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 12  表紙の人   女優 三吉彩花 さん
 15  先読みTIMES
   「Go Toイート 関連企業への効果に差も」
   「『スガノミクス』、割れる市場の期待」

 18  先読みカレンダー 

 22 あるか衆院解散、どうなる米大統領選？
  年後半の注目イベント＆投資戦略はこれだ
 24 あのバフェットも！
  海外投資家に見直しの機運 日本株は第2の上昇局面に突入か？
 26  　　    見えてきた「本当の勝ち組」

  3大注目テーマと爆騰期待株
   コロナ医療関連  治療薬・ワクチンは期待先行、オンライン医療には妙味も
   テレワーク・DX  テレワーク関連は業績好調、DXは有望銘柄は少ない？
   巣ごもり  電子コミック、ニューノーマル消費関連の有望株
 36               スゴ腕投資家の注目テーマ／奥山月仁さん

   「リモートワークとアウトドアに着眼 景気回復に期待する株は買わない」

 38  　　     中間決算を先回り

  好業績が光るお値打ち株24
 40  1Q好業績銘柄からプロが選ぶ有望株20
 46  進捗率と修正実績で探す将来の上方修正期待銘柄

 48 　　　             スゴ腕投資家はこれで勝つ
  逆張りで狙う特選18銘柄
 50 「百貨店と自動車部品をまとめ買い 反発による値上がりを待つ」ごはんさん
 52 「冬にコロナが再流行すると予想 逆風銘柄の値下がりを待ち構える」たーちゃんさん

 20  稼ぎ方＆勝負株
年末高の波に乗れ！
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 54  買い時が重要！ 

   テクニカルでトレンド転換点を捉えて勝つ
 60 　　　      外資系プロの戦略
	 	 ティー・ロウ・プライス・ジャパン アーシバルド・シガネール氏
	 	 	「成長株と割安株の両方に目配り」
	 	 コムジェスト・アセットマネジメント リチャード・ケイ氏

	 	 	「狙い目はアジア銘柄と医療株」	

 64 　　　            勝者で投資環境は変わる！
   米大統領選 シナリオ別勝負株
 66  狙い目銘柄は大きく異なる
   トランプ勝利なら減税で金融関連に恩恵か
   バイデン勝利なら環境重視で太陽光・EVに注目
 68  持続的な株高の期待大！
   大統領選後に注目すべき政策関連8銘柄
 70  「GAFAM」はまだ買いか？
 72  米国株は割高なのか？
   ウォール街のご意見番  ハワード・マークス氏の見解

 96 

第3特集

第2特集

COLUMN

	 	 	公的な医療給付をチェック／医療保険、我が家の備え方の正解は？

   必要な医療費と公的サポートを再確認
 医療費への賢い備え方ウィズコロナ

時代の

       　　  高利回り、低リスク株を厳選

 74 　　 高配当＆優待株
 76  優待達人が厳選！  10～12月権利銘柄のBEST5
	 	 	「総合利回り4%基準 銘柄ごとに数値変更」v-com2さん
	 	 	「現在は優待利回りより配当利回りを重視」なちゅさん
 78  配当利回り＋優待利回りで探す  総合利回りランキング
 80  好財務で安心の高利回り株
 82  低配当性向の高利回り株
 84  お値打ち高利回り株

 86 スペシャルインタビュー  片山 晃さん

	 	 	「手本はゲイツ	資産140億円のカリスマが挑む社会貢献」
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 90 ろくすけさんの勝てる株式投資入門
   「ゴロー、DCF法の基本を学ぶ」

 94 クイズで学ぶ会計知識
   「メディア企業の損益計算書」

 102 株の達人に聞く
  今月の注目銘柄「アナリスト予想が強気な銘柄」

 108 クローズアップ企業   
  今月の話題企業「リグア」

 110 もっと得する株主優待生活 
  桐谷セレクト「寒い冬にうれしいあったか株主優待」
  mtipsさんが選ぶ 10月に取れるお得優待

 114 Money★interview 77   作家  池井戸 潤さん

  	「大阪の零細企業の再建に奔走するバンカー半沢直樹の新たな物語」
 120 澤上篤人のゴキゲン長期投資
   「金余りが招く米国株高バブルにどう対処する？」

 122 豊島逸夫の世界経済の深層真理
   「『半沢直樹』が個人投資家に恩返し？」

 124 広木 隆のザ・相場道
   「安倍首相辞任でも相場の上昇は続く」

 126 滝田洋一の経済ニュースここだけの話
   「熾烈さ増すコロナワクチン競争」

 128 岡崎良介のマーケット・アナライズ
   「コロナバブルを止めるもの REIT市場の先見性に注目」

 130 エミン・ユルマズの未来観測
   「『バイデン政権誕生で株安』は本当か」

 132 マネーの達人に学ぶ
  お金に強い子供の育て方
  早稲田大学商学部教授  井上達彦さん

 139 マルトクセレクション
 140 特許で騰がる株を探せ！ 工藤特許探偵事務所 「モーター」関連銘柄
 142 山本 伸のネクスト爆騰銘柄 「サブスクとEV関連の爆騰期待株」
 144 関 大介のREITウオッチ 「業界最大REITが誕生　合併は利点だけではない」
 145 最新！ 投信ランキング 「ここ半年間の人気投信　外国株と日本株 投信も明暗はっきり」
 146 佐々木明子のモーサテ日記 「外出制限を守る日本人 『曖昧さの効力』とは」
 147 生保損保  業界ウオッチ 「細かな給付条件を省いた 給付金月額管理の医療保険」
 148 ネット証券DATA 150 マネー・データバンク  151　役に立つ！ 投資用語集
 152 Readers’ FORUM 153 Money Books  154　編集雑記帳
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