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株式投資体験アプリを演習教材とした大学での授業 

～アンケート調査に見る教育効果 
2021年 7月 10日 

あせまねライフ株式会社 

概要 

今年度前期は、７つの大学の３つの講座、7つのゼミで、株式投資体験アプリ「賢者のポートフォリオ」

を演習教材としてご利用いただきました。 

本資料は、その効果を確認するために実施したアンケートの結果をまとめたものです。アンケート調

査にご協力いただいたのは、青山学院大学経済学部の「ファイナンス論基礎（白須洋子教授）」、関西学

院大学商学部の「商学演習（岡村秀夫教授）」、明治大学商学部の「三和ゼミ（三和裕美子教授）」の受講

生です。演習参加者 328名に調査フォームをお送りし、96名から回答を得ました。以下はその概要です。 

➢ 今回の課題の前に、株式投資の経験・知識を持ってましたか？  

＜＝ 「ほとんど知らなかった」と「あまり知らなかった」を合わせると 87.5％ 

➢ 今回の課題の満足度を教えて下さい 

＜＝全体について：「満足」と「やや満足」を合わせると 85.5％に達します 

理由：「演習のレベルが適切（86.5％）」、「課題が興味深く、面白かった（79.2％）」 

➢ このアプリの課題を通じて、金融経済環境と株式投資に関する知識が深まったと思いましたか？ 

＜＝「大いに思う」と「ある程度思う」を合わせると、90.6％に達しました 

➢ このアプリの課題を通じて、株式投資に関する興味が湧きましたか？ 

＜＝「大いに湧いた」と「ある程度湧いた」を合わせると、87.5％に達しました 

 

「賢者のポートフォリオ」は、金融リテラシーの乏しい学生に満足度の高い演習課題を提供し、実体

経済と企業の業績に関する活きた知識を修得させる教材となり得ます。また、ファンダメンタルズを重

視した株式の模擬投資に興味を持って取り組ませることにより、経済・企業の長期的な成長を糧とした

資産形成という「王道の投資」の一端を体験させることができます。 
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Ⅰ．アンケート調査の概要 

 

１．アンケート調査の方法 

(1)本調査について 

株式投資を模擬体験できる「賢者のポートフォリオ」アプリは、2021 年度前期に 7 つの大学の 3 つの

講座、７つのゼミで演習教材として採用されました。 

このアプリは、過去の実データを使って、金融経済市場の変化が企業業績に及ぼす影響を、中長期の

株式投資を通して体験的に学習する、今までにない全く新しい投資教育アプリです。しかも、双六仕立て

のゲーム形式で構成されているので、受講生はゲームを楽しむうちに自然と投資に関する知識が修得で

きる仕掛けになっています。コロナ禍でリモート授業が中心の大学授業の中で、受講生がいつでもどこ

からでもサイトにアクセスして興味を持って楽しく学習できる演習教材として、このアプリを大学に提

供しました。 

本調査は、その学習効果を確認することを目的に実施したものです。 

 

(2)調査対象と方法 

2021 年度前期に「賢者のポートフォリオ」を演習教材として利用していただいた大学のうち、青山学

院大学経済学部のファイナンス論基礎（白須洋子教授）、関西学院大学商学部の商学演習（岡村秀夫教授）、

明治大学商学部の三和ゼミ（三和裕美子教授）の授業では、館を順次踏破する「演習 A（半期標準プラ

ン）」に取り組みました（詳しくは、「II．アンケート調査の詳細」参照）。 

この課題に取り組んだ受講生に対して、アンケートへの回答をお願いしました。 

・アンケート対象者：同授業で演習に参加した受講生 328 名 

・アンケート期間：課題終了後の 2021 年 6 月 10 日～7 月 5 日 

・アンケート回答者：96 名（回答率：28.9％） 

 

２．アンケート調査の結果 

(1)回答者の属性 

アンケートの回答者は、株式投資に関する知識が「ほとんどない（64.6％）」と「あまりない（22.9％）」

が大部分を占め、「一般的な知識を持っている」は 9.4％でした。 

また、個別株式への投資について興味の度合いを聞いたところ、「興味がある」と回答した人は 75.0％

であったのに対して、「興味がない」と回答した人は 18.8％でした。 

 

Q3  今回の課題の前に、株式投資の経験・知識を持ってましたか？  

   「ほとんど知らなかった」と「あまり知らなかった」を合わせると 87.5％。        
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Q4  今回の課題前に、個別の株式への投資にどのくらい興味を持ってましたか？   

「興味はあるが、投資は考えていなかった」と「興味があり、機会があれば投資を始めたいと考

えていた」を合わせると 75.0％。一方、「興味はなく、投資をする気もない」は 18.8％。       

 

 

 

(2)演習課題の満足度 

今回の演習課題に対する満足度は、「満足」と「やや満足」を合わせると 85.5％に達し、高い評価を得

ました。 

満足度が高かった理由として、回答者は「レベルが適切（86.5％）」、「課題が興味深く、面白かった

（79.2％）」ことを挙げました。 

これら高い満足度は、株式投資に関する知識のあるなしに係わらず、また、株式投資に関する興味の

あるなしや投資の経験がある人に係わらず、いずれのグループの人も高い満足度を示しました。 

また、満足度について自由に記載してもらったところ、「楽しく学べた」、「面白かった」という意見と、

「知識が得られた」、「理解できるようになった」という記載が共に約 20％ありました。 

 

Q6  今回の課題の満足度を教えて下さい 

Q6-1    全体について：「満足」と「やや満足」を合わせると 85.5％に達します。 
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Q6-2    課題のレベルの適切さ：「適切」と「まあ適切」を合わせると 86.5％に達します。 

 

 

Q6-5    課題のおもしろさ／興味深さ：「満足」と「やや満足」を合わせると 79.2％に達します。 

 

 

【知識レベル別、興味別の満足度の比較】 

株式投資について「あまり知らなかった」、「ほとんど知らなかった」、「投資経験あり」と答えた人の

何れのグループからも「満足」、「やや満足」という回答を得ました。 

株式投資について「興味なし投資する気なし」、「興味あり投資を考えていない」、「興味あり投資を考



５ 

 

えている」、「投資経験あり」、の何れのグループからも、「満足」、「やや満足」という回答を得ました。 

  

   

(3)演習課題の効果 

今回の演習課題を通じて、「金融経済環境と株式投資に関する知識が深まった」と回答した人は 90.6％

で、高い効果が得られました。 

その内容としては、「金融経済環境の変化と業種との関係に関する知識」を挙げた人が 46.9％で最も

高く、次いで「 株式投資の成否に関係する投資指標に関する知識」を挙げた人が 37.5％、「過去に実際

に発現した金融経済環境に関する知識」を挙げた人が 36.5％でした。 

また、この効果は学生の株式投資の知識レベルに関わらず、ほぼ同様の傾向を示しました。 

さらに、「株式投資への興味が湧いた」という人は全体で 87.5％に達し、今まで株式投資に興味がなか

った人も 80％近くが興味を持つようになったことから、学習意欲を刺激したと思われます。 

 

Q10  このアプリの課題を通じて、金融経済環境と株式投資に関する知識が深まったと思いました

か？ 

「大いに思う」と「ある程度思う」を合わせると、90.6％に達しました。 

 

 

Q11  このアプリの課題を通じて、知識が深まったと思う内容を教えて下さい（複数選択可） 

「金融経済環境の変化と業種との関係に関する知識」を挙げた人が 46.9％、「株式投資の成否に関係

する投資指標に関する知識」を挙げた人が 37.5％、「過去に実際に発現した金融経済環境に関する知

識」を挙げた人が 36.5％でした。 
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Q12   このアプリの課題を通じて、株式投資に関する興味が湧きましたか？ 

「大いに湧いた」と「ある程度湧いた」を合わせると、87.5％に達しました。 

 

 

【興味別の株式投資への興味比較】 

「株式投資への興味がある」人は 90％強が「興味が湧いた」と答え、「興味がなかった」人も 80％近

くが「興味を持つようになった」と回答しました。 
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■ 「賢者のポートフォリオ」の利用実績 

今までに「賢者のポートフォリオ」をご利用いただいている教育機関は以下の通りです。 

青山学院大学 金沢星稜大学 関西大学 

関西学院大学 日本大学 文教大学 

明治大学 立教大学 早稲田大学 

 

「賢者のポートフォリオ」は、上記の大学のゼミや講義の演習教材として採用されています。 

これまでに約 1,000 名の学生が当該の演習を受講しました。 

 

2021 年度は、6 月末までに、上記の大学のゼミや講義で、1 日単位の体験演習を 11 件、1 週間超の課題

演習を 25 件実施してきました。 

「賢者のポートフォリオ」のご紹介から、教材利用のお申込みから開始までの流れ、「賢者のポートフォ

リオ」を利用した演習、「賢者のポートフォリオ」の始め方は、以下をご覧ください。 

 https://am-life.co.jp/introduct-kpf/ 

 https://am-life.co.jp/application-form-for-teachers/ 

 https://am-life.co.jp/exercise-plan/ 

 https://am-life.co.jp/students-start-kpf/ 

 

【会社概要】 

社名：あせまねライフ株式会社 

（英語社名： Asset Management Life, Inc.） 

住所：〒221-0811 

神奈川県横浜市神奈川区斎藤分町 4 番 15 号 

URL：https://am-life.co.jp/ 

事業内容：インターネット等の通信ネットワーク及び電子技術を利用した金融情報・投資教育関連情報

及びその提供ツールの企画、設計、開発、運用及び提供 

設立：2018 年 3 月 8 日 

資本金：606 万円 

代表者： 

代表取締役社長 宮井博 

代表取締役   小原沢則之 

 

【お問い合わせ先】 

あせまねライフ株式会社 

担当：宮井 博 

E-mail：info@am-life.co.jp 

  

https://am-life.co.jp/introduct-kpf/
https://am-life.co.jp/application-form-for-teachers/
https://am-life.co.jp/exercise-plan/
https://am-life.co.jp/students-start-kpf/


８ 

 

Ⅱ．アンケート調査の詳細 

アンケート調査の結果を紹介するに先立ち、「賢者のポートフォリオ」とはどのようなアプリで、今回大

学に提供した演習課題とはどのようなものなのかを説明します。 

 

■ 「賢者のポートフォリオ」とは 

あせまねライフ株式会社（以下、「当社」）が開発した株式投資体験アプリで、「期間 1～5 年の投資成果

を瞬時に確認できる」機能を最大の特長としています。 

 

「賢者のポートフォリオ」は以下のようなプレイを行うアプリです。 

・バブル景気の最中に始まり、アベノミクス景気の終焉で幕を閉じた平成時代の中から、各回の投資期間

がランダムに注出されます。 

・アプリに登場する銘柄は 700 銘柄以上。プレイの都度 12 銘柄がランダムに登場します。 

・画面に表示される対象投資期間の経済状況や主な出来事を踏まえ、各銘柄の簡単な説明、業種、PER や

配当利回りなどの 12 の投資指標の状況などの情報を頼りに 5 銘柄を選びます。 

・当時の現実の株式市場データに基づき計測された投資パフォーマンスをすぐに確認できます。 

 

アプリ全体は当該のパフォーマンスをサイコロの目の代わりとした双六ゲーム仕立てとなっています。 

5 つの館を舞台にそれぞれ 18 回のプレイを行い、ゴールド、シルバーなどのメダルを集めて、「見習い修

行中」から「上級賢者」までのステップアップを目指します。 

ゲームを楽しむ中で金融経済や株式投資の知識やスキルを自然と身に付けることのできるアプリです。 

 

以下をご参照ください。 

https://youtu.be/C1gfVqi6JUs 

https://am-life.co.jp/introduct-kpf/ 

 

■ 「賢者のポートフォリオ」を用いた演習 A（半期標準プラン）の概要 

今回アンケートを実施した受講者の演習課題は次のようなものでした。 

・「賢者のポートフォリオ」の舞台である 5 つの館のうち３つを演習期間（1～2 週間）内に一館ずつ踏破

して行く演習です。 

・授業時間外に各館における銘柄選択にチャレンジし、課題の館を 1 回乃至 2 回クリアすることを必須

とします。 

・それぞれの課題の館をクリアした際の最高得点に基づいて順位を決定します 

・当社は、受講生には演習の進め方の案内や途中経過の順位などをメールで知らせ、また担当教員の方に

は受講生全員の演習の達成具合（チャレンジ回数、クリア回数、平均得点など）をエクセルのデータ

として送付することで演習をサポートします。 

 

・各館の演習で受講生が学ぶことは以下のとおりです。 

https://youtu.be/C1gfVqi6JUs
https://am-life.co.jp/introduct-kpf/


９ 

 

「青の館」：各業種の代表銘柄から円安・円高、原油安・原油高、株高・株安が大幅に進んだ経済状況下

において相対的に優位となるであろう銘柄を選択する行為により、経済環境の変化が企業業

績にもたらす影響がその業種特性に応じて異なることを学びます。 

「黄の館」：「黄の館」でも円安・円高、原油安・原油高、株高・株安が大幅に進んだ経済状況下において

相対的に優位であろう銘柄を選択しますが、各プレイで選択の候補となるのはすべて同じ業

種に属する銘柄です。 

株式を選択する上で参考となる投資指標について学ぶのが、この館のテーマです。 

「黒の館」：「好況」、「市況悪化」、「バブル」、「バブル崩壊」、「市場ショック」、「市況改善」といった経済

環境下での銘柄選びがテーマです。 

経済のダイナミズムに敏感な企業と業績が相対的に安定して推移する企業の違いを理解する

と同時に、リスクの大きな銘柄と小さな銘柄の見分け方なども学びます。 

 

■ 今回のアンケート調査 

今回のアンケート調査では、上記の「演習 A（半期標準プラン）」をほぼ同じ内容で実施していただいた

青山学院大学経済学部のファイナンス論基礎（白須洋子教授）、関西学院大学商学部の商学演習（岡村秀

夫教授）、明治大学商学部の三和ゼミ（三和裕美子教授）の受講生にご協力をいただきました。 

以下はその結果の詳細です。 

 

【回答者】 

受講生（青・黄・黒の館を 1 回以上クリアした人）332 名のうち 96 名から回答（回答率 28.9％）を得

ました。 

回答者は非回答者に比べてチャレンジ回数、クリア回数、平均得点のいずれについても平均値が高く、

課題に積極的に取り組んだ受講生からの意見が反映されているものと考えられます。 

 

【属性】 

 

Q2  あなたの学年を教えて下さい 

「1 年生」が 13.5％、「2 年生」が 72.9％で、両学年が大部分を占めました。 
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Q3  今回の課題の前に、株式投資の経験・知識を持ってましたか？        

「株式投資についてほとんど知らなかった」人は 64.6％、「あまり知らなかった」人は 22.9％、

合わせると 87.5％でした。一方、「一般的な知識は持っていた」人は 9.4％でした。 

 

 

Q4  今回の課題前に、個別の株式への投資にどのくらい興味を持ってましたか？         

「個別株式への投資に興味がある」人は 75.0％、「投資の経験がある」人は 6.3％でした。一方、

「興味はなく投資をする気もなかった」人は 18.8％でした。 

  

 

Q5  今回の課題に使った主な利用機器を教えて下さい        

「PC」の利用者が 41.7％で最も多く、次いで「スマホと PC」を併用した人が 27.1％いました。 
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以下は属性に関する質問の回答の一覧表です。 

（ニックネームは通し番号に置き換えています） 

Q1  以下にニック

ネームをご記入下
さい 

Q2  あなたの学

年を教えて下さ
い 

Q3   今回の課題の前に、

株式投資の経験・知識を持
ってましたか？         

Q4  今回の課題前に、個別の株式への
投資にどのくらい興味を持ってましたか？         

Q5  今回の課題に使った

主な利用機器を教えて下
さい         

1 2年生 あまり知らなかった 以前投資をしていた タブレット 

2 2年生 あまり知らなかった 興味はあるが、投資は考えていなかった PC 

3 3年生 あまり知らなかった 興味はあるが、投資は考えていなかった PC 

4 4年生 あまり知らなかった 興味はあるが、投資は考えていなかった スマホ 

5 2年生 あまり知らなかった 
興味があり、機会があれば投資を始めた

いと考えていた 
スマホと PC を併用 

6 2年生 あまり知らなかった 
興味があり、機会があれば投資を始めた
いと考えていた 

PC 

7 2年生 あまり知らなかった 
興味があり、機会があれば投資を始めた
いと考えていた 

PC 

8 2年生 あまり知らなかった 興味はあるが、投資は考えていなかった スマホと PC を併用 

9 2年生 あまり知らなかった 
興味があり、機会があれば投資を始めた

いと考えていた 
スマホと PC を併用 

10 2年生 あまり知らなかった 興味はあるが、投資は考えていなかった スマホと PC を併用 

11 2年生 あまり知らなかった 
興味があり、機会があれば投資を始めた
いと考えていた 

PC 

12 3年生 あまり知らなかった 興味はあるが、投資は考えていなかった スマホと PC を併用 

13 2年生 あまり知らなかった 興味はあるが、投資は考えていなかった PC 

14 2年生 あまり知らなかった 
興味があり、機会があれば投資を始めた

いと考えていた 
PC 

15 2年生 あまり知らなかった 
興味があり、機会があれば投資を始めた

いと考えていた 
スマホと PC を併用 

16 2年生 あまり知らなかった 
興味があり、機会があれば投資を始めた
いと考えていた 

PC 

17 2年生 あまり知らなかった 興味はあるが、投資は考えていなかった スマホと PC を併用 

18 1年生 あまり知らなかった 
興味があり、機会があれば投資を始めた

いと考えていた 
スマホ 

19 1年生 あまり知らなかった 
興味があり、機会があれば投資を始めた

いと考えていた 
スマホ 

20 2年生 あまり知らなかった 興味はあるが、投資は考えていなかった スマホ 

21 2年生 あまり知らなかった 興味はあるが、投資は考えていなかった スマホ 

22 2年生 あまり知らなかった 以前投資をしていた スマホと PC を併用 
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23 2年生 ほとんど知らなかった 興味はなく、投資をする気もなかった スマホと PC を併用 

24 2年生 ほとんど知らなかった 
興味があり、機会があれば投資を始めた

いと考えていた 
スマホ 

25 2年生 ほとんど知らなかった 興味はなく、投資をする気もなかった スマホと PC を併用 

26 2年生 ほとんど知らなかった 興味はなく、投資をする気もなかった スマホと PC を併用 

27 2年生 ほとんど知らなかった 
興味があり、機会があれば投資を始めた

いと考えていた 
PC 

28 2年生 ほとんど知らなかった 興味はなく、投資をする気もなかった タブレット 

29 2年生 ほとんど知らなかった 
興味があり、機会があれば投資を始めた

いと考えていた 
スマホと PC を併用 

30 2年生 ほとんど知らなかった 興味はあるが、投資は考えていなかった PC 

31 2年生 ほとんど知らなかった 興味はなく、投資をする気もなかった PC 

32 2年生 ほとんど知らなかった 興味はあるが、投資は考えていなかった スマホと PC を併用 

33 2年生 ほとんど知らなかった 興味はあるが、投資は考えていなかった PC 

34 2年生 ほとんど知らなかった 興味はあるが、投資は考えていなかった スマホと PC を併用 

35 4年生 ほとんど知らなかった 
興味があり、機会があれば投資を始めた

いと考えていた 
タブレット 

36 2年生 ほとんど知らなかった 
興味があり、機会があれば投資を始めた

いと考えていた 
PC 

37 2年生 ほとんど知らなかった 興味はあるが、投資は考えていなかった PC 

38 2年生 ほとんど知らなかった 興味はあるが、投資は考えていなかった スマホと PC を併用 

39 2年生 ほとんど知らなかった 興味はなく、投資をする気もなかった スマホと PC を併用 

40 2年生 ほとんど知らなかった 興味はあるが、投資は考えていなかった スマホ 

41 1年生 ほとんど知らなかった 興味はあるが、投資は考えていなかった スマホ 

42 2年生 ほとんど知らなかった 興味はあるが、投資は考えていなかった スマホと PC を併用 

43 2年生 ほとんど知らなかった 興味はあるが、投資は考えていなかった スマホ 

44 4年生 ほとんど知らなかった 
興味があり、機会があれば投資を始めた

いと考えていた 
スマホ 

45 2年生 ほとんど知らなかった 興味はあるが、投資は考えていなかった PC 

46 2年生 ほとんど知らなかった 
興味があり、機会があれば投資を始めた
いと考えていた 

PC 

47 2年生 ほとんど知らなかった 
興味があり、機会があれば投資を始めた

いと考えていた 
PC 

48 2年生 ほとんど知らなかった 
興味があり、機会があれば投資を始めた

いと考えていた 
PC 

49 2年生 ほとんど知らなかった 
興味があり、機会があれば投資を始めた
いと考えていた 

PC 

50 2年生 ほとんど知らなかった 
興味があり、機会があれば投資を始めた
いと考えていた 

スマホ 

51 2年生 ほとんど知らなかった 興味はあるが、投資は考えていなかった タブレット 

52 4年生 ほとんど知らなかった 興味はなく、投資をする気もなかった スマホと PC を併用 

53 2年生 ほとんど知らなかった 興味はなく、投資をする気もなかった PC 

54 2年生 ほとんど知らなかった 興味はなく、投資をする気もなかった PC 

55 2年生 ほとんど知らなかった 興味はあるが、投資は考えていなかった PC 

56 2年生 ほとんど知らなかった 興味はあるが、投資は考えていなかった スマホと PC を併用 

57 4年生 ほとんど知らなかった 興味はあるが、投資は考えていなかった PC 
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58 2年生 ほとんど知らなかった 
興味があり、機会があれば投資を始めた
いと考えていた 

スマホ 

59 2年生 ほとんど知らなかった 興味はあるが、投資は考えていなかった スマホと PC を併用 

60 4年生 ほとんど知らなかった 興味はなく、投資をする気もなかった タブレットと PC を併用 

61 2年生 ほとんど知らなかった 興味はあるが、投資は考えていなかった スマホと PC を併用 

62 3年生 ほとんど知らなかった 興味はなく、投資をする気もなかった PC 

63 2年生 ほとんど知らなかった 興味はあるが、投資は考えていなかった PC 

64 2年生 ほとんど知らなかった 
興味があり、機会があれば投資を始めた
いと考えていた 

PC 

65 2年生 ほとんど知らなかった 
興味があり、機会があれば投資を始めた
いと考えていた 

PC 

66 2年生 ほとんど知らなかった 
興味があり、機会があれば投資を始めた

いと考えていた 
スマホ 

67 2年生 ほとんど知らなかった 興味はなく、投資をする気もなかった スマホ 

68 2年生 ほとんど知らなかった 興味はあるが、投資は考えていなかった スマホと PC を併用 

69 2年生 ほとんど知らなかった 
興味があり、機会があれば投資を始めた
いと考えていた 

PC 

70 1年生 ほとんど知らなかった 興味はなく、投資をする気もなかった スマホ 

71 1年生 ほとんど知らなかった 
興味があり、機会があれば投資を始めた
いと考えていた 

PC 

72 1年生 ほとんど知らなかった 興味はなく、投資をする気もなかった スマホ 

73 1年生 ほとんど知らなかった 興味はなく、投資をする気もなかった スマホ 

74 1年生 ほとんど知らなかった 興味はなく、投資をする気もなかった PC 

75 1年生 ほとんど知らなかった 興味はあるが、投資は考えていなかった スマホ 

76 1年生 ほとんど知らなかった 興味はあるが、投資は考えていなかった スマホと PC を併用 

77 1年生 ほとんど知らなかった 興味はなく、投資をする気もなかった PC 

78 1年生 ほとんど知らなかった 興味はあるが、投資は考えていなかった PC 

79 2年生 ほとんど知らなかった 興味はなく、投資をする気もなかった PC 

80 2年生 ほとんど知らなかった 興味はあるが、投資は考えていなかった スマホ 

81 1年生 ほとんど知らなかった 興味はあるが、投資は考えていなかった スマホ 

82 2年生 ほとんど知らなかった 興味はあるが、投資は考えていなかった スマホ 

83 2年生 ほとんど知らなかった 興味はあるが、投資は考えていなかった スマホ 

84 2年生 ほとんど知らなかった 興味はあるが、投資は考えていなかった スマホ 

85 3年生 
投資の経験があり、一通り
の実務知識を持っていた 

既に投資をしていた スマホと PC を併用 

86 3年生 
投資の経験があり、一通り

の実務知識を持っていた 
既に投資をしていた スマホ 

87 4年生 
投資の経験があり、一通り
の実務知識を持っていた 

既に投資をしていた PC 

88 2年生 
投資の経験はないが、一
般的な知識は持っていた 

興味があり、機会があれば投資を始めた
いと考えていた 

スマホと PC を併用 

89 2年生 
投資の経験はないが、一
般的な知識は持っていた 

興味があり、機会があれば投資を始めた
いと考えていた 

PC 

90 2年生 
投資の経験はないが、一
般的な知識は持っていた 

既に投資をしていた タブレット 

91 2年生 
投資の経験はないが、一

般的な知識は持っていた 

興味があり、機会があれば投資を始めた

いと考えていた 
PC 
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92 2年生 
投資の経験はないが、一
般的な知識は持っていた 

興味があり、機会があれば投資を始めた
いと考えていた 

PC 

93 2年生 
投資の経験はないが、一
般的な知識は持っていた 

興味はあるが、投資は考えていなかった PC 

94 2年生 
投資の経験はないが、一
般的な知識は持っていた 

興味があり、機会があれば投資を始めた
いと考えていた 

PC 

95 2年生 
投資の経験はないが、一
般的な知識は持っていた 

興味があり、機会があれば投資を始めた
いと考えていた 

PC 

96 4年生 
投資の経験はないが、一

般的な知識は持っていた 

興味があり、機会があれば投資を始めた

いと考えていた 
スマホと PC を併用 

 

 

【満足度】 

Q6  今回の課題の満足度を教えて下さい 

Q6-1    全体について 

今回の課題に対する満足度は、「満足」と「やや満足」を合わせると 85.5％で高評価を得まし

た。 

 

上記の理由をお書きください（71 件の回答） 

満足度について自由に記載してもらったところ、「楽しく学べた」、「面白かった」という意見と、「知

識が得られた」、「理解できるようになった」という意見が共に約 20％ありました。 

 

ニックネーム 満足度 上記の理由をお書きください（71件の回答） 

1 どちらともいえない   

2 どちらともいえない   

3 やや満足 面白かったから 

4 やや満足 投資との接点がなかったのですが、新鮮さと手軽さを感じつつ楽しむことができた。 

5 やや満足   

6 やや満足   

7 やや満足 楽しみながら学習することができた。 

8 やや満足 株式を楽しく学ぶことができたからです。 

9 やや満足 知識がゼロの状態でも、ある程度投資の概要が分かったから。 

10 満足 投資をより身近に感じられたから。 

11 満足 擬似的な体験ができたこと 
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12 満足 非常に取り組みやすく、ゲーム感覚で投資についても学べたので、良かったです。 

13 満足 ゲーム形式で楽しく学習ができたから 

14 満足 興味があった当時の知識が得られたから 

15 満足 
無料なのに株式投資のことを深く学べました。知識も増え、投資に対して興味を持ててよかったで
す。 

16 満足 
投資指標の使い方や景気・為替などの変動によってどう株価が上下するかを感覚的にも論理的に

もよく理解できたため。 

17 満足 
実際に株を選択することで、ただ知識を身につけるだけではなく、演習することができたから。ただ

見聞きするだけより知識が定着しやすいと感じた。 

18 やや満足 無料で株式投資の経験ができたが、どういう状況でどこを見れば良いかを理解しきれなかった。 

19 やや満足   

20 やや満足 難しくやりがいがあった。 

21 やや満足   

22 どちらともいえない 実際にこの知識が使えるのかどうかをまだ試していないから 

23 どちらともいえない   

24 どちらともいえない   

25 どちらともいえない 私にとっては難しい内容であり、思うようにスコアを伸ばすことができなかったため。 

26 どちらともいえない 難易度が上がるにつれてメダルがとりにくくなった 

27 どちらともいえない 一回のプレイにかなりの時間がかかるのでもう少し少なくしてほしい 

28 どちらともいえない   

29 やや不満 
とても難しく、ヒントを見ながら行ったが、難易度が変わらなかった。もう少し知識を学んでからプレイ
したいと思った。 

30 やや満足 過去のデータに基づいたリアルな投資ができるから。 

31 やや満足 ゲーム感覚で投資について理解を深めることができたから 

32 やや満足 
全く投資の知識がなかったため、ゲームを通して語句などの知識や社会状況に応じた株の選び方
を学ぶことができたからです。 

33 やや満足   

34 やや満足 ヒントを見てもよくわからなかったので 

35 やや満足 しらない投資用語を知れるいい機会になったから。 

36 やや満足   

37 やや満足   

38 やや満足 実践的だと思った。 

39 やや満足   

40 やや満足 黒の館で満足のいく結果を得られなかったから 

41 やや満足 投資についてわかりやすく学ぶことができたから。 

42 やや満足   

43 やや満足 株について学べたから。 

44 やや満足 
繰り返しの取り組みにより、投資の概要を掴むことができた点で満足である。もう少しインプットでき
る点があったらより充実したと思う。 

45 やや満足 全く分からない状態から少しは理解できるようになったから 

46 やや満足 一回の挑戦に多くの時間がかかってしまった。もう少し手軽に挑戦してみたい。 

47 やや満足 何となく 
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48 やや満足 初めてでも楽しく学べたから。 

49 やや満足 やりながら投資について楽しく学べたから 

50 やや満足   

51 満足 楽しんで取り組むことができたから。 

52 満足 全く興味がなかった事を学ぶ機会という意味で勉強になった。 

53 満足 今まで全く興味がなかった投資を比較的楽しくゲーム感覚で学ぶことができたから。 

54 満足 知らないことを知れたから 

55 満足   

56 満足 楽しみながらできたため 

57 満足 ゲーム感覚で楽しく学習ができた。 

58 満足 楽しかった！ 

59 満足 多くのヒントがありスムーズに行うことができたため。 

60 満足 興味を持って臨めた 

61 満足 ゲーム性があるので非常に取り組みやすかった 

62 満足 とてもわかりやすく、ゲーム感覚で投資を学ぶことができました 

63 満足   

64 満足 実際の投資に近い演習ができたと思うから。 

65 満足 わかりやすく、知らない知識も得られた 

66 満足 最初の方は勘で選んでいましたが、だんだんコツが理解できるようになったからです。 

67 満足   

68 やや満足   

69 やや満足 投資の全体像が掴めたから 

70 やや満足   

71 満足 基本的な知識を学べた 

72 満足 難しかったですがどんどんコツを掴んで楽しかったです。 

73 やや満足 さまざまな状況下でどの銘柄を選んだらいいか学べたから。 

74 満足 投資指標など様々なものを理解しやすかったため 

75 満足 レベルが細かく分けられていたから 

76 満足 
株や投資といった、馴染みのない分野の内容であったが、登場人物がいたり BGMが流れたりとゲ
ーム感覚で楽しめたため。 

77 やや満足 未知の銘柄について学べたから。 

78 やや満足 あまり本格的にしなかったから 

79 やや満足   

80 どちらともいえない 黒の館は難しく、クリアギリギリだった。 

81 どちらともいえない 未だにゲームのコツを掴めてない 

82 満足   

83 どちらともいえない 大変だから 
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84 やや満足 投資の基礎を学べたから 

85 やや満足 チャートを見れると良かった 

86 やや満足 勉強にはなったが、一部運要素が強い面もあったようにように感じたから。 

87 やや満足 ゲームを使って楽しみながら行える課題というのが良かった。 

88 どちらともいえない   

89 やや満足   

90 やや満足 投資指標や企業の特徴を一覧にしてみる事ができれば比較しやすかったと思う。 

91 やや満足 特になし 

92 やや満足 適度な難易度で確実に投資の基礎について学ぶことが出来たから。 

93 満足   

94 満足 株式投資に関する予備知識を分かりやすく学ぶことができたから 

95 満足 リアリティのある投資を体験できたから。 

96 満足 
ゲームという形で楽しく学べた一方で、実際の数値に基づいていたことと投資環境も細かく設定され
ていたことで、かなり歯ごたえのある内容になっていて理解が深まりました。 

 

Q6-2  課題のレベルの適切さ 

レベルが「適切（37.5％）」と「まあ適切（49.0％）」で合計 86.5％に達しました。 

 

上記の理由をお書きください（63 件の回答） 

ニックネーム 適切さ 上記の理由をお書きください（63件の回答） 

1 どちらともいえない   

2 まあ適切   

3 どちらともいえない 最初は簡単だが、あとの方は難しかったから。 

4 適切 無知の状態からでもクリアできたため適切に感じました。 

5 まあ適切   

6 まあ適切   

7 まあ適切 適切であったと思う。 

8 まあ適切 知らなかったことが多かったですが、適切であるように感じました。 

9 適切 難易度が高すぎなかったから。 

10 適切 ヒントが隠されていて、自分で考えて選択することでより良い得点が取れたから。 
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11 まあ適切   

12 まあ適切 
投資についてあまり知識がなくても、少しずつ理解することが出来ましたし、ヒントや会社等の説明も

ついていて、初めての人にもレベルを合わせているなと思いました。 

13 まあ適切 何回か挑戦したが毎回クリアすることができたから 

14 適切 ゲーム形式で親しみやすかったから 

15 適切 少し難しかったが考え方のヒントなどを与えてもらえたのでやりやすかったです。 

16 適切 難易度の上昇具合がちょうどよく、段階的に知識が身についたと感じるため。 

17 適切   

18 適切 難易度、期間ともにふさわしいと思ったから。 

19 まあ適切   

20 やや不適切 難しい。 

21 まあ適切 館が進むにつれ難しく感じた。 

22 まあ適切 なかなか難しいものもあったため 

23 どちらともいえない   

24 まあ適切   

25 やや不適切 知識がほぼない学生には難しかった。 

26 どちらともいえない   

27 まあ適切 難易度はちょうどよかったと思う。 

28 まあ適切   

29 やや不適切   

30 まあ適切 徐々に難易度が上がり、その都度説明があるから。 

31 まあ適切 課題の達成が難しすぎず、簡単過ぎなかったため 

32 適切   

33 まあ適切   

34 どちらともいえない   

35 まあ適切   

36 適切   

37 どちらともいえない   

38 どちらともいえない ちょっと難しくて運が必要だと思った。 

39 まあ適切   

40 まあ適切 黒の館がやや難しかったから 

41 まあ適切 投資についての知識がほとんどない状態でもできたから。 

42 適切   

43 まあ適切 館によっては難しく感じた。 

44 適切 レベルに合わせてコースが設定されていたため。 

45 まあ適切 レベルにあった難易度だったから 

46 まあ適切 特になし 
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47 まあ適切 なんとなく 

48 まあ適切 減点機能が厳しかった。 

49 まあ適切 黒の館が難しかったから 

50 まあ適切   

51 適切 簡単すぎることも難しすぎることもなく、頑張れば良い点数がとれるぐらいのレベルだったから。 

52 適切 ゲーム内のヒントを見て、繰り返し挑戦すれば初心者の自分でも点数を取れたから。 

53 適切 始めは低い点数でも取り組んでいくうちに着実に実力が付くようになっていたから 

54 適切 ヒントもありわかりやすったから 

55 まあ適切   

56 適切 ステージが上がるごとに少しずつ難しくなっていったがやりがいがあったため 

57 適切 何回か繰り返すことで少しづつスコアが上がっていく実感ができたため。、 

58 まあ適切 いい時間で終わることができたから 

59 まあ適切 黄の館が少し難しく感じたがクリアすることができたため。 

60 適切 簡単にクリアできないレベルで面白かった 

61 適切 全く知らない状態でもヒントなどを見ればなんとか解くことが出来たから 

62 適切   

63 適切   

64 まあ適切 難しいと感じたが、クリアできないほどではなかったから。 

65 適切 楽しめる範囲内 

66 適切 青の館から黒の館までの流れの中で鍛えられたからです。 

67 適切   

68 まあ適切   

69 適切   

70 まあ適切   

71 適切 知識が増えれば点数が高くなる 

72 適切 少し難しかったけどよかったです。 

73 適切 投資について全くわからなかったが、さまざまな状況下での投資を何度も学べたから。 

74 まあ適切 分析するのが難しく、時間がかかるため 

75 どちらともいえない 難しいと感じたステージもあったから 

76 まあ適切 黒の館が青･黄色の館に比べて一段と難しくなったため。 

77 まあ適切 黒の館が難しかったから。 

78 まあ適切   

79 まあ適切   

80 どちらともいえない 一応クリアできたから。 

81 まあ適切 まぁ適切。 

82 まあ適切 難しい 

83 まあ適切 やる前より株式のことが分かったから 
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84 まあ適切 簡単すぎず難しすぎずの丁度いいバランスだったから。 

85 適切 やっていて楽しかった。ターン毎に状況が変更されるコンセプトは良いと思った 

86 適切 導入としては非常に適切だと感じたからです。 

87 適切 簡単すぎずやりごたえのある課題だったから。 

88 まあ適切   

89 どちらともいえない   

90 まあ適切 館の色が変わるにつれて難易度も徐々に上がっていったから徐々に上がっていったから。 

91 まあ適切 特になし 

92 適切 適度な難易度で確実に投資の基礎について学ぶことが出来たから。 

93 まあ適切   

94 適切 賢者の事典など、しっかりとした教材があったから。 

95 適切 しっかりと取り組めばよい点を獲得できるようになっていたから。 

96 適切 館を進むごとに少しずつ知識がついていき、進むほどにそれが活かせたのでやりがいがありました。 

 

 

Q6-3  それぞれの館における課題期間の長さ         

「ちょうどよい」が 52.1％、「やや長い」18.8％、「やや短い」24.0％で課題期間の長さは適切だった

ようです。 

 

 

上記の理由をお書き下さい（59 件の回答） 

ニックネーム 期間 上記の理由をお書き下さい（59件の回答） 

1 やや短い   

2 やや長い   

3 やや長い   

4 ちょうどよい 課題に追い込まれているような感覚はなく、またその逆もなかったため。 

5 長すぎる   

6 ちょうどよい   

7 やや短い もう少し多くの回数に挑戦したかった。 
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8 やや短い 黒の館の期間が短く、他の課題との兼ね合いもあり大変でした。 

9 やや短い 他の科目の課題との兼ね合いが難しかったから。 

10 ちょうどよい しっかり余裕をもって課題を進められる長さだったから。 

11 やや短い   

12 ちょうどよい 一つ一つにじっくり取り組める時間があったと思います。 

13 ちょうどよい 無理なく時間を作ることができたから 

14 ちょうどよい   

15 やや長い もう少し手軽にサクサクできると良いかなと感じました。 

16 やや短い 
黒の館に関して、より多くの投資指標を比較しながら銘柄決定をするので 1プレイ当たりの時間は長くなる

が、課題期間は他 2館と比べ短くなっていて、何度もプレイすることが難しかったため。 

17 ちょうどよい   

18 ちょうどよい それなりに考えられる時間があったから。 

19 ちょうどよい   

20 ちょうどよい ちょうどよい。 

21 ちょうどよい 行き帰りで出来たため。 

22 ちょうどよい ちょうど良かったため 

23 短か過ぎる 黒の館の提出期間が短いと感じた。 

24 ちょうどよい   

25 やや長い   

26 ちょうどよい   

27 やや長い 長いから 

28 ちょうどよい   

29 ちょうどよい   

30 ちょうどよい ケースごとに分かれており進めやすいから。 

31 ちょうどよい 無理なく行えたため 

32 ちょうどよい   

33 ちょうどよい   

34 ちょうどよい   

35 やや長い 情報量が多く、一問にかける時間が長くなった。 

36 ちょうどよい   

37 ちょうどよい   

38 ちょうどよい   

39 ちょうどよい   

40 やや短い 黒の館の内容が難しいのに、課題期間が短かったから 

41 やや短い 黒の館が少し難しく時間がかかったから。 

42 ちょうどよい   

43 やや長い 一つクリアするのには少し時間がかかると感じたから。 
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44 やや長い 所要時間を要したため。 

45 ちょうどよい ちょうどいい長さだった 

46 短か過ぎる 他の教科の課題もあり忙しかった。 

47 やや長い なんとなく 

48 やや長い 
1ゲーム 15分くらいで何回も回せるほうが取り組む前の心構えが楽になる。（慣れてないから時間がかかっ
ただけかもしれないが。 

49 ちょうどよい   

50 ちょうどよい   

51 やや短い 1つ前の課題が終わったと思ったら、すぐに次の課題が来てしまったような印象を持ったから。 

52 ちょうどよい 自分的には無理なくこなせたから。 

53 やや短い 
後半、特に黒の館はもっと時間をかけてチャレンジしたかったのと、提出期間内に他の館に挑戦する時間が

あまりなかったから。 

54 ちょうどよい 苦しいことなく挑戦できたから 

55 ちょうどよい   

56 やや短い 2回以上行わないといけない場合、もう少し時間に余裕があると良いと思ったから 

57 ちょうどよい 自分自身特に焦ることもゆとりを持ちすぎることもなく取り組めたため。 

58 ちょうどよい できる期間だったから 

59 やや短い 期間が変更になったこともあり、計画していた日程と変わってしまったから。 

60 やや短い もう少し回数をこなしていたかった 

61 ちょうどよい 何も知らない状態の中そんなに時間もかからないで解けたから 

62 やや長い   

63 ちょうどよい   

64 やや短い 課題が難しいと感じた時があったから。 

65 ちょうどよい ちょうどいい 

66 やや長い 意外と 2~3日でクリアできたからです。 

67 やや短い   

68 ちょうどよい   

69 ちょうどよい   

70 やや短い   

71 ちょうどよい 特に快、不快を感じなかったから 

72 やや長い 少し長いと感じてしまいました。 

73 やや短い 課題をするのに集中して 1時間ほどかかるため。 

74 ちょうどよい 一番初めの館のみ短くても良いと思ったが、他はよかった。 

75 やや短い 難しいステージは時間がかかってしまったから 

76 やや長い 
青から黒にかけて難易度が上がっているため黒の館に取り組む際は青の館に比べて時間がかかった。難
易度に応じてステージ宣言を少しずつ減らして頂けると、より親しみやすくなると思うため。 

77 長すぎる 時間がかかりすぎるから。 

78 ちょうどよい   

79 やや長い   
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80 やや短い 2週間欲しい。 

81 やや長い 思ったよりも長い。理由はない。 

82 やや短い   

83 やや短い ほかの課題もあるから 

84 ちょうどよい 丁度良かったから。 

85 ちょうどよい ちょうどよかったです 

86 ちょうどよい 約一週間は集中もしやすくよかったのではないかと思います。 

87 やや長い 
やろうと思えばすぐにクリアできる、且つ緊急事態宣言中でずっと自宅にいるため、もっと短めの設定でも良

かったと思った。 

88 やや短い   

89 ちょうどよい   

90 ちょうどよい 数日に分けてできる量だから。 

91 やや長い 長いから 

92 ちょうどよい 適度な難易度で確実に投資の基礎について学ぶことが出来たから。 

93 やや短い   

94 ちょうどよい 忙しかったため 

95 やや長い 同じステージを数回取り組むとなるとやや長いように感じた。 

96 ちょうどよい   

 

 

Q6-4  今回の課題にチャレンジした合計の時間を教えて下さい 

「青の館」では「1～2 時間」が 37.5％で最も多く、次いで「1 時間以内」が 29.2％、「3 時間以上」

が 18.8％でした。一方、「黄の館」では「1 時間以内」は 18.8％に減って、「2～3 時間」が 21.9％、

「3 時間以上」が 20.8％に増えました。「黒の館」では、「1 時間以内」は 11.6％にさらに減り、「2

～3 時間」が 25.3％、「3 時間以上」が 25.3％に増えました。 

            

Q6-4-1 青の館 

 

Q6-4-2 黄の館 
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Q6-4-3 黒の館 

 

 

Q6-5    課題のおもしろさ／興味深さ 

課題のおもしろさ／興味深さについては、「満足（39.6％）」と「やや満足（39.6％）」を合計

すると 79.2％に達しました。 

 

上記の理由をお書き下さい（55 件の回答） 

ニックネーム 満足度 上記の理由をお書き下さい（55件の回答） 

1 どちらともいえない   

2 どちらともいえない   
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3 どちらともいえない   

4 やや満足 課題の範囲以降にも手を伸ばしてみたいと感じることができたため。 

5 不満   

6 やや満足   

7 やや満足 達成感があり、充実した学びにつながった。 

8 やや満足 実際に株式投資をしてみたくなるくらいに興味を持つことができました。 

9 やや満足 今後、投資を始めたいと感じたから。 

10 満足 より高得点をとれるかを競うというゲーム性が面白かったから。 

11 やや満足   

12 やや満足 
この課題を通じて少し投資について理解することが出来て、会社も分析することが出来ました。前よりも
確実に興味を持ち始めたと思います。 

13 満足   

14 満足 ゲーム感覚で知識が得られるから 

15 満足 
どうすればより良いポートフォリオを作れるのかわかったので、実際にもやってみたいと興味を持てまし
た。 

16 満足 
何度もプレイすることで有効な指標を見極めたり、逆に今までと違う指標を使って成功または失敗したり
と、トライアンドエラーを繰り返すことにも楽しさがあったため。 

17 満足 
必ずしもベータなどに従えば最適な投資先が見つかるとは限らず、様々な指標と実際の株価の変動が

必ずしも一致するとは限らないところ。 

18 満足 専門的な知識が最低限でも楽しめたから。 

19 満足   

20 やや満足 達成感がある。 

21 やや満足   

22 やや満足 投資にさらに興味が出たため 

23 どちらともいえない   

24 どちらともいえない   

25 どちらともいえない   

26 どちらともいえない   

27 どちらともいえない 株の買い方などは理解できたが、場面が極端すぎると思った。 

28 やや不満   

29 どちらともいえない   

30 満足 習ったことが必ずしも攻略につながるとは限らないから。 

31 やや満足 勉強というカテゴリの中では楽しんでやれたと思ったため 

32 満足   

33 やや満足   

34 どちらともいえない   

35 やや満足   

36 やや満足   

37 やや満足   

38 やや満足 リアルだったから。 



２６ 

 

39 やや満足   

40 満足 試行錯誤をしながら、挑戦するのが楽しかったから 

41 満足   

42 満足   

43 やや満足 知らなかったことを学べたから。 

44 満足 ストーリー性があり、分かりやすく進めることができたため。 

45 やや満足 全体的に満足いく内容だった 

46 どちらともいえない 特になし 

47 やや満足 なんとなく 

48 やや満足 
かなり良かった。唯一挙げるならやるごとにレベルのようなものが上がったり新たなキャラが使えたりの
ようなゲーム性があるとさらに楽しかったかもしれない。 

49 やや満足   

50 満足   

51 満足 難しい話題がゲームにすることで取り組みやすくなったから。 

52 満足 
点数形式で評価が出るのが面白かった。ゲーム感覚でできるため、遠かった株式投資を身近に感じる
ことが出来た。 

53 満足 ゲーム感覚で投資を手軽に学ぶことができるから 

54 やや満足 楽しかったがもう少し点数を取りたかったから 

55 やや満足   

56 満足 一筋縄でいかないところが大変ではあったがやりがいがあると思ったから 

57 満足 大学の授業でゲームが出来るとは思っておらず、興味や好奇心を持って取り組むことができたため。 

58 満足 楽しみながらゲームを進めることができたから 

59 満足 さまざまなシチュエーションがあって面白かった 

60 満足 とっつきにくい内容なのに意欲がわいた 

61 満足 楽しくは学べたから 

62 満足   

63 どちらともいえない   

64 やや満足 実際の投資に近いと感じられ、とても参考になったから。 

65 満足 楽しい 

66 満足 
投資の指標をゲームしながら学べて、自分もこれから株を本気で投資してみようという気持ちになりまし
た。 

67 満足 投資のことを全く知らなかったが市況に合わせた業種の選び方を知ることが出来たから。 

68 やや満足   

69 やや満足   

70 どちらともいえない   

71 満足 ゲーム感覚でできたから 

72 満足 全く知らなかったですが景気についてしめされたからです。 

73 やや満足 大企業だからといってどんな状況下でも選んでいいと言うわけではないと分かったのが面白かった。 

74 やや満足 事前にもう少し知識を持ってからしたほうが、使うときに理解が深まりやすいと考えた 
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75 やや満足 難易度が高すぎるステージもあったから 

76 満足 
(先程も書いたが)ゲーム感覚で楽しめる点が賢者のポートフォリオにおける最大のメリットであると思う。

実際私もこのゲームを通じて、少しずつ株や投資の知識を頭に入れることが出来たため。 

77 どちらともいえない 作業が単調だから。 

78 やや満足   

79 やや満足   

80 やや満足 ゲームをやっているようで楽しい。 

81 どちらともいえない   

82 どちらともいえない 面白いがとても大変 

83 どちらともいえない   

84 やや満足 ゲーム形式で投資が学べたから。 

85 やや満足 楽しいが終盤飽きてしまった。 

86 満足 課題自体は実際の損失がない分、思い切った判断もできてよかったです。 

87 満足   

88 やや不満   

89 やや満足   

90 やや満足 投資に元々興味があったから。 

91 やや満足 特になし 

92 満足 同じような銘柄を購入したとしてもおなじ結果にはならないと知ったから。 

93 満足   

94 満足 もともと興味のあった投資について学ぶことができたから 

95 満足 知識、経験ともに自分の身につくものであったと感じたから。 

96 満足   

 

 

Q7 このアプリを使って「いいな」と感じたところを教えて下さい（61 件の回答）  

Q8 このアプリを使って「出来が悪い」と感じたところを教えて下さい（59 件の回答） 

ニックネーム 
Q7 このアプリを使って「いいな」と感じたところ
を教えて下さい（61件の回答） 

Q8 このアプリを使って「出来が悪い」と感じたところを
教えて下さい（59 件の回答） 

1     

2   読み込み時間の長さ、UI、サウンド設定 

3     

4 知識が乏しい状態からでも知識を得やすい点。 
回答後の「1 点？2点？」のような画面は要らないように感
じました。 

5     

6     

7 進め方が簡略な方法で分かりやすかった。 特にありません。 

8 
途中で切断が切れてしまっても全て記録されている

ところから再開できるのが良いなと感じました。 

2 連続で同じ問題が出てきてしまった時は、答えが記憶に残

っている状態だったため残念に感じました。 

9 専門用語についての説明が詳しかったところ。 稀に、処理速度が遅く感じたところ。 
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10 
いつの年代にどんな企業が伸びてきたのかが具体的
に分かるというところ。 

やや１ゲームが長いと感じた。 

11 全く知らなくてもある程度教えてくれる。   

12 
分からないところを分かることができるようなヒン
トだったり、知識の宝庫があった。 

途中で止まってしまったり、特典発表の際に、いきなり途
切れて切れてしまうことがありました。 

13 
細かい単語の説明が多く Google検索などを利用せ
ずにアプリ内ですべて完結できたところ 

  

14 わかりやすく当時の知識が得られるところ   

15 
用語や投資のヒントが事細かに書かれていて知識を

たくさん学べたと思います。 

ステージの数が多くて一回館をクリアしようとするのに時
間がかかり疲れてしまうので、もう少しステージを区切っ

ても良いかなと感じました。またタブが一回一回出てしま
うので戻るのも大変でした。 

16 
複数の局面を用意してくれてあるので、自分はこの

局面の成績がよくない、といったことが一目でわか
る。 

特にはないが、強いて言うなら投資指標のタブを（PCで）

開くと BGM が重複するので、投資指標画面の BGMはなくて
もいいかもしれないと感じた。 

17     

18 
そこまで専門的な知識を持ってなくても楽しめると
ころ。 

どういうときにどこを見れば良いかの説明が少ないとこ
ろ。 

19     

20 攻略のコツがあること。 前知識がないと難易度が高い。 

21 片手間ですることが出来る。 音楽を聞きながら出来ないところ。 

22     

23     

24     

25   
ヒントをくれる館の主人的な人物のアドバイスの上から目
線すぎて気に障る。 

26     

27 株の選び方がわかる 
いろんな情報を見るのにいちいち押さなければならないと
ころ。一覧で時価総額とか全部見れるようにしてほしい。 

28     

29     

30 リスクのある投資をすると減点されるところ。 
ログインをした後、「ゲームを始める」を押すと出てくる
ページにある「ゲームを始める」ボタンが分かりずらい。 

31 ゲーム感覚で株式投資について学べるところ 攻略のヒントがあまり役に立たなかった 

32 
分からない用語を押すと説明や補足まで出てくると
ころです。 

  

33     

34     

35 経済用語や投資用語を多く学べた。 

最初のレベルから情報量が多く、どこを見ていいかわから
なかった。 

レベルに合わせて注目する指標を絞ったほうが初心者に優
しいと思う。 

36     

37     

38 実践的 なし 

39     

40 
実際の企業や出来事のデータを用いていて、馴染み
やすいこと 

任意の場面で、攻略のヒントが見られなかったこと 

41     

42     
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43     

44 問題がパターン化されていない点。 特になし。 

45 ゲーム感覚でできるので楽しく学ぶことができた 特になし 

46 解説が分かりやすい。 一回の挑戦に時間がかかる。 

47 投資の知識が得られる 難しい 

48 やりやすい所。 情報量が多い所。 

49 やりながら学べるところ   

50     

51 用語の解説やヒントがあるのが良かった。 

用語の解説やヒントを開くときに、その都度別のページに

飛ばなくてはならないのがやりにくかった。挑戦の画面(企
業の名前が書いてあり、ボタンを押すページ)は見えるよう
にしたままで、画面の端の方で開ける機能などがあったら

良いと思った。 

52 それぞれの館で段階を踏んで学べるところ。 操作音などを消す機能が欲しかった。 

53 
指標などの知識も詳しく解説があって取り組みやす
かった 

複数の投資指標を考える際にいちいちページを閉じてか

ら、他のを見なければならないことに多少不便さを感じ
た。複数の投資指標を同じページで見比べられるようにす
るともっと考えやすかったと思う。 

54 社会の動きについて知れたこと 特にないです 

55     

56 あまり難しく考えずに株式投資に触れられるところ 特にない 

57 ヒントがある所。 
ヒントと結果に相互関係を見つけられない時が何度かあっ

た。 

58 サポートしてくれる所 音声エフェクトが少ない 

59 
案内が細かくあり、回数を重ねても新しい情報がた

くさんあること 

電波などが少し悪いと誤作動が起きてしまう時に少し不便

に感じました 

60 ゲーム性と細かな情報の提示 テンポ感 

61 ヒントなどを見させてくれるところ BGMの切り替えを出来るようにしてほしかった 

62   
できが悪いことはなかったのですが、バックグラウンドで
再生されている音楽が消せなかったので消せるように改良
してもらいたいです。 

63     

64 
実際の株式市場の様子を基にした演習ができる点が
よいと感じた。 

BGMの音量が少し大きすぎるような気がした。 

65 楽しめるところ 音源 

66 
たくさん指標を見られて、ヒントや不況の時はどん

な指標のどこを見ればよいか学ぶことが出来たから
です。 

博士みたいなキャラクターのセリフがパターン化されてい
たので、AI みたいな感じでその時々に合わせて被らずにた

くさんのセリフがあると、もっと面白いかもしれないと思
いました。また、解説がしっかりあると個人的にはありが
たいです。 

67 
興味がなくてもゲームで何となくやっているうちに
はまっていくところ。 

  

68     

69     

70 会社などを知ることができる 検索を押すとページがどんどん開かれるのが面倒 

71 楽しみながら知識が増えた 特になし 

72 
私たちにもわかりやすく説明が書かれているところ

です。 

クリアが無理だったときに継続するか一回このゲームをや

めるか選びたいです。 

73 
メダル制度。ゴールドメダル目指して頑張ろうと思
える。 

ボタンが押しにくい。もうちょっと攻略のヒントをわかり
やすくしてほしい。 
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74 
投資の結果をすぐに知ることができ、フィードバッ
クされるのがよかった。 

会社の情報を見る時に一斉に見れるようにして、比較でき
たほうがよかった。 

75 レベルごとに分けられている キャラクターのコメントが厳しすぎる 

76 
点数に応じてメダルがもらえるなど、株や投資に関
すること以外も細かく作られている点。点数に応じ
て登場人物がコメントをする点。 

(恐れながら、1 つ書かせていただきます)ゲーム中に用語を
すぐタップして調べられるとあったが、用語をタップする

と新しいタブが開かれることになり、ゲーム画面のタブと
用語説明のタブを何度も表示を切り替えて見なければなら
ない。技術的に難しいかもしれないが、用語をタップすれ

ばそのゲーム画面のままで用語説明が見られるようになる
と、よりスムーズにゲームを楽しめると思う。 

77 手軽にできるところ。 BGMが不要。 

78   すぐに点数がでるようにしてほしかった 

79     

80 スマホで気軽に学べる。 音が消せない。 

81 色々な企業を知れる スマホだとタッチしにくい 

82 
やっているうちに何となくではあるが、知識が増え

てくるところ 

アプリを使いながら音楽が聴けない、タップを何度かしな

ければならないところ 

83     

84 分からない用語や企業などの解説が見れるところ。 特になし。 

85 手軽に金融の感覚がつかめる チャートがないところ。 

86 
実際の実際の損失が出なくて、思い切った判断がで
きるところですところです。 

少々運要素が強い面もあったところです。 

87 
投資に関する新たな知識を学ぶことができたとこ
ろ。 

BGMや音量の大きさがチープで、一昔前の FLASH黄金時代の
PC ゲームのようだった。 

88     

89     

90 投資指標の解説 株価上昇の要因がいまいちわからなかった。 

91 基本的知識が学べた リスク判定の基準などがあいまいなのではないかと感じた 

92 指標が見やすかったところ bgmが少し大きかったところ 

93     

94 手軽に投資のことについて学ぶことができるところ 
最初のゲームを始める際に、「はじめる」ボタンが消えた

りついたりしたため、押しづらかったこと 

95 
誤ってページを閉じてしまっても途中から再開でき

る点。 
特になし。 

96     

 

 

Q9 アプリには株式投資に関する様々な情報がありますが、参考にした情報を教えて下さい（複数選

択可）（79 件の回答） 

「賢者の事典（チュートリアル）」が 53.2％で最も高く、次いで「賢者の事典（用語と出来事・株式投

資に関する用語）」と「賢者の事典（投資指の有効な使い方）」が同率で 40.5％でした。 
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Q10  このアプリの課題を通じて、金融経済環境と株式投資に関する知識が深まったと思いました

か？ 

「大いに思う」と回答した人は 25.0％、「ある程度思う」と回答した人は 65.6％で、合計すると 90.6％

の高い数値になりました。 

 

 

上記の理由をお書きください（52 件の回答） 

ニックネーム 評価 上記の理由をお書きください（52 件の回答） 

1 あまり思わない   

2 あまり思わない   

3 ある程度思う   

4 ある程度思う 自ら興味を持って金融経済環境や株式投資に関する知識に触れる機会になったため。 

5 ある程度思う   

6 わからない   

7 ある程度思う 投資指標を比較するうえで知識がついたと思う。 

8 ある程度思う 
高得点を取るためには細かい用語も理解する必要があったため、自然と学びは深まりまし
た。 
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9 ある程度思う ある程度実践的な知識がついたから。 

10 ある程度思う 具体的な解説があったから。 

11 ある程度思う   

12 大いに思う 
以前はほとんどなかった知識がこのアプリを通じて企業や業種ごとに理解することが出来ま
した。 

13 ある程度思う 今まで知らなかった情報を多量に得ることができたから 

14 ある程度思う   

15 大いに思う 投資の定石を全く知らなかったが、知ることができたため。 

16 大いに思う 
他の授業や講義を聞いたときに、このアプリで得た金融や株式の知識と照らし合わせて考え
る機会が多くなったと感じるため。 

17 大いに思う   

18 ある程度思う 書いてあることをメモしながらやったから。 

19 大いに思う   

20 ある程度思う 印象に残るもんだいがいくつかあった。 

21 ある程度思う   

22 ある程度思う   

23 あまり思わない   

24 ある程度思う   

25 ある程度思う   

26 ある程度思う   

27 ある程度思う 全く未知の領域に触れられたから 

28 わからない   

29 あまり思わない   

30 ある程度思う   

31 ある程度思う 以前は全く知識がなかったので、それなりに知識を深めることができたため 

32 ある程度思う   

33 あまり思わない   

34 ある程度思う   

35 ある程度思う   

36 ある程度思う   

37 ある程度思う   

38 ある程度思う 株式指標についてなんとなくしれたから。 

39 ある程度思う   

40 ある程度思う ある程度は思うが、本当にそれが正しいかの判断ができないため 

41 ある程度思う   

42 ある程度思う   

43 ある程度思う 今まで全く知識がなかったから。 

44 ある程度思う 自分で実際にポートフォリオを作り、アプリからフィードバックをもらえたため。 
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45 ある程度思う 少し知識がついたから 

46 ある程度思う 特になし 

47 ある程度思う なんとなく 

48 ある程度思う   

49 大いに思う   

50 大いに思う   

51 ある程度思う ゲームを通じて、株式を身近に感じることができたから。 

52 ある程度思う 
やる前よりは知識は着いたと思う。しかしゲームとしての株式投資だったのでそれがリアル

で通用するかは分からない。 

53 ある程度思う 景気に合わせてどのように考えなければならないかが多少理解できたと思うから。 

54 大いに思う 今まで無知だったから 

55 ある程度思う   

56 ある程度思う 少しだが用語を理解できるようになった部分があったから 

57 大いに思う 過去のデータから、いくつかの指標を自分自身で解析し考えることができたから。 

58 ある程度思う すごくゲームをしながらまなべたから 

59 大いに思う 経済指標など知らなかったことがたくさんあったから 

60 大いに思う もともと全く興味がなかったため 

61 ある程度思う 
あくまでも何も分からない人に対してゲームで教えているわけだから、完全にはいかなくて

も、興味は深まったと思う 

62 大いに思う 
失敗しても、このような状況ではこのような企業に投資すると良いなどアドバイスが書いて

あり、同じような状況で思い出すことができれば現実で投資してもうまくいくのではと思い
ました。 

63 あまり思わない   

64 ある程度思う 忙しくてしっかりアプリをやり込む時間が無かったため。 

65 ある程度思う   

66 大いに思う 海外でその時代どんな金融危機や事件があったかも知ることができて有意義でした。 

67 大いに思う   

68 ある程度思う   

69 大いに思う   

70 ある程度思う 全く知らなかったので基礎知識を知れたと思う 

71 大いに思う 最初と比べて分かることが増えた 

72 大いに思う 知らなかったことが身近に感じたからです。 

73 大いに思う 株初心者でもわかりやすいから。 

74 ある程度思う 投資指標を知ることができたから。 

75 ある程度思う 基本的なことから解説されているから 

76 ある程度思う 
ゲームをすることで、投資に関する知識を知ることができたことは私にとってとても大きな
ことである。しかし、まだまだ基礎的なことだとしか理解していないと思っているため。 

77 大いに思う 投資に関心が持てるから。 

78 あまり思わない   

79 ある程度思う   

80 ある程度思う 始めた時よりはわかってきた。 
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81 ある程度思う   

82 ある程度思う 大まかなイメージがついた 

83 ある程度思う   

84 大いに思う 全く知識がない状況から理解を深められたから。 

85 ある程度思う 円高円安などの感覚を知れるのはいいと思う。 

86 大いに思う 知らなかった知識などを改めて学ぶことができたからですからです。 

87 ある程度思う 
やはり実際に投資活動をしないとわからない点は多いと思うが、事前知識をつける上でとて
も有効だと思う。 

88 ある程度思う   

89 ある程度思う   

90 ある程度思う 過去の経済動向を知ることができたから 

91 ある程度思う 特になし 

92 大いに思う 適度な難易度で確実に投資の基礎について学ぶことが出来たから。 

93 ある程度思う   

94 ある程度思う 株式投資に関する用語について理解できたから 

95 大いに思う 用語を気になったタイミングで調べることができたから。 

96 大いに思う   

 

 

Q11  このアプリの課題を通じて、知識が深まったと思う内容を教えて下さい（複数選択可） 

「金融経済環境の変化と業種との関係に関する知識」を挙げた人が 46.9％、「株式投資の成否に

関係する投資指標に関する知識」を挙げた人が 37.5％、「過去に実際に発現した金融経済環境に関

する知識」を挙げた人が 36.5％でした。 

 

 

上記の理由をお書きください（46 件の回答） 

ニックネーム 知識が深まったと思う内容 上記の理由をお書きください（46件の回答） 
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1 株式投資を始めるに当たっての実践的な知識   

2 金融経済環境の変化と業種との関係に関する知識   

3 金融経済環境の変化と業種との関係に関する知識   

4 金融経済環境の変化と業種との関係に関する知識 状況を読み解いた上で選択する必要があったため。 

5 わが国の主な上場企業に関する知識   

6 過去に実際に発現した金融経済環境に関する知識   

7 株式投資の成否に関係する投資指標に関する知識 指標に関する多くの情報を参考にしたから。 

8 

過去に実際に発現した金融経済環境に関する知識, わが国

の主な上場企業に関する知識, 金融経済環境の変化と業種
との関係に関する知識, 株式投資における分散投資の効果
に関する知識 

ゲームを進めていく上で自然と身についていきました。 

9 
株式投資の成否に関係する投資指標に関する知識, 株式投
資を始めるに当たっての実践的な知識 

指標の意味について理解できたから。 

10 株式投資を始めるに当たっての実践的な知識 アドバイスや解説が豊富だったから。 

11 
過去に実際に発現した金融経済環境に関する知識, 株式投
資の成否に関係する投資指標に関する知識 

  

12 
金融経済環境の変化と業種との関係に関する知識, 株式投
資を始めるに当たっての実践的な知識 

私は企業毎のデータを見たり、時代の流れをよく見てい
たので、これらの知識が頭にすっと入ってきました。 

13 
過去に実際に発現した金融経済環境に関する知識, 金融経

済環境の変化と業種との関係に関する知識, 株式投資の成
否に関係する投資指標に関する知識 

  

14 
金融経済環境の変化と業種との関係に関する知識, 株式投
資の成否に関係する投資指標に関する知識 

  

15 
株式投資の成否に関係する投資指標に関する知識, 株式投

資における分散投資の効果に関する知識, 株式投資を始め
るに当たっての実践的な知識 

用語解説が充実していたため別個で調べなくても学べ
ました。 

16 

過去に実際に発現した金融経済環境に関する知識, 金融経
済環境の変化と業種との関係に関する知識, 株式投資の成

否に関係する投資指標に関する知識, 株式投資における分
散投資の効果に関する知識, 株式投資を始めるに当たって
の実践的な知識 

結果的に受講者内でとても成績が良かったわけではな
いが、「4点をたくさん取るためにリターンの高そうな銘
柄を選んで取る」というよりも「2点以下を取らないように

リターンの成績が 12銘柄の中で中ぐらいにありそうなも
のを 2，3個入れる」という戦略に行きつき、それでゴー
ルドメダルが取れることが多かったので、投資における

分散の重要性を感覚的にも理解できたと感じるため。 

17 
金融経済環境の変化と業種との関係に関する知識, 株式投
資の成否に関係する投資指標に関する知識, 株式投資にお

ける分散投資の効果に関する知識 

  

18 
金融経済環境の変化と業種との関係に関する知識, 株式投

資の成否に関係する投資指標に関する知識 
それを参考にゲームを進めたから。 

19 
金融経済環境の変化と業種との関係に関する知識, 株式投
資の成否に関係する投資指標に関する知識 

  

20 金融経済環境の変化と業種との関係に関する知識 状況に応じて金融環境が変わることを学んだ。 

21 
株式投資における分散投資の効果に関する知識, 株式投資
を始めるに当たっての実践的な知識 

  

22 株式投資の成否に関係する投資指標に関する知識   

23 わが国の主な上場企業に関する知識   

24 株式投資の成否に関係する投資指標に関する知識   

25 金融経済環境の変化と業種との関係に関する知識   

26 
過去に実際に発現した金融経済環境に関する知識, わが国
の主な上場企業に関する知識, 株式投資を始めるに当たっ
ての実践的な知識 

  

27 金融経済環境の変化と業種との関係に関する知識 説明が書かれていたから 

28 株式投資の成否に関係する投資指標に関する知識   

29 株式投資の成否に関係する投資指標に関する知識   
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30 
過去に実際に発現した金融経済環境に関する知識, 金融経
済環境の変化と業種との関係に関する知識 

  

31 
わが国の主な上場企業に関する知識, 金融経済環境の変化
と業種との関係に関する知識 

ゲーム内で特に意識してプレイしたため 

32 
過去に実際に発現した金融経済環境に関する知識, 金融経
済環境の変化と業種との関係に関する知識 

  

33 
過去に実際に発現した金融経済環境に関する知識, わが国
の主な上場企業に関する知識 

  

34 金融経済環境の変化と業種との関係に関する知識   

35 
過去に実際に発現した金融経済環境に関する知識, 金融経
済環境の変化と業種との関係に関する知識 

  

36 
過去に実際に発現した金融経済環境に関する知識, 金融経

済環境の変化と業種との関係に関する知識 
  

37 過去に実際に発現した金融経済環境に関する知識   

38 株式投資を始めるに当たっての実践的な知識 リアルに近いと思ったから。 

39 
金融経済環境の変化と業種との関係に関する知識, 株式投
資の成否に関係する投資指標に関する知識 

  

40 

過去に実際に発現した金融経済環境に関する知識, わが国

の主な上場企業に関する知識, 金融経済環境の変化と業種
との関係に関する知識, 株式投資の成否に関係する投資指
標に関する知識 

株式投資のリスクの見極めが身に付けられなかったか
ら 

41 
金融経済環境の変化と業種との関係に関する知識, 株式投
資の成否に関係する投資指標に関する知識 

  

42 
株式投資の成否に関係する投資指標に関する知識, 株式投
資を始めるに当たっての実践的な知識 

  

43 
過去に実際に発現した金融経済環境に関する知識, わが国
の主な上場企業に関する知識, 金融経済環境の変化と業種
との関係に関する知識 

  

44 

わが国の主な上場企業に関する知識, 金融経済環境の変化
と業種との関係に関する知識, 株式投資の成否に関係する
投資指標に関する知識, 株式投資における分散投資の効果

に関する知識 

実践型で様々な市場パターンを試すことができたため。 

45 過去に実際に発現した金融経済環境に関する知識 このアプリをすることで学べた 

46 金融経済環境の変化と業種との関係に関する知識 特になし 

47 過去に実際に発現した金融経済環境に関する知識 なんとなく 

48 株式投資を始めるに当たっての実践的な知識   

49 株式投資の成否に関係する投資指標に関する知識   

50 株式投資を始めるに当たっての実践的な知識   

51 
過去に実際に発現した金融経済環境に関する知識, 金融経
済環境の変化と業種との関係に関する知識 

業者による経済から受ける影響の違いについて、あまり

考えたことがなかったため、このアプリを通じて理解が
深まったと思うから。 

52 株式投資の成否に関係する投資指標に関する知識 攻略のヒントを主に参考にしてプレイしていたから。 

53 
わが国の主な上場企業に関する知識, 金融経済環境の変化
と業種との関係に関する知識 

実際の企業の業績を見ながら考えるようになっていたか
ら 

54 金融経済環境の変化と業種との関係に関する知識 具体的な企業について考えることができたから 

55 わが国の主な上場企業に関する知識   

56 
わが国の主な上場企業に関する知識, 金融経済環境の変化
と業種との関係に関する知識 

課題をする上でよく確認したから 

57 

過去に実際に発現した金融経済環境に関する知識, わが国
の主な上場企業に関する知識, 金融経済環境の変化と業種
との関係に関する知識, 株式投資の成否に関係する投資指

標に関する知識, 株式投資を始めるに当たっての実践的な
知識 

ヒント等に書いてあったため。 

58 わが国の主な上場企業に関する知識 色んな企業があって、勉強になったから 

59 
過去に実際に発現した金融経済環境に関する知識, 株式投
資の成否に関係する投資指標に関する知識 

課題を進めるのに知っていなければいけない知識だっ
たから 
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60 
過去に実際に発現した金融経済環境に関する知識, わが国
の主な上場企業に関する知識, 株式投資を始めるに当たっ

ての実践的な知識 

実在する企業と事例が多く見られたため 

61 株式投資を始めるに当たっての実践的な知識   

62 わが国の主な上場企業に関する知識   

63 過去に実際に発現した金融経済環境に関する知識   

64 

わが国の主な上場企業に関する知識, 金融経済環境の変化
と業種との関係に関する知識, 株式投資の成否に関係する
投資指標に関する知識, 株式投資における分散投資の効果

に関する知識, 株式投資を始めるに当たっての実践的な知
識 

実際の投資活動に近い演習をすることができたと感じる
ため。 

65 株式投資の成否に関係する投資指標に関する知識   

66 

過去に実際に発現した金融経済環境に関する知識, わが国
の主な上場企業に関する知識, 株式投資の成否に関係する
投資指標に関する知識, 株式投資を始めるに当たっての実

践的な知識 

プレイする中で何度も出てくる企業や経済環境、指標も
何度も観たので、覚えることが出来たからです。 

67 
過去に実際に発現した金融経済環境に関する知識, わが国

の主な上場企業に関する知識, 金融経済環境の変化と業種
との関係に関する知識 

  

68 
過去に実際に発現した金融経済環境に関する知識, 株式投

資の成否に関係する投資指標に関する知識 
  

69 
過去に実際に発現した金融経済環境に関する知識, 金融経

済環境の変化と業種との関係に関する知識 
  

70 金融経済環境の変化と業種との関係に関する知識   

71 
わが国の主な上場企業に関する知識, 株式投資の成否に関

係する投資指標に関する知識, 株式投資を始めるに当たっ
ての実践的な知識 

投資指標の使い方を認識した 

72 わが国の主な上場企業に関する知識 私が知らない企業も上場しているんだと知りました。 

73 株式投資を始めるに当たっての実践的な知識 さまざまな状況下での銘柄の選び方が分かった。 

74 
株式投資の成否に関係する投資指標に関する知識, 株式投
資を始めるに当たっての実践的な知識 

実際に投資する会社を選び結果を見れる形だったの
で、実践に近い形で学ぶことができたと思う 

75 株式投資を始めるに当たっての実践的な知識 様々な社会状況が想定されていたゲームだったから 

76 
過去に実際に発現した金融経済環境に関する知識, わが国
の主な上場企業に関する知識 

ゲームの攻略のヒントなどから、様々な知識を得ること
が出来たため。 

77 
過去に実際に発現した金融経済環境に関する知識, 株式投
資を始めるに当たっての実践的な知識 

銘柄をたくさん知れるから。 

78 株式投資における分散投資の効果に関する知識   

79 
過去に実際に発現した金融経済環境に関する知識, わが国
の主な上場企業に関する知識, 金融経済環境の変化と業種
との関係に関する知識 

  

80 金融経済環境の変化と業種との関係に関する知識 様々な場面においてどの業種が有利かわかった。 

81 過去に実際に発現した金融経済環境に関する知識   

82 金融経済環境の変化と業種との関係に関する知識   

83 株式投資を始めるに当たっての実践的な知識   

84 

過去に実際に発現した金融経済環境に関する知識, わが国

の主な上場企業に関する知識, 金融経済環境の変化と業種
との関係に関する知識, 株式投資の成否に関係する投資指
標に関する知識 

よく学べたと考える内容だから。 

85 

過去に実際に発現した金融経済環境に関する知識, わが国
の主な上場企業に関する知識, 金融経済環境の変化と業種

との関係に関する知識, 株式投資の成否に関係する投資指
標に関する知識 

詳細があるから 

86 
過去に実際に発現した金融経済環境に関する知識, 株式投

資を始めるに当たっての実践的な知識 
実際の過去のデータに基づいていたからです。 
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87 
過去に実際に発現した金融経済環境に関する知識, わが国
の主な上場企業に関する知識, 金融経済環境の変化と業種

との関係に関する知識 

館の中でこれらの課題をクリアしていくことが必須なた
め。 

88 株式投資の成否に関係する投資指標に関する知識   

89 金融経済環境の変化と業種との関係に関する知識   

90 金融経済環境の変化と業種との関係に関する知識 
生活必需品は市場に比較的左右されにくいなどの知識
を得た 

91 過去に実際に発現した金融経済環境に関する知識 特になし 

92 株式投資の成否に関係する投資指標に関する知識 
適度な難易度で確実に投資の基礎について学ぶことが
出来たから。 

93 

過去に実際に発現した金融経済環境に関する知識, 株式投

資の成否に関係する投資指標に関する知識, 株式投資にお
ける分散投資の効果に関する知識, 株式投資を始めるに当
たっての実践的な知識 

  

94 株式投資の成否に関係する投資指標に関する知識 ゲームを進めていくうえで必要だったから 

95 
過去に実際に発現した金融経済環境に関する知識, わが国
の主な上場企業に関する知識, 金融経済環境の変化と業種

との関係に関する知識 

様々な場面での特定の企業の変化を主として学んだか
ら。 

96 
わが国の主な上場企業に関する知識, 金融経済環境の変化

と業種との関係に関する知識, 株式投資の成否に関係する
投資指標に関する知識 

  

 

 

Q12   このアプリの課題を通じて、株式投資に関する興味が湧きましたか？ 

「大いに湧いた」と回答した人は 26.0％、「ある程度湧いた」と回答した人は 61.5％でした。合

計すると 87.5％となり株式投資への興味を刺激する効果が認められました。 

 

上記の理由をお書きください（45 件の回答） 

ニックネーム 興味が湧いたか 上記の理由をお書きください（45件の回答） 

1 あまり湧かない   

2 あまり湧かない   

3 ある程度湧いた   

4 ある程度湧いた 自発的に株式投資に取り組むファーストステップとしていい機会になったと感じたため。 

5 ある程度湧いた   

6 ある程度湧いた   

7 ある程度湧いた アプリを通して、実際に株式投資に興味を持った。 
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8 ある程度湧いた ゲーム自体が楽しかったからです。 

9 大いに湧いた 投資の面白さを感じたから。 

10 ある程度湧いた 投資を今までよりもより身近に感じられたから。 

11 ある程度湧いた   

12 ある程度湧いた 今回学んでみて、明らかに知識量は増えたと思うので、実際活用してみたいなと思いました。 

13 大いに湧いた   

14 大いに湧いた   

15 大いに湧いた わかりやすく用語が解説されていたため。 

16 大いに湧いた 
上記のように知識が深まり、それを使って実際に投資をしてみてどの程度通用するかを試してみたいと
思うため。 

17 大いに湧いた   

18 ある程度湧いた もともといつか株式投資をするつもりだったから。 

19 大いに湧いた   

20 ある程度湧いた わからないことを理解しようと努めた。 

21 ある程度湧いた   

22 わからない   

23 あまり湧かない   

24 あまり湧かない   

25 あまり湧かない   

26 ある程度湧いた   

27 ある程度湧いた 前から興味があったから 

28 全く湧かない   

29 わからない   

30 あまり湧かない   

31 ある程度湧いた   

32 ある程度湧いた   

33 ある程度湧いた   

34 ある程度湧いた   

35 ある程度湧いた   

36 ある程度湧いた   

37 ある程度湧いた   

38 ある程度湧いた 実際の感覚を知れたから。 

39 ある程度湧いた   

40 ある程度湧いた 株式投資の基本的なことを体験できたため 

41 ある程度湧いた   

42 ある程度湧いた   

43 大いに湧いた   
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44 大いに湧いた もともと興味があったため、このゲームがきっかけになると感じた。 

45 ある程度湧いた このアプリが楽しかったから 

46 ある程度湧いた 特になし 

47 ある程度湧いた なんとなく 

48 大いに湧いた   

49 大いに湧いた   

50 大いに湧いた   

51 ある程度湧いた   

52 ある程度湧いた ゲームとしてやっていて楽しかったし、課題をやる上で株式投資について調べて面白いと感じたから 

53 ある程度湧いた 今までは全く関係のない世界だったのが、今回の課題で少し楽しいものだと思えたから 

54 ある程度湧いた 楽しそうではあるが難しそうだったから 

55 ある程度湧いた   

56 ある程度湧いた 投資について少し理解できるようになったと感じたから 

57 ある程度湧いた 稼ぎがない現在では、手は出せないなと感じるから。 

58 大いに湧いた 楽しかったから 

59 大いに湧いた 株式投資に興味があったが、実際どのようなものか漠然としたイメージだったから 

60 大いに湧いた もともと全く興味がなかったため 

61 ある程度湧いた ゲームの範囲内ならでは沸いたから 

62 ある程度湧いた   

63 わからない   

64 ある程度湧いた 
まだ十分に理解できたとは思えないが、以前よりも株式投資に関する実践的な知識を得られたため、
今後株式投資に挑戦してみたいと思ったから。 

65 大いに湧いた   

66 大いに湧いた もともと興味があった分、より一層湧きました。 

67 大いに湧いた   

68 ある程度湧いた   

69 ある程度湧いた   

70 あまり湧かない 難しい 

71 大いに湧いた 資金さえ有ればやってみたいと考えているから 

72 ある程度湧いた お金がかからと思うと怖いですがやってみたいです。 

73 大いに湧いた 実際に投資をしてみたいと思った。 

74 ある程度湧いた 考えた結果通りになったときは面白いと感じたため 

75 ある程度湧いた ゲームを通して株式がどのようなものかある程度理解できたから 

76 ある程度湧いた ゲームを通じて投資を理解することは楽しかった。しかし、私には少し難しいか…とも感じているため。 

77 ある程度湧いた 投資の入門としては内容が適切だから。 

78 ある程度湧いた   

79 ある程度湧いた   
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80 ある程度湧いた 知識が多少ついてきたから。 

81 ある程度湧いた   

82 ある程度湧いた   

83 ある程度湧いた   

84 大いに湧いた 面白いと感じたから。 

85 大いに湧いた 更に勉強したくなった 

86 大いに湧いた 元から株式投資を行っていましたが、非常に勉強になりました。 

87 ある程度湧いた   

88 ある程度湧いた   

89 ある程度湧いた   

90 ある程度湧いた 元々株式投資に興味があった 

91 ある程度湧いた 特になし 

92 大いに湧いた 適度な難易度で確実に投資の基礎について学ぶことが出来たから。 

93 ある程度湧いた   

94 ある程度湧いた 株式投資について理解が深まったから 

95 わからない もともと興味はあったから。 

96 大いに湧いた   

 

Q13   このアプリの課題を通じて、実際に株式投資を行ってみたいと思いましたか？ 

「大いに思う」と回答した人は 27.1％、「ある程度思う」と回答した人は 46.9％で、合計する

と 74.0％に達しました。 

 

上記の理由をお書きください（36 件の回答） 

ニックネーム 株式投資を行うか 上記の理由をお書きください（36件の回答） 

1 あまり思わない   

2 全く思わない   

3 ある程度思う   

4 ある程度思う 
リスクを考えてしまう性格ではあるが一方で実際にデモンストレーション的な意味合いでこのアプ
リに触れることで面白さも学ぶことができたため。 



４２ 

 

5 ある程度思う   

6 ある程度思う   

7 大いに思う 実体験を通してその現実味を感じたいと思った。 

8 大いに思う 少額からなら始めてみたいと思いました。 

9 大いに思う 賢者のポートフォリオで得た知識を生かせそうだから。 

10 あまり思わない 株式投資はハイリスクだから。 

11 ある程度思う   

12 ある程度思う 知識を活かして活用の場を設けられたらなと思いました。 

13 ある程度思う   

14 大いに思う   

15 大いに思う 投資に関する知識を得られたため。 

16 大いに思う 上記の通り。 

17 大いに思う   

18 ある程度思う もともと思っていたから。 

19 大いに思う   

20 ある程度思う 興味は沸いたが少し不安という気持ち。 

21 あまり思わない   

22 ある程度思う   

23 あまり思わない   

24 あまり思わない   

25 あまり思わない   

26 あまり思わない   

27 ある程度思う お金がもらえるから 

28 全く思わない   

29 わからない   

30 あまり思わない ゲームだからこそ投資はできるが、実際にやるとなると手が出ずらい。 

31 あまり思わない   

32 あまり思わない   

33 ある程度思う   

34 ある程度思う   

35 ある程度思う   

36 ある程度思う   

37 ある程度思う   

38 ある程度思う 実地の訓練になったと思うから。 

39 ある程度思う   

40 ある程度思う 実際に、株式を選択することに近いことをできたため 

41 ある程度思う   
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42 ある程度思う   

43 ある程度思う   

44 ある程度思う リスクを除いては、経済学の知識が生きる点でメリットが大きいと感じたため。 

45 わからない 実際にやるのは少しハードルが高いと思ったから 

46 大いに思う 特になし 

47 大いに思う なんとなく 

48 大いに思う   

49 大いに思う   

50 大いに思う   

51 あまり思わない リスクの大きさを感じてしまい、実際に投資を行おうとは思えなかったから。 

52 あまり思わない 
現実では実際にお金をリスクに晒してすることなので保守的な自分はやってみたいとは思わな
かった。 

53 あまり思わない 
お金がらみのギャンブルのようなものだと思うので、実際の生活でやってみようとは思わないか
ら。 

54 あまり思わない 損するのが怖いから 

55 ある程度思う   

56 ある程度思う 思ったより簡単で身近に感じたから 

57 ある程度思う 自分で狙ってスコアを上げることができた事から、現実でもできるのではないかと考えたから。 

58 ある程度思う 実際にやってみると失敗できないので少し怖い 

59 ある程度思う 実践的に学ぶことができた反面、この課題を通じて自分ができるのか不安にもなった 

60 ある程度思う 自分でもできるのではと感じたため 

61 わからない   

62 わからない 
現実では株が変化するのを事細かく見てないといけないと思うのでなかなか難しいのではない
かと考えています 

63 全く思わない   

64 大いに思う 
 
まだ十分に理解できたとは思えないが、以前よりも株式投資に関する実践的な知識を得られた

ため、今後株式投資に挑戦してみたいと思ったから。 

65 大いに思う   

66 大いに思う   

67 大いに思う   

68 ある程度思う   

69 ある程度思う   

70 あまり思わない   

71 大いに思う   

72 ある程度思う   

73 大いに思う   

74 ある程度思う   

75 ある程度思う   

76 ある程度思う   

77 ある程度思う   
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78 大いに思う   

79 ある程度思う   

80 ある程度思う   

81 あまり思わない   

82 ある程度思う   

83 ある程度思う   

84 ある程度思う   

85 大いに思う 楽しい 

86 大いに思う 実際に行っているからです。 

87 大いに思う   

88 ある程度思う   

89 ある程度思う   

90 大いに思う 実際に利益を出してみたいと思った 

91 大いに思う とくになし 

92 大いに思う 適度な難易度で確実に投資の基礎について学ぶことが出来たから。 

93 あまり思わない   

94 ある程度思う もともと興味があったから 

95 わからない もともと思っていたから。 

96 ある程度思う   

 

 

Q14 今回の課題について、感想を自由にお書き下さい（50 件の回答） 

ニックネーム 満足度 50件の回答 

1 どちらともいえない   

2 どちらともいえない   

3 やや満足   

4 やや満足 
こうして課題として触れることで本来であれば自ら触れることがなかったかも知れない株式投資
について学ぶことができ、とても有意義な時間になったと考えます。ありがとうございました。 

5 やや満足   

6 やや満足   

7 やや満足 今回の課題で得た知識を利用して、今後の学習や投資をする機会に活かしていきたいと思う。 

8 やや満足   

9 やや満足 
投資に関しては、ゼロからのスタートでしたが、実践的な知識がついたと思います。ありがとうご
ざいました。 

10 満足 
最初の頃は機械的に進めていた部分もあったけど、徐々にどうしたらもっと高得点をとれるかを
考えながら選択するようになった。黒の館の時はゴールドメダルがなかなか取れなくて６ゲーム
連続で遊んだりするほど夢中になった。株式投資に今までよりも興味を持つことが出来た。 

11 満足   
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12 満足 
最初は難しいかなと思っていましたが、勿論難しかったですが、難しいなりにヒントだったり知識
が蓄えられるデータがあったりして分かりやすかったですし、興味を持てました。楽しかったで

す。 

13 満足   

14 満足   

15 満足 

投資に関していつかやってみたいという興味はあったのですが、実際どう知識を学んだら良い

かやどのように投資するのが普通なのかわからずにいました。今回の課題をしてみて、楽しみ
ながらゲームの一環でさまざまな知識を学べてとても私にとって有益でした。近々初めてみたい
と感じました。ありがとうございました！ 

16 満足 
ご厚意でプレイさせてもらっている分際で厚かましいようではあるが、黒の館以降に関しても課
題としてプレイし、受講者内でどの程度の成績かを知れたらいいなと感じた。 

17 満足   

18 やや満足 必要な情報をもっとメモすればよかったと思った。 

19 やや満足 
難しいかったが、基礎的な考え方などを学べてよかった。もし機会があれば投資などしたいと考
えており、そのための良い予行練習になりました 

20 やや満足 充実した時間を過ごせた。 

21 やや満足   

22 どちらともいえない   

23 どちらともいえない   

24 どちらともいえない   

25 どちらともいえない   

26 どちらともいえない 今まで投資について触れてこなかったが、今回の課題を通して理解を深めることができた。 

27 どちらともいえない 時間がかかった。 

28 どちらともいえない   

29 やや不満   

30 やや満足   

31 やや満足   

32 やや満足 
楽しみながら友達とゲーム感覚で投資についての勉強出来ました。順位も発表されていたので
闘争心から頑張れた気がします。全く投資について知らなかったので、非常に学ぶことも多くあ
り、用語や社会状況に応じた株の選び方など自分なりに見つけることが出来ました。 

33 やや満足   

34 やや満足   

35 やや満足   

36 やや満足   

37 やや満足   

38 やや満足 面白かった。 

39 やや満足   
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40 やや満足 

各館で特性が変わるため、最後まで飽きが来ることはなかった。ただ、ゲームの性質上、繰り返

し館を攻略していくことに意味があると思うので、特に黒の館についてだが、もう少し課題期間
は長くあってほしかった。また、攻略のヒントは各ステージに関連することをそれぞれで見ること
ができたが、例えば館クリア後の画面で、その館のすべての攻略のヒントをまとめたものを見れ

るとよかったと思う。(しかし、もしかしたら、このようなことはできたのかもしれない)しかし、全体
的にはクオリティが高く、とても楽しむことができた。将来、投資に興味を持ったら、この「賢者の
ポートフォリオ」で学んだことを思い出してみたい。 

41 やや満足   

42 やや満足   

43 やや満足 株について学ぶことができてよかったです。 

44 やや満足 初めての株式投資体験でしたが、非常に分かりやすく楽しく進めることができました。 

45 やや満足 とても楽しかったです 

46 やや満足 特になし 

47 やや満足 楽しかった 

48 やや満足   

49 やや満足 すごく楽しく学べました 

50 やや満足   

51 満足 
アプリを利用することで、楽しく学ぶことができました。用語の解説やアドバイスを読むこともで

きてわかりやすかったです。また、何回も同じ館に挑戦すると、自分の知識がついてきたことを
強く実感できてやりがいもありました。 

52 満足 
今まで興味がなかった株式投資について触れる機会になったことが自分の中で大きかった。実

際に株式投資をやるつもりはあまりないが、知識として得るものがあったと思う。 

53 満足 
ゲーム感覚で身近ではなかった株式について手軽に勉強できたし、なにより実際のデータ基づ
いていて、その情報量の豊富さに驚きました。とてもよくできた素晴らしいゲームだと思いまし

た。 

54 満足 ゲーム感覚で投資を学べて楽しかったです。 

55 満足   

56 満足 楽しくできました。ありがとうございました。 

57 満足 
長く続くオンライン授業の中で、手軽かつ自主的に取り組める楽しい課題でした。同じような学
習方法があるのであれば、様々な分野でもやってみたいです。 
貴重な体験をありがとうございました！ 

58 満足 すごく楽しみながら学ぶことができてよかった！！ 

59 満足 始める時よりも株式投資の難しさや投資に必要な知識などを学ぶことができました。 

60 満足   

61 満足 ゲームとしてもとてもおもしかったし、非常にいいゲームだと感じた 

62 満足   

63 満足   

64 満足 
しっかりとやり込む時間は無かったのですが、実践的な演習をすることができ、株式投資に関
する知識を深めることができてよかった。 

65 満足 とても楽しく、有意義な課題でした。 

66 満足 
とても楽しい課題でした。他の授業もこういうアプリやゲームを利用した課題になればすぐにで
も始めたくなるのになぁ、と思います。 

67 満足   
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68 やや満足   

69 やや満足   

70 やや満足   

71 満足 全問と同じく 

72 満足 あまりお金をかけずやってみたいです。 

73 やや満足 お金を増やしたいと思ったから。 

74 満足 実際にお金を動かすにはまだ自信はないが、興味が湧いたので行ってみたいと感じた。 

75 満足 今回のゲームで得た知識を実際にいかしたいと思ったから 

76 満足 
投資やお金に関することは冷静に考えて実行していかなければならないと感じている。そのた

め、今すぐ投資をしたいとはまだ思えていないため。 

77 やや満足 もう少し知識をつけてからでも良いと思うから。 

78 やや満足   

79 やや満足   

80 どちらともいえない 一度は経験してみたいから。 

81 どちらともいえない   

82 満足   

83 どちらともいえない   

84 やや満足 面白いとは思うが、まだまだ難しく知識が浅いと考えたから。 

85 やや満足 ありがとうございました 

86 やや満足 得た知識を実践に活かせるよう頑張ります。 

87 やや満足   

88 どちらともいえない   

89 やや満足   

90 やや満足 
自分の持ち金をかけてゲーム内で資産運用してどのくらいリターンを得たかなど現実味をより

持たせると面白かったと思う。 

91 やや満足 特になし 

92 やや満足 
今まで投資をやってみたかったのですが、今回の賢者のポートフォリオを通して、実際にやって

みる意欲が湧きました。 

93 満足 貴重な体験ができました。ありがとうございました。 

94 満足 
日本人があまりなじみのない金融に関するいい教材になると思った。これでもっと金融リテラシ
ーなどが義務教育の中に組み込まれていくことが大切であると考えた。 

95 満足 ありがとうございました。 

96 満足   
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