユニバーサルデザインの先進企業に注目しました。 

 

<8> 積水ハウス（東証１部：1928）１月決算 

 1999 年、国連で「ケアリング企業賞」を受賞しています。その理由は「平成 11 年２月、生涯住宅の

コンセプトとその実践、さらに納得工房創設までの一連の取り組みが評価され、国連の外郭団体である

ICCC(International Council for Caring Communities)より“すべての世代の生活向上につながる突出

した研究と想像力に満ちた教育を行ない、世界的に応用できる模範例を提供した”として「ケアリング

企業賞」を受賞。」（積水ハウス、ホームページより）となっています。 

 特色としては、住宅業界のトップ企業で、鉄骨主力ながら木造も強化中です。全国直販体制に強みを

持ち、都市再開発が収益源となっています。緑化や防犯、共同空間の充実など、地域全体の生活環境を

整えた戸建て分譲住宅に注力しています。 

 投資要因  

日経会社情報「住宅販売

戸数は 3％増の 58,300 戸。

戸建て住宅や分譲マンショ

ン伸び増収。オフィスビル

の売却益を計上し営業、経

常増益。PER20」とあり、

景気と連動して、需要も増

加するものと考えました。 

 運用結果  

１月決算も含めて、株価

上昇の材料が揃ったと判断

し、成長は「急伸」、期待度も「中」として、投資銘柄中最大の16％、800,000円を投資しました。取

引量も増加しましたが、11 月中の株価下落の影響からか、1,626 円から 109 円（6.7％）の株価上昇に

止まりました。 

 

<9> 住友林業（東証１部：1911）３月決算 

 積水ハウスと同じく、バリアフリーやユニバーサルデザインを取り入れている企業です。楽・安心・

安全な住まいであることを基本に住まい作りをしています。特色としては、木造住宅と木材・建材が２

本柱となっており、リフォームや集合住宅、海外事業を育成強化中です。前述の業界首位の積水ハウス

が、木造住宅関連を強化しているという事実からも、日本人の木造へのこだわりに注目しこの分野の雄

である住友林業に注目しました。 
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 投資要因  

日経会社情報「戸建住宅の販

売棟数は減少するが、棟当たり

単価が上昇し、住宅事業は回復

へ。木材・建材事業も4月に安

宅建材を合併した効果で大幅増

収に。」とあり、今後の住宅需

要の増加を見越し、株価上昇す

るものと考えました。 

 運用結果  

 急激な木造住宅の需要拡大要

因がないので期待度は「小」として、投資額の８％、400,000 円を投資しましたが、結果として 1,218

円から101円（8.3％）の株価上昇となりました。 

 

（６）よりなりたい自分になるということ 

 究極の「夢」は「なりたい自分になること」かも知れません。新しい知識を取得したい。より深く学

びたい。学習することによって、自分を高めていくこと。よりなりたい自分になるという夢を実現する

手助けをしてくれる企業に注目しました。 

 

<10> ベネッセコーポレーション（東証１部：9783）３月決算 

ベネッセコンポレーションは、「一人ひとりよく生きる」という言葉を掲げています。ベネッセ

（Benesse）はよく生きる、という意味だとか。「こうなりたい」という理想に近付くための手助けを

してくれる企業です。通信教育最大手で、乳幼児から高校生が対象の「進研ゼミ」で実績を上げている

他、高齢者ホームや出版等の経営多角化を図っています。傘下にベルリッツ、アビバなどがあります。

日経会社情報によれば「通信教育「進研ゼミ」は会員増。語学学校ベルリッツは固定費削減により損益

改善。パソコン教室「アビバ」の統廃合進め全体で営業増益。」となっています。 

 投資要因  

 大概、右肩上がりの株価

となっており、利益確保を

図りながら今後マーケット

を海外に広げようとする積

極性もあり、今後も株価は

少しずつ上昇するものと考

えました。 

 運用結果  

 急激な株価上昇の要因は

ないと考え、期待度は

「小」としましたが、12

月初旬にかけて株価が急伸し、その後、小幅な値動きとなりました。結果として、4,350 円から 110 円

（2.5％）の株価上昇に止まりました。 

 

４ 分散投資について 

 選定した銘柄の業種は化学、機械、輸送、建設が各２社、卸売、サービスが各１社と計６業種と分散

ができました。さらに、２か月間の株式保有というルールを考慮し、企業の安定度と株価上昇の期待度

により、投資額の分散についても検討しました。 
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 安定株への投資（合計４銘柄、投資額の40％） 

安定株として考えたのは、製薬分野と住宅分野です。今後の市場の急拡大が期待できるジェネリック

関連の製薬株については、２か月ではさほどの市場拡大は期待できないものの、減益となる要素も少な

く安定的な分野と判断しました。東和薬品と沢井製薬にそれぞれ８％の計16％の投資額としました。 

また、景気の追い風や住宅新築の増加傾向は当分継続すると判断し、積水ハウスと住友林業２社で

24％を投資しました。 

コード   銘 柄   市場 業種 株価(11/20) 成長 期待度 投資率  投資額 

<1>  4553  東和薬品   東１ 化学   3,420  安定  小    8％    400,000 

<2>  4555  沢井製薬   東１ 化学   4,950  安定  小    8％    400,000 

<8>  1928  積水ハウス  東１ 建設   1,626  急進  中   16％    800,000 

<9>  1911  住友林業   東１ 建設   1,218  安定  小    8％    400,000 

 

 中リスク株への投資（合計４銘柄、投資額の32％） 

新エネルギー開発の分野には、化石燃料の高騰や政府の援助政策などから、長期的に大きな市場拡大

が期待できるものの、２か月ではさほどの株価上昇も望めないと考えましたが、テーマに沿って日本風

力発電とクボタの２社に20％投資しました。 

また、長期的展望とテーマに沿った応援的要素から三菱重工業とベネッセコーポレーションへの投資

に12％投資することとしました。 

これらの企業は、長期的には株価上昇が期待できるものの、一時的な株価下落も懸念されるため、２

か月間の運用ではリスクがあるものと考えました。 

コード   銘 柄   市場 業種 株価(11/20) 成長 期待度 投資率  投資額 

<3>  2766  日本風力発電 マザ 卸売  210,000  急進  中   14％    700,000 

<4>  6326  クボタ    東１ 機械    942  安定  小    6％    300,000 

<7>  7011  三菱重工業  東１ 機械    490  安定  小    6％    300,000 

<10>  9783  ベネッセ    東１ サービス   4,350 安定   小    6％    300,000 

 

 高リスク高リターン株への投資（合計２銘柄、投資額の28％） 

為替リスクをともなうものの、為替差益による収益が大きいトヨタ自動車とホンダについては、円安

が継続するかどうかが大きな判断材料となりました。これについても、新聞やインターネットなど各種

の情報を検討した結果、今後２か月間は円安が継続する、また外国人投資家が日本の優良株を当分は手

放さないと判断し、高い差益がきたいできる銘柄として、２社で２８％の投資としました 

コード   銘 柄   市場 業種 株価(11/20) 成長 期待度 投資率  投資額 

<5>  7203  トヨタ自動車 東１ 輸送   6,920  安定  大   14％    700,000 

<6>  7267  ホンダ    東１ 輸送   4,120  安定  大   14％    700,000 

 

５ 運用実績について 

日経平均株価の推移を見

ると、15,940 円前後から

16,695 円へと約 755 円の

上昇市場であったことが伺

える。これを前述の仮損益

で表すと 5,000,000 ÷

15,940×755＝236,825 円 

となり、資本の増加率は 

4.7％となります。 
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 今回の投資を評価するにあたり、仮の損益計算を取り入れることとしました。投資額を決定した 11

月 20 日の株価とこのレポート提出間際の１月９日の終値を比較することで、株価変動を求めることと

しました。また、仮損益は、「仮損益 ＝ 投資額 ÷ 株価(11/20) × 変動」の式により求めました。 

 次に、投資実績を一覧表にまとめました。 

       銘 柄   市場 業種 株価(11/20) 投資率 投資額 株価(1/09) 変動  仮損益 

<1>  4553 東和薬品   東１ 化学   3,420   8％   400,000    3,830    +410  + 47,953 

<2>  4555 沢井製薬   東１ 化学   4,950   8％   400,000    4,910     -40  -  3,232 

<3>  2766 日本風力発電 マザ 卸売  210,000  14％   700,000  245,000 +35,000  +116,666 

<4>  6326 クボタ    東１ 機械    942   6％   300,000    1,097    +155  + 49,363 

<5>  7203 トヨタ自動車 東１ 輸送   6,920   14％  700,000    7,870    +950  + 96,098 

<6>  7267 ホンダ    東１ 輸送   4,120  14％   700,000    4,630    +510  + 86,650 

<7>  7011 三菱重工業  東１ 機械    490   6％   300,000      542     +52  + 31,836 

<8>  1928 積水ハウス  東１ 建設   1,626  16％   800,000    1,735    +109  + 53,628 

<9>  1911 住友林業   東１ 建設   1,218   8％   400,000    1,319    +101  + 33,169 

<10> 9783 ベネッセ   東１ サービス  4,350   6％   300,000    4,460    +110  +  7,586 

（投資総額）5,000,000   （仮損益計） + 519,717 

 自己計算によると、投資総額 5,000,000 円が約50日間の株式保有で約5,520,000 円になり、増加率

は 10.4％という結果であった。これにより、私たちの運用実績は、日経平均株価の上昇率の 2.2 倍の

実績を上げたものと考えることができます。 

また、安定株への投資は、計2,000,000円の投資に対して仮損益が131,518円（＋6.6％）でした。 

中リスク株への投資では、計1,600,000円の投資に対して仮損益が205,451円（＋12.8％）でした。 

高リスク株への投資では、計1,400,000円の投資に対して仮損益が182,748円（＋13.1％）でした。 

結果的には、10 銘柄への投資中９銘柄において株価が上昇し、各リスクグループも、日経平均株価

の上昇率を上回ることができました。 

以上の分析から、今回の私達の投資テーマ「Dreams Come True！」に沿ったシミュレーションは、成

功したものと自己評価します。 

 

５ 学習を終えて 

日経ストックリーグに参加するにあたって、授業で株式について基本的なことを学びましたが、それ

までは、株式は利益を求めて売買するものだと思っていました。 

「夢に取り組む企業を応援する」というサブテーマを設定しましたが、「夢」や「希望」とは何か？

ということから真剣に考えさせられました。夢や希望というテーマに沿って、これから開拓される分野

や成長する分野は何かを考え、社会全体の働きにも関心を持つようになりました。 

また、株価の変動を予測するためには、個々の企業情報だけでなく、社会情勢を知ることも大事なの

で、以前よりも新聞やテレビのニュースなどに注目するようになりました。 

さらに、具体的に投資を行う企業を検討する中で、企業が何をしているのか、どのような特色がある

のか、財政状態はどうか、などの企業の本質を様々な面から評価することだと知りました。言い替えれ

ば、株式を購入するということは、企業を評価すること、そして応援することだと思います。 

日経ストックリーグを通じて、「日経新聞」を切り抜き、「日経会社情報」を付箋だらけにしながら

経済や企業を考えた、生まれて初めての機会でした。 

教科書のない中での充実したこの学習経験を、メンバーそれぞれの将来に生かしていくことを確認し

て、日経ストックリーグチームを解散します。 
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