
【文章】菅首相退任 

伊勢です、 

菅総理の退任が決まりました。 

DX化の推進、ワクチンの確保、 
携帯電話料金の値下げ、 
ASEAN諸国との連携、 

など、 

過去の総理大臣と比べても 
今までになり新しい取り組みを 
実現した総理大臣だったと思います。 

特に就任後数ヶ月の間は 
かつて無いほど動きが早く 
素晴らしかったです。 

ただ、後半は、サミット、オリンピックと 
外交や、国民との対話の部分でリーダーシップを 
発揮することができず、支持率が低下しました。 

今回、退任となったのは、何より 
選挙に弱かった事です。 

色々な理由がありますが、 
選挙に勝てない総理を担ぐことは 
自民党の他の議員としてはできない 
ということです。 

正直なところ後半の状況を見ていると 
今後に期待はできなかったので 
これで良かったのかなと思います。 

とは言え、お疲れさまでしたという気持ちです。 

では、総理退任に絡んだ経済の動きからです。 



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
日経平均株価が一時800円以上の高騰 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

菅首相退任のニュースで一気に 
ロケットに火が付きました。 

前回のメールで、日経平均が抵抗線を 
7ヶ月ぶりに破ったという話をしました。 

そこから、予想通り上昇トレンドに入った 
のですが、菅総理の退任で、一気に飛びました。 

ものすごい上げになりました。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
なぜ退任で株価が上がるのか？ 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

選挙に弱い菅さんだと、場合によっては 
自民党が大敗して、政局が荒れる可能性が 
出てきていました。 

不安定で先が読めないほど 
株価は下がりますので 

世界中の投資家が不安を持っていたので 
それがブレーキになっていたのです。 

それが、菅さんでなくなれば 
選挙は大丈夫だろうということで 
ブレーキが外れて 
一気に買いが入ったということです。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
こういう情報はお金になるのか？ 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

実際に私も前回メールで上昇の可能性に 
触れたからには、自分も買いを入れました。 

結果、この数日で買いを入れた分だけで 
100万円近い利益となっています。 



というと、 

ものすごい金額を買っていると 
思われるかもしれません。 

が、 

実際に動かしている金額は 
84万円ぐらいです。 

これは、レバレッジという仕組みを使って 
取引をしています。 

塾長の元で学んでいる人たちで 
年間に数千万円の利益を出している人たちは 
皆さんレバレッジを使って取引をしています。 

レバレッジと聞くと危ないと 
思うかもしれませんが 

しっかりと学べば何も 
危ないものではありません。 

（逆に、学ばないでやると 
確実に人生が破滅するほど 
危険なものです） 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
なぜ、投資を推奨するのか？ 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

こういう儲かった話を聞くと、 
なんとなく、 

「ずるい」 

と、思う人もいるかもしれません。 

日本の文化である、 

「汗水たらして稼いだお金が尊い」 



という感覚が染み付いていると 
投資収入というのは 
受け入れがたいかもしれません。 

私も投資初心者ですが、 

私が投資をやらなかった理由は、 

「そもそも投資に興味がなかったし 
仕事やプライベートで集中したいことが 
あったので余計なことをしたくなかった」 

という理由で、投資はやっていませんでした。 

ただ、時代は変わったのだと思います。 

なので、今は、時代の変化を 
受け入れて取り組んでいます。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
単純に世界が変わってしまった 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

昔であればウォール街の人しか 
利用できなかったデータや取引システムを 
今は、世界中の人が、利用できるようになりました。 

世界中の人というのは言い過ぎですね。 

先進国の人は、誰でも使えるようになりました。 

インターネットとパソコン、スマホのおかげです。 

ウォール街や証券会社や銀行が独占していた 
金融の世界がオープンになってしまったのです。 

今では、ウォール街のゴールドマン・サックスなどの 
トレーダーと同じことを、沖縄の田舎からできる 
ようになってしまったのです。 

そうなると、世界に起きる変化は決まっています。 

そのオープンになったテクノロジーを 



使って富を増やす人と、 

何もしないで、乗り遅れる人に 
分かれるということです。 

これは、 

ITがこの世の中に与えたことを 
振り返ってみると分かると思います。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
パソコンやインターネットも 
昔は軍や大学しか使えないものでした 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

しかし、今は誰でも使えます。 

今、パソコンを使えず、スマホも使えず 
インターネットで検索もできない人は 
どうなっているでしょう？ 

残念ながら、ITを使えない人の 
収入は低いです。 

ITリテラシーの差がそのまま収入の差と 
なっているのが現在の世界です。 

同じことが、金融の世界でも起きています。 

誰でも金融サービスを使えるように 
なった現代では、 

金融リテラシーの差が、収入の差に 
なっています。 

なので、私は、そういう時代を 
今は受け入れています。 

もはや、投資が好きとか嫌いという話では 
なくなってしまったのです。。 

インターネットが好き嫌いではなく 
当たり前のものになったのと同じです。 



ただ、私が画面にしがみついて 
血なまこになって、 
投資をしているかというと、、、 

そんな事は全くありません。 

取引も2ヶ月に1回ぐらいです。 

「どうでもいい」と言うと語弊がありますが 
ただ淡々と歯を磨くように作業的にやっています。 

結論から言うと、 

時代が変わってしまった、、、 

それだけなのです。 

そして、現状、その事に気づいていない人が 
多すぎるのだと思います。 

個人的には、逆らえない流れのひとつが 
金融、投資なので、そこはやっておいた方が 
良いと思っています。 

やはり、関わってくださる方には 
上昇のエスカレーターにきちんと 
乗って欲しいと思って言いますし、 

それが、きちんとした事を 
きちんと伝えることが 
支えてくださっている皆さんへの 
恩返しでもあると思っています。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
先月12日の時点で日経の上昇を 
塾長は予言していた 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

情報がお金に変わる典型なのですが 
塾長は先月12日の時点で日経の上昇を 
予測していました。 



12日以降の株価の動きですが 
年初来安値（1月から今までで 
最安値になった）まで下がりましたので 
下降の真っ只中にありました。 

良く投資の格言で、 

「落ちているナイフを拾う事はできない」 

という言葉があるのですが、 

まさにその時の日経平均株価は 
現在進行系で落ちているナイフでした。 

その段階で、 

上昇をはっきりと明言するというのは 
相当な自信がないとできないことです。 

自分に置き換えてみて欲しいのですが 
ナイフが落ちている状況で「拾え」と 
言えますか？ 

私は言えません。 

これを言えるのは、 
塾長に相当な自信があったことが 
分かります。 

しかも、 

「12日に収録された音声が 
公開される頃に上昇する」 

とそこまで予測しての発言ですから 
いかに凄いことか分かると思います。 

そして、世の中にはたくさんの 
投資についての発信をしている人がいますが、 
正直、レベチなのです。 

本を読んでも、ユーチューブを見ても 
レベチなのです。 



塾長の元で1年しか学んでいない私でも 
「この人は全く分かっていないな」 
というコンテンツばかりです。 

お金の事も、経済の事も、投資の事も、 
金融の事も、まるで分かっていないのです。 

そして、分かっていない人の話を 
分かっていない人が聞いているという 
カオスが生まれています。 

結果、 

詐欺的な投資話に引っかかってしまう人 
銭ゲバ的で不幸になる投資をする人ばかりが 
増えているのが現状です。 

この状況を変えるには、 
自己防衛しかありません。 

騙されるのは、自己責任ですし 
金融リテラシーの勉強をきちんとしようと 
しない自分の責任でもあります。 

本物から学んで欲しいです。 

ところで、 

なぜ、 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
塾長がそこまで自信を持って日経上昇の 
予測できたのか？ 

そこには、どんな分析があったのか？ 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

それを今回無料で公開しています。 

テレビやユーチューブを見るより 
遥かに人生のためになるので 
ぜひ、時間をとって勉強してください。 



学んだ人だけが、稼ぐことができます。 

本音を言うと「お願いだから勉強欲しい！」 

そう思っています。 

一緒に勉強しましょう！ 

///////////////// 

塾長の未来予測を真摯に学ぶ 
https://sh.k2academy.net/z4owp 

///////////////// 

めちゃくちゃ勉強になります。 
ぜひ、聞いてみて下さい。 

今の日経は、アメリカの取引時間に 
伸びるので、外国人投資家が買いに来ています。 

その理由も塾長の音声を聞けば 
分かると思います。 

次のニュースです。 

フェイスブックが新しい世界へと 
扉を開くようです。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
フェイスブック「メタバーズ」企業宣言 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

フェイスブックが、ソーシャルネットワークの 
会社から、メタバーズ企業に舵を切ると宣言しました。 

メタバーズとは「仮想空間」です。 

具体的には、米国や日本など約20の国・地域で 
始めた新サービス「Horizon Workrooms 
（ホライゾン・ワークルーム）」が新業態の 
スタートになります。 

https://sh.k2academy.net/z4owp


めちゃくちゃ簡単に言うと、今はリモートになって 
ズームで会議をしてるじゃないですか？ 

ただ、ズームは画面越しで対面している状態ですが 
これを、実際に同じ会議室という空間で 
話をしているようにするのが 
ホライゾンワークルームです。 

どうやってやるかというと、 
ヘッドセッドをつけて「VR」で実現します。 

これが結構、優秀なようで、身振り手振りはもちろん 
瞬きまでも際限してくれるようです。 

実際の画像はこちら。 
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN18DRZ0Y1A810C2000000/ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
フェイスブックはVRの旗手になるか？ 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

フェイスブックは、5年前ですかね、 
VRのヘッドセッドで世界一の技術を持つ 
「オキュラス社」を3000億円で買収しました。 

5年ぐらい前は、次世代のテクノロジーとして 
AIとVRがもてはやされていた時期でした。 

その後ですが、VRは思ったように伸びず 
オキュラスもフェイスブックのお荷物と 
言われるようになりました。 

そんな苦境が続いていいたのですが 
今回、ようやっと、活躍の目が出てくる事に 
なりました。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
新サービスホライゾンの面白さ 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

新サービスのホライゾンですが 
体験した人たちには、とても好評です。 

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN18DRZ0Y1A810C2000000/


ズームよりも格段にコミュニケーションが 
取りやすいということでした。 

ただ、大人数ではできないので 
現状は少人数での会議だけとなります。 

ぜひ、私も早く使ってみたいです。 

今回のサービスの特徴ですが、 
フェイスブックにとっては初めての 
エンタープライズ向けのサービスになります。 

エンタープライズとは、大企業や中堅企業、 
公的機関向けということです。 

アマゾンやマイクロソフトはアップルは 
軍や政府、大企業を取引先にしています。 

その事が、ビジネスを安定させています。 

フェイスブックが今回、エンタープライズの 
市場に出られるのは良いことだと思います。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
メタバーズ（仮想空間）ビジネスは上手くいくのか？ 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

果たして、フェイスブックが挑戦する 
メタバーズビジネスはうまくいくのか？ 

ですが、 

メタバーズに関しては、20年前から 
何度もブームになりそうになり、 

その度に、収束するというのを 
繰り返してきました。 

なので、そう簡単ではないだろうと 
言われています。 

フェイスブックでも厳しいだろう 



という意見も多いです。 

私としては、VRシフトはなかなか 
進んでいないので、そろそろ広がって 
くるのでは無いかなと思っています。 

もしかしたら、今回のフェイスブックの 
ホライゾンサービスが口火になるのでは 
無いかと期待しています。 

次のニュースです。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
米軍、アフガン撤退の影響 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

米軍がアフガニスタンから 
完全徹底しました。 

これによる軍事バランスの崩れや 
日本や同盟国の安全保障について 
色々と言われています。 

今日は、今後のアメリカへの影響について 
まとめておきます。 

今回のアフガン撤退は、 
バイデン大統領の失敗と 
米国内では認識されているようです。 

この失敗により、次の選挙では 
共和党が盛り返すのではないかと 
言われています。 

そうなると、現在は、上院、下院、大統領と 
全て民主党（トリプルブルー）ですので 
政策もスムーズに進んでいます。 

しかし、共和党が盛り返すことで 
ねじれが発生する可能性があります。 

そうなると、共和党は、 
小さな政府ですから 



予算も絞られるようになり、 
その代わり、富裕層への増税はゆるくなる 
可能性が出てきています。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
アメリカの雇用統計が予測を下回る 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

大幅に、雇用統計の数字が予測を 
下回りました。 

これで9月のFOMC（FRBの理事会）での 
テーパリングに関する発言は弱腰になる 
というのが決定的になりました。 

テーパリングとは、毎月1兆7千億円FRBが 
債権を買っているのを減少させていくことです。 

予想では、11月からのテーパリング開始が 
宣言されるはず、と見られていたのですが 
それを明言できなくなったと見られています。 

詳しくは解説しませんが、 
そうなると、 

ナスダックが上がるのですが 
実際に上がっています。 

私が何を買っているかを塾長講座の 
アドバンスコースに参加している人は 
知っていますが、ナスダックの上昇は 
個人的にはいい感じです。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
中国の革命的な取り組みスタート 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

かなり革新的な事が始まっています。 

IT企業の締め付け、 
教育業界の締め付け、 
ゲーム業界の締め付け、 



と、締付け続きでしたが、 
その後に出たのが 

「富の再配分 
みんなで豊かになる」 

というスローガンでした。 

共同富裕と言います。 

習近平主席が共同富裕に舵を切ると 
言ったとたん、面白いことが起きています。 

締め付けを見逃してもらい 
富裕層の企業が莫大なお金を 
共同富裕のために使うことを表明し始めたのです。 

この動きは、かなり興味深いです。 

参考にしたのは、ESGと気候変動だと 
思います。 

今、世界の企業は、地球に貢献という 
名目で、気候変動やESGにお金を投じています。 

これの中国版をやろうと 
思ったのだと思います。 

そしてもう一つは、 
国内に敵をつくることで 
国をまとめ上げる手法です。 

アメリカが貧富の差が開いたことで 
政局が不安定になりました。 

トランプの乱の根本には 
貧富の差があります。 

中国としてもそこは危機感が 
あったと思います。 

そこで、先手を打って 
国内の富裕層を敵にしました。 



徹底的に大企業を締め上げて、 
きりきり舞いにさせました。 

その上で、共同富裕という 
ビジョンを掲げて、 
企業にお金を吐き出させたのです。 

国が問題解決のために財政出動を 
するのではなく、企業がお金と人を出して 
国の問題を解決していくのです。 

これは、 

アメリカやヨーロッパ、日本を始めとする 
自由主義側にはできない事です。 

実際、GAFAは、そんな事はしません。 
タックスヘイブンでお金を貯め込むのみです。 

唯一、気候変動については 
お金を吐き出しています。 

なぜなら、取り組まない企業は 
株も買ってもらえず、金融機関もお金を 
貸さない流れになっているからです。 

日本企業もそうです。 

溜め込みまくって、内部留保も恐ろしい勢いで 
増え続けています。 

国民の生活が豊かにならないのに 
大企業だけは太り続けているのです。 

お金を溜め込みまくっているのが 
今のグローバル企業です。ss 

もし、この企業が溜め込んだ富を 
国が再配分するということが 
本当に可能になってくると、、、 

これは、革命だと思います。 



この凄さが、伝わると良いのですが。 

凄い事です。 

ただ、うまくいくかは 
もちろん、まだ、わかりません。 

詳しくは、また、解説したいと思います。 

最後までお付き合いくださり 
ありがとうございました。 

良い一週間をお過ごしください。 

伊勢隆一郎 


