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日本株投資
昨年末からの株高基調から半年が過ぎ、５月に入って日経平均株価が下落する局面が
現れた。投資家は銘柄の選別を強めており、株式市場にはリスク要因が見られる。しか
し、証券関係者は「日本株投資はこれからが本番」と口を揃える。その理由について、
本特集では、
マクロとミクロの両面から探った。
また、
今後注目すべき銘柄を紹介する。
（本誌／鈴木健広）

た。「大きな利益が期待できる商
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ぜひ投資を再開したい」と声を
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初めてとも言える。「外国人投資
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冷静かつ柔軟な投資行動で
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株式市場の活況で
「昨年までのリベンジを」

ていた。

長らく続いた株価低迷を経

「世界中で、
日本経済はもしかし
たら本当に復活するのかもしれ

強く上昇。
大和証券・投資戦略部

て、安倍新政権の掲げる経済政
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もかかわらず２００人超が聴講
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