
投資家マインドをつくる
はじめに

Grow の歩き方 ●参加の心構え
●私たちを取り巻く現状
●リスクとリターンは比例する
●投資に才能は要らない
●投資でうまくいく人とは
●専業投資家をお勧めしない理由
●何のために稼ぐのか

●キャッシュフロークワドラント
●お金持ちの方程式
●資産形成のステップ
●投資の正しい捉え方
●投資でリスクを抑える方法
●投資手法の選び方

はじめての
方へ

投資の基礎知識

●「株」のスゴさって？
●どうやったら株を取引できるの？
●株とは何か
●株で利益を出す方法

●株を買ってみよう
●株を売ってみよう

「株」とは何か 株の売買に
ついて

●「いい株」を見つけるには？
●値上がり益を得るには？
●「いい株」を調べるには？株の選び方の

基礎知識

●投資と投機の違い
●損切りについて理解しよう

投資との
付き合い方

●株の分析方法
●割安株を見分ける指標

●チャートとは何か？
●ローソク足とは何か
●チャートで分かる 3つのトレンド
●移動平均線を活用しよう

株の分析方法に
関する基礎知識

チャートって
何？
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1 マインドセット2 知っておくべき考え方3
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投資をする準備

●どの証券口座を選べばいい？
●証券口座を開設しよう
●一般口座と特定口座　源泉徴収ありとなし
●NISA 口座について
●複数口座を持つメリットは？
●投資していることは会社にバレるか？

●株の購入の手順について（共通項目）
●入金編（SBI 証券）
●購入編（SBI 証券）
●売却編（SBI 証券）
●出金編（SBI 証券）

●入金編（楽天証券）
●購入編（楽天証券）
●売却編（楽天証券）
●出金編（楽天証券）

●入金編（マネックス証券）
●購入編（マネックス証券）
●売却編（マネックス証券）
●出金編（マネックス証券）

投資を
はじめる前の
事前準備

証券口座の
使い方
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投資を始める前に

小型株集中投資ノウハウ

●働かざるもの食うべからず
働くとは何か？
これからの時代の働き方
働く時間を減らす

●働かないでお金を得るためには
●一生縮まらない経済格差
●会社員の給料の限界
●労働者と資本家
●1割の金持ちが 9割のお金を握る

これからの
働き方 なぜ投資が

必要なのか

4

1 2 ●自分の器を広げることがお金持ちへの近道 
●お金持ちの方程式とは？
●お金は貯金しなさいという洗脳
●お金の使い方で未来は変わる
●お金持ちになるために必要なこと
●理想的なお金の流れ

お金持ちの
方程式

3



小型株集中投資ノウハウ4

●お金は時代によって姿形を変えてきた
●お金がない時代に豊かになるには？
●100 万円のセミナーは高いのか？
●価格と価値の違いとは？
●お金で幸せは買えるのか？

●金融リテラシーってなに？
●真冬の大行列の先にあるもの
●世の中は罠だらけ
●世界の金融教育
●金融知識がない人は奪われ続ける

お金の
正体

日本の
金融リテラシーの

現実

4 5 ●資産がないと投資はできない
●大きな損失が出るリスクがある
●モニターを見続ける必要がある
●数字に強くないと勝てない
●プロに任せた方が安心

よくある
「投資」への

誤解
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●世の中の金融商品は儲からない
●プロに任せても資産は増えない
●急成長する会社に投資できる
●日常が投資に繋がる
●３年で資産１０倍を目指す

●投資とは？
●世の中に存在する金融商品
●目的によって投資先は異なる
●お金と時間の投資
●投資は未来を良くする為の行為

自分で投資を
すべき理由

そもそも
投資って？

7 8 ●他人に預ける
●良く理解できないものを買う
●他人が勧めたものを買う
●今話題のものを買う
●投資信託を買う

やっては
いけない投資

9

●レストラン経営と株
●会社の値段
●なぜ株価は上下するのか？
●成長株を持っているだけでいい
●株式投資は他人の成功に便乗する行為

●10人の村で考える経済の発展と失業
●ローンの恐怖
●投資助言というビジネス
●保険という宝くじ
●ブランドという搾取の仕組み

そもそも
株って？

知って得する
金融知識①

10 11 ●経済学者がお金持ちになれない理由
●ギャンブルの期待値
●金利という概念
●投資のプロの本当の職業
●DCF理論について

知って得する
金融知識②
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小型株集中投資ノウハウ4

●小型株ってなに？
●集中投資ってなに？
●なぜ小型株集中投資なのか？
●小型株集中投資のパフォーマンス
●目標は 3年で 10倍

●資産 10万円未満
●資産 10万円～100 万円
●資産 100 万円～1,000 万円
●資産 1,000 万円～3,000 万円
●資産 3,000 万円～1億円
●資産 1億円～

小型株
集中投資の
すすめ

ステージ別の
投資戦略

13 14 ●1年で 3倍になる株の共通点
●上場して５年以内
●時価総額が小さい
●創業社長が現役
●社長や幹部が大株主

1 年で
3倍になる
株を探そう①

15

●高学歴の新卒社員がいる
●社員の平均年齢が若い
●みんなが欲しい商品を提供
●チャートが上昇トレンド
●1年で 3倍になる株まとめ

●投資情報は身の回りに溢れている
●日常生活にアンテナを張ってみよう
●3倍株を見つける 8ステップ
●3倍株を探してみよう
●アンテナを張り続ける

1 年で
3倍になる
株を探そう②

日常から
3倍株を探そう

16 17 ●大株主の思考を想像する
●ビジネスモデルを理解する
●これからの業績を予測する
●会社の成長フェーズをつかむ
●その会社の商品を知る

気になる株を
深掘りしよう

18

●個人投資家の８割が勝てない理由
●投資信託という罠
●小型株集中投資のメリット
●資産推移シミュレーション

●銘柄を見つけたきっかけ
●気になる株はまずざっくり調べる
●有望株をじっくり調べる①
●有望株をじっくり調べる②
●最終的な投資判断を下す

小型株で
ホームランを

狙う

株価 10倍を
超えた投資

19 20 ●1日 5分でチェック
●毎月 1回は時間をかけてチェック
●投資した会社を好きにならない
●売るタイミングを決めておく
●売る時に気をつけること

投資をした後に
やること

21



小型株集中投資ノウハウ4

●期待と実体
●期待だけで上がる株の特徴
●期待だけで上がる株の例
●実体を伴って上がる株の特徴
●実体を伴って上がる株の例

●見かけた広告を投資につなげる
●身近な人の話を投資につなげる
●自分の仕事を投資につなげる
●Twitter を投資につなげる
●日常のニュースを投資につなげる

上がる株は
２種類ある あなたの

身近なお宝情報

22 23 ●タイミングを間違えると損をする
●買いタイミングのサイン
●売りタイミングのサイン
●イノベーター理論
●暴落サインに気をつけよう

売買の
タイミングを

知る

24

●なぜチャートを見るのか？
●チャートで理解すべきこと
●買うタイミングについて
●売るタイミングについて
●チャートまとめ

●分散投資
●下がった株を持ち続ける
●株価だけを見て買う
●有名企業という理由だけで買う
●理解できない会社の株を買う
●他人のおすすめ株を買う
●他人にお金を預ける

チャートを
学ぼう

やっては
いけない投資

25 26



おもしろ企画5

●20代女性・投資歴半年
●30代男性・投資歴 3ヶ月
●30代女性・投資歴半年
●40代男性・投資歴半年
●20代男性・投資歴１年

●遠藤洋
●冨塚あすか
●松下せりな
●南翔平
●山田学

投資家
インタビュー 講師紹介

●IR 電話をしてみよう
●四季報を読んでみよう
●会社の経営者と社員を知ろう
●会社の商品を知ろう
●会社のビジネスモデルを知ろう
●会社の株主を知ろう

情報収集の
やり方

●四季報とは？
●ニコちゃんマークに注目
●基礎／財務情報
●業績／株主構成
●資本異動／役員等

●決算書とは？
●貸借対照表
●損益計算書
●決算短信の読み方
●数字を見る時のポイント

四季報の
読み方

決算書の
読み方

●投資を始める前に
●株の売買まわり
●チャートまわり
●投資商品
●金融リテラシーの基礎用語
●よく使われる隠語

投資用語
（必須）

未定
●利用者様からのリクエストも受付予定！

未定

●

●利用者様からのリクエストも受付予定！



オンラインイベント6

初心者質問会

最近の上昇銘柄

最近のニュース読解

銘柄議論会

チャート分析会

最近の IPO銘柄

ゲスト投資家

この動画はすべて「初心者編」です。
「中・上級者編」もありますので、

どうぞお楽しみに！

※注意※

カリキュラムの内容は、利用者の方々

の学習状況などを見ながら、都度変更

していく予定でおります。予めご了承

ください。




