
クルーレポートタイトル　見本版/1号～100号

発行日 執筆者名

見本版1 -1 03/03/08 MSI通信 Vol.1　　生きない湾岸時の学習効果　当面波乱 亀井幸一郎

見本版1 -2 03/03/08 預貯金は本当にインフレに弱いのか？ 目黒政明

見本版2 -1 03/03/15 地主家主協会に見習う地味な活動 浅田里花

見本版2 -2 03/03/15 前川ゼミナール 第1回　　個人向け国債 前川貢

見本版3 -1 03/03/22 変わるマイホーム事情 清水香

見本版3 -2 03/03/22 楽しくて、ときどき怖い社会保険 第1回　　社会保険料の総報酬制 井戸美枝

見本版4 -1 03/03/29 社会的責任投資の行方 野田眞

見本版4 -2 03/03/29 これってどう? 第1回　　住宅ローン選びの新基準 深田晶恵

1号 -1 03/04/05 MSI通信 Vol.2　　イラク戦を織り込む市場と後退する「きれいな戦争」 亀井幸一郎

1号 -2 03/04/05 変わるマイホーム事情(2) 清水香

2号 -1 03/04/12 ETF設定と引値保証取引の問題点 浅田里花

2号 -2 03/04/12 前川ゼミナール 第2回　　期待がかかる日銀の船出 前川貢

3号 -1 03/04/19 楽しくて、ときどき怖い社会保険 第2回　　雇用保険制度改正 井戸美枝

3号 -2 03/04/19 これってどう? 第2回　　変額年金の「運営」リスク 野田眞

4号 -1 03/04/26 総報酬制導入で手取りが減る！ 深田晶恵

4号 -2 03/04/26 これってどう? 第3回　　外貨建てディスカウント債 目黒政明

5号 -1 03/05/03 MSI通信 Vol.3　　内外株式、明るさ見えても持続性に疑問 亀井幸一郎

5号 -2 03/05/03 これってどう? 第4回　　自由診療保険メディコム 清水香

6号 -1 03/05/10 住宅価格および住宅ローンに関する一考察 野田眞

6号 -2 03/05/10 前川ゼミナール 第3回　　プロの機関投資家の不在 前川貢

7号 -1 03/05/17 それぞれの立場から見る3年固定ローン 深田晶恵

7号 -2 03/05/17 楽しくて、ときどき怖い社会保険 第3回　　第3号被保険者の年金改革 井戸美枝

03/05/23 「りそな」国有化後　緊急対談　（亀井幸一郎・前川貢）

8号 -1 03/05/24 預金保険法102条と金融再生プログラム 目黒政明

8号 -2 03/05/24 これってどう? 第5回　　「借家人賠償責任特約」が新設された全労済「火災共済」 浅田里花

9号 -1 03/06/07 MSI通信 Vol.4　　利下げ期待先行のNY株高を考える 亀井幸一郎

9号 -2 03/06/07 70歳以上の親を持つ人は必見！高齢者の医療制度変更の注意点 深田晶恵

10号 -1 03/06/14 前川ゼミナール 第4回　　地銀の投信品揃えに異議あり 前川貢

10号 -2 03/06/14 破綻前の予定利率変更問題に思う 野田眞

11号 -1 03/06/21 これってどう? 第6回　　個人向け社債の留意点 目黒政明

11号 -2 03/06/21 楽しくて、ときどき怖い社会保険 第4回　　社会保険改革議論の焦点 望月厚子

12号 -1 03/06/28 火災保険におけるマンションの建物評価 清水香

12号 -2 03/06/28 運用手法としてのオルタナティブ投資「マーケット・ニュートラル」 浅田里花

13号 -1 03/07/05 MSI通信 Vol.5　　バブル化する国内株式市場 亀井幸一郎

13号 -2 03/07/05 「ヤミ金融対策法案」に思う 野田眞

14号 -1 03/07/12 前川ゼミナール 第5回　　久々の日本株相場活況でのご提案 前川貢

14号 -2 03/07/12 これってどう? 第7回　　個人にフェアバリューを　ソニー銀行の外貨預金新サービス 浅田里花

15号 -1 03/07/19 これってどう? 第8回　　火災保険の「新価保険特約」 清水香

15号 -2 03/07/19 楽しくて、ときどき怖い社会保険 第5回　　高齢者介護研究会・報告書を読む 井戸美枝

16号 -1 03/07/26 入学金返還訴訟と消費者契約法 目黒政明

16号 -2 03/07/26 これってどう? 第9回　　「安く」「自由度が高い」損保ジャパンの新・海外旅行保険「off！」 深田晶恵

17号 -1 03/08/02 MSI通信 Vol.6　　投資対象としての中国 亀井幸一郎

17号 -2 03/08/02 これってどう? 第10回　「メディコム」は混合診療か？ 清水香

18号 -1 03/08/09 健保組合と医療機関の割引契約解禁がもたらす影響 浅田里花

18号 -2 03/08/09 前川ゼミナール 第6回　　株式投資のその前に 前川貢

19号 -1 03/08/16 最近の動きに見る「痛み」の一側面 野田眞

19号 -2 03/08/16 楽しくて、ときどき怖い社会保険 第6回　　普通の人になる高齢者 井戸美枝

20号 -1 03/08/23 アメリカ住宅事情 深田晶恵

20号 -2 03/08/23 野村ファンドネット証券を通してみる投資信託 目黒政明

臨時号
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21号 -1 03/09/06 MSI通信 Vol.7　　内外株高のアキレス腱、金利上昇の影響を考える 亀井幸一郎

21号 -2 03/09/06 これってどう? 第11回　　ETF決算　第2期を迎えて 浅田里花

22号 -1 03/09/13 児童扶養手当のいま 清水香

22号 -2 03/09/13 前川ゼミナール 第7回　　長期公社債投信をどうする 前川貢

23号 -1 03/09/20 路線の違いが鮮明になる全労済と郵便局 野田眞

23号 -2 03/09/20 楽しくて、ときどき怖い社会保険 第7回　　公的老齢年金は保険？ 井戸美枝

24号 -1 03/09/27 相場の乱高下と分散・積立投資の有効性 目黒政明

24号 -2 03/09/27 これってどう? 第12回　　住環境を手作りするコーポラティブハウス 望月厚子

25号 -1 03/10/04 60代前半は働くことを前提にライフプラン作成を 浅田里花

25号 -2 03/10/04 MSI通信 Vol.8　　日米「一蓮托生」「連結的」政策運営 亀井幸一郎

26号 -1 03/10/11 住宅ローン金利の先行きを予測するにあたって 目黒政明

26号 -2 03/10/11 前川ゼミナール 第8回　　元本確保型は誰のため？ 前川貢

27号 -1 03/10/18 約款は保険商品そのもの 内藤眞弓

27号 -2 03/10/18 楽しくて、ときどき怖い社会保険 第8回　　女性の年金動向 井戸美枝

28号 -1 03/10/25 賃貸住宅をめぐる状況 清水香

28号 -2 03/10/25 これってどう? 第13回　　ユニバーサル保険の衝撃(上) 野田眞

29号 -1 03/11/01 MSI通信 Vol.9　　踊るのは出口の近くでね！ 亀井幸一郎

29号 -2 03/11/01 これってどう? 第14回　　ユニバーサル保険の衝撃(下) 野田眞

30号 -1 03/11/08 来年から変わる株式投資信託の税金 目黒政明

30号 -2 03/11/08 前川ゼミナール 第9回　　リート（上場不動産投信）の投資情報が厚くなる 前川貢

31号 -1 03/11/15 日本年金学会シンポジウムに参加して～制度運営側と利用側のミスマッチ～ 浅田里花

31号 -2 03/11/15 楽しくて、ときどき怖い社会保険 第9回　　厚労省大改定案に見る「年金分割」 井戸美枝

32号 -1 03/11/22 テロ免責はどこまで 清水香

32号 -2 03/11/22 これってどう? 第15回　　アメリカンファミリーがん保険 深田晶恵

33号 -1 03/12/06 MSI通信 Vol.10　　株価と金価格の同時上昇 亀井幸一郎

33号 -2 03/12/06 「死亡保障額の目安」をどう考える？ 浅田里花

34号 -1 03/12/13 この冬の預貯金運用 目黒政明

34号 -2 03/12/13 前川ゼミナール 第10回　　新証券税制の今後に期待する 前川貢

35号 -1 03/12/20 賃貸住宅の「連帯保証人」 清水香

35号 -2 03/12/20 楽しくて、ときどき怖い社会保険 第10回　　減りつづける手取り収入～本格化する社会保険料負担増～ 井戸美枝

36号 -1 03/12/27 制度改正による家計への影響～負担増を手取額でみる～ 深田晶恵

36号 -2 03/12/27 税制が株式に近づく「株式投信」 浅田里花

37号 -1 04/01/03 MSI通信 Vol.11　　2004年の金融市場、上半期に転機？ 亀井幸一郎

37号 -2 04/01/03 ミレアのスカンディア生命買収を慶び、今後に期待する 野田眞

38号 -1 04/01/10 自動車保険をどう選ぶか 清水香

38号 -2 04/01/10 前川ゼミナール 第11回　　今年の投資をどう考えるか 前川貢

39号 -1 04/01/17 国内株式投信・新税制の留意点 目黒政明

39号 -2 04/01/17 望月厚子のこれだけは言っておきたい! 第1回　　中小事業主には労災の適用なし 望月厚子

40号 -1 04/01/24 金相場が危険水域にやってきた？ 野田眞

40号 -2 04/01/24 これってどう? 第16回　　JAあんしん計画 深田晶恵

41号 -1 04/02/07 MSI通信 Vol.12　　米中心に年央に政治的山場、金融市場への影響も 亀井幸一郎

41号 -2 04/02/07 これってどう? 第17回　　外貨建個人年金保険を評価する 浅田里花

42号 -1 04/02/14 これってどう? 第18回　　続編・住宅ローン「JAあんしん計画」 深田晶恵

42号 -2 04/02/14 前川ゼミナール 第12回　　日本版REIT（J-REIT）とのつきあい方 前川貢

43号 -1 04/02/21 車両保険～会員限定勉強会から～ 清水香

43号 -2 04/02/21 望月厚子のこれだけは言っておきたい! 第2回　　社会保険の不服申立て制度 望月厚子

44号 -1 04/02/28 投資は善・貯蓄は差別の対象に～最新堅実運用事情あれこれ～ 野田眞

44号 -2 04/02/28 大阪証券取引所のベンチャーファンド市場 目黒政明

45号 -1 04/03/06 MSI通信 Vol.13　　止めるに止められない為替介入 亀井幸一郎
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45号 -2 04/03/06 注目される中国株投資～個人はどう取り組む？～ 浅田里花

46号 -1 04/03/13 これってどう? 第19回　　堂々人生『保険工房』 清水香

46号 -2 04/03/13 前川ゼミナール 第13回　　過去の値動きを参考に投資信託を選ぶ 前川貢

47号 -1 04/03/20 金融所得一体課税を巡る議論について 目黒政明

47号 -2 04/03/20 望月厚子のこれだけは言っておきたい! 第3回　　在職老齢年金 望月厚子

48号 -1 04/03/27 消費者保護が存在しない日本の住宅ローン 深田晶恵

48号 -2 04/03/27 「CSR・SRI」は最良の投資基準か？ 野田眞

49号 -1 04/04/03 MSI通信 Vol.14　　満開のさくらを見て思うこと 亀井幸一郎

49号 -2 04/04/03 告知義務違反にまつわる誤解 内藤眞弓

50号 -1 04/04/10 これってどう? 第20回　　再発三大疾病保障定期保険特約 清水香

50号 -2 04/04/10 前川ゼミナール 第14回　　銀行窓販の今後の課題 前川貢

51号 -1 04/04/17 MSI通信 Vol.15　　いずれ金融市場に影響するイラク戦争の誤算 亀井幸一郎

51号 -2 04/04/17 望月厚子のこれだけは言っておきたい! 第4回　　江角マキ子さんはなぜ滞納したのか？ 望月厚子

52号 -1 04/04/24 今回は、三つの朗報をお届けします 野田眞

52号 -2 04/04/24 坂部達夫の税制ざっくばらん 第1回　　税金は国との約束？ 坂部達夫

53号 -1 04/05/01 MSI通信 Vol.16　　欧州の動きに注目を 亀井幸一郎

53号 -2 04/05/01 これってどう? 第21回　　AIU　上乗せ健保 浅田里花

54号 -1 04/05/08 児童手当法の改正 清水香

54号 -2 04/05/08 前川ゼミナール 第15回　　ローリスク・ハイリターンのJリート？ 前川貢

55号 -1 04/05/15 小規模企業共済法改正で契約者貸付け制度の創設・拡充 内藤眞弓

55号 -2 04/05/15 望月厚子のこれだけは言っておきたい! 第5回　　扶養家族を考える 望月厚子

56号 -1 04/05/22 年金未加入・未納問題に思う 野田眞

56号 -2 04/05/22 坂部達夫の税制ざっくばらん 第2回　　三位一体改革ってなに(1) 坂部達夫

57号 -1 04/06/05 MSI通信 Vol.17　　グリーンスパン議長のホワイトハウス詣で 亀井幸一郎

57号 -2 04/06/05 これってどう? 第22回　　終身保険は貯蓄代わりになる？ 深田晶恵

58号 -1 04/06/12 長期金利と短期金利の関係について 目黒政明

58号 -2 04/06/12 前川ゼミナール 第16回　　投資家としてJリート投資を考える 前川貢

59号 -1 04/06/19 アカウント型とユニバーサル型の違いを整理する 浅田里花

59号 -2 04/06/19 望月厚子のこれだけは言っておきたい! 第6回　　年金制度改正に思うこと 望月厚子

60号 -1 04/06/26 これってどう? 第23回　　個人賠償責任保険 清水香

60号 -2 04/06/26 坂部達夫の税制ざっくばらん 第3回　　三位一体改革ってなに(2) 坂部達夫

61号 -1 04/07/03 MSI通信 Vol.18　　低金利に慣れ、晴れ渡る景気に射す影 亀井幸一郎

61号 -2 04/07/03 労働基準法改正を機に非正社員の処遇改善を望む 内藤眞弓

62号 -1 04/07/10 着実に歩むCSRのインテグレックス 野田眞

62号 -2 04/07/10 前川ゼミナール 第17回　　あの有名な「グロ・ソブ」との付き合い方 前川貢

63号 -1 04/07/17 住宅ローン・アドバイザー制度、創設へ 深田晶恵

63号 -2 04/07/17 望月厚子のこれだけは言っておきたい! 第7回　　社会保険庁改革に思うこと 望月厚子

64号 -1 04/07/24 金融税制見通しの流れについて 目黒政明

64号 -2 04/07/24 坂部達夫の税制ざっくばらん 第4回　　子供にお金をあげたい！（生前贈与について） 坂部達夫

65号 -1 04/08/07 MSI通信 Vol.19　　乱高下しやすくなっている原油価格～株式市場の悪材料に～ 亀井幸一郎

65号 -2 04/08/07 台風・大雨の被害に備える 浅田里花

66号 -1 04/08/14 これってどう? 第24回　　Dr.ジャパン 清水香

66号 -2 04/08/14 前川ゼミナール 第18回　　実績低迷のグローバルCBオープンを検証する 前川貢

67号 -1 04/08/21 これってどう? 第25回　　LA Double　新特約 内藤眞弓

67号 -2 04/08/21 望月厚子のこれだけは言っておきたい! 第8回　　日本の少子化対策に思うこと 望月厚子

68号 -1 04/08/28 最新SRI事情　取り組みの優劣がはっきりと見える 野田眞

68号 -2 04/08/28 坂部達夫の税制ざっくばらん 第5回　　土地・建物の譲渡損の損益通算不可 坂部達夫

69号 -1 04/09/04 MSI通信 Vol.20　　中国の一断面にすぎない上海の発展 亀井幸一郎

69号 -2 04/09/04 最近のキーワード　“女性向け”と“終身医療保険” 深田晶恵
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70号 -1 04/09/11 これってどう? 第26回　　新生銀行の新型定期 目黒政明

70号 -2 04/09/11 前川ゼミナール 第19回　　ハイ・イールド債との付き合い方 前川貢

71号 -1 04/09/18 「高金利貸付は犯罪」との共通認識を 浅田里花

71号 -2 04/09/18 望月厚子のこれだけは言っておきたい! 第9回　　ニート急増に思うこと 望月厚子

72号 -1 04/09/25 これってどう? 第27回　　超保険(1) 清水香

72号 -2 04/09/25 坂部達夫の税制ざっくばらん 第6回　　税理士ってどういう人(1) 坂部達夫

73号 -1 04/10/02 MSI通信 Vol.21　　走り続ける必要のある中国 亀井幸一郎

73号 -2 04/10/02 団体訴権確立に向け、「消費者機構日本」設立 内藤眞弓

74号 -1 04/10/09 「社会保障の在り方」懇談会に注目する 野田眞

74号 -2 04/10/09 前川ゼミナール 第20回　　インフレに備える物価連動債とは 前川貢

75号 -1 04/10/16 「長期入院を抑制するために導入された入院180日ルールを知る」 深田晶恵

75号 -2 04/10/16 望月厚子のこれだけは言っておきたい! 第10回　　個別労働紛争の解決手段は 望月厚子

76号 -1 04/10/23 消費税引き上げと長期金利 目黒政明

76号 -2 04/10/23 坂部達夫の税制ざっくばらん 第7回　　税理士ってどういう人(2) 坂部達夫

77号 -1 04/11/06 MSI通信 Vol.22　　膨らむ赤字、進むドル安 亀井幸一郎

77号 -2 04/11/06 これってどう? 第28回　　投資型年金「アズユーライク」 浅田里花

78号 -1 04/11/13 これってどう? 第29回　　超保険(2) 清水香

78号 -2 04/11/13 前川ゼミナール 第21回　　ペーパーレス化と対処法　タンス株をお持ちの方へ 前川貢

79号 -1 04/11/20 坂部達夫の税制ざっくばらん 第8回　　2700万円の損害賠償事件 坂部達夫

79号 -2 04/11/20 望月厚子のこれだけは言っておきたい! 第11回　　厚生労働省へ行ってきた 望月厚子

80号 -1 04/11/27 社会保障の在り方懇談会・第2報 野田眞

80号 -2 04/11/27 「混合診療解禁」議論を考える 内藤眞弓

81号 -1 04/12/04 これってどう? 第30回　　ソニー銀行の住宅ローン 深田晶恵

81号 -2 04/12/04 前川ゼミナール 第22回　　5％の利回りと1ドル＝100円になったら 前川貢

82号 -1 04/12/11 MSI通信 Vol.23　　ドルの戻りはあれ「下落見通し」に変化なし 亀井幸一郎

82号 -2 04/12/11 外貨建て個人年金保険と外債投資 目黒政明

83号 -1 04/12/18 日本初の個人向け映画ファンド 浅田里花

83号 -2 04/12/18 望月厚子のこれだけは言っておきたい! 第12回　　今年一年を振り返ると 望月厚子

84号 -1 04/12/25 これってどう? 第31回　　超保険(3) 清水香

84号 -2 04/12/25 坂部達夫の税制ざっくばらん 第9回　　税理士ってどういう人(3) 坂部達夫

85号 -1 05/01/08 MSI通信 Vol.24　　注目される「米国赤字の行方」と「イラクの選挙」 亀井幸一郎

85号 -2 05/01/08 「特定商取引法」改正のポイント(1) 内藤眞弓

86号 -1 05/01/15 社会保障の在り方懇談会・第3報 野田眞

86号 -2 05/01/15 前川ゼミナール 第23回　　株価らしくなったJリート 前川貢

87号 -1 05/01/22 短期固定金利ローンを組んで失敗した人は借り換えのチャンス到来！ 深田晶恵

87号 -2 05/01/22 望月厚子のこれだけは言っておきたい! 第13回　　育児・介護休業法の改正 望月厚子

88号 -1 05/01/29 これってどう? 第32回　　アクサ生命の外貨建て年金保険 目黒政明

88号 -2 05/01/29 坂部達夫の税制ざっくばらん 第10回　　確定申告雑感 坂部達夫

89号 -1 05/02/05 MSI通信 Vol.25　　ブッシュⅡ期政権の方針転換 亀井幸一郎

89号 -2 05/02/05 平成17年度　証券税制のツボ 浅田里花

90号 -1 05/02/12 これってどう? 第33回　　ＵＲ賃貸住宅 清水香

90号 -2 05/02/12 前川ゼミナール 第24回　　毒にも薬にもなる外国為替証拠金取引 前川貢

91号 -1 05/02/19 「特定商取引法」改正のポイント(2) 内藤眞弓

91号 -2 05/02/19 望月厚子のこれだけは言っておきたい! 第14回　　厚生年金も空洞化？ 望月厚子

92号 -1 05/02/26 お粗末極まる『新型個人向け国債』構想 野田眞

92号 -2 05/02/26 坂部達夫の税制ざっくばらん 第11回　　確定申告の緊急情報 坂部達夫

93号 -1 05/03/05 MSI通信 Vol.26　　食べ疲れの弱った（？）「豚」 亀井幸一郎

93号 -2 05/03/05 手軽な通販の医療保険ほど正確な告知が重要 深田晶恵

94号 -1 05/03/12 郵便貯金等の商品性見直しについて 目黒政明

生活設計塾クルー



クルーレポートタイトル　見本版/1号～100号

発行日 執筆者名号数 タイトル

94号 -2 05/03/12 前川ゼミナール 第25回　　分配最低のJFCBに期待する 前川貢

95号 -1 05/03/19 「女性向け」：イメージ捨て実質価値で判断を 浅田里花

95号 -2 05/03/19 望月厚子のこれだけは言っておきたい! 第15回　　労基局VS経団連のバトルに注目 望月厚子

96号 -1 05/03/26 これってどう? 第34回　　新価実損型新長期特約 清水香

96号 -2 05/03/26 坂部達夫の税制ざっくばらん 第12回　　医療費控除をぬかりなく 坂部達夫

97号 -1 05/04/02 MSI通信 Vol.27　　「金利上昇」はドルにとっての「諸刃の剣」 亀井幸一郎

97号 -2 05/04/02 変額年金保険等に新たな責任準備金積立ルールの導入 内藤眞弓

98号 -1 05/04/09 課税ベース拡大による低所得者増税へ 野田眞

98号 -2 05/04/09 前川ゼミナール 第26回　　勧誘がなくなるということ 前川貢

99号 -1 05/04/16 SRIファンドを買うなら価値観の合う投資基準のファンドを選ぶことが大切 深田晶恵

99号 -2 05/04/16 望月厚子のこれだけは言っておきたい! 第16回　　総務省行政評価局について 望月厚子

100号 -1 05/04/23 外債投資における利付債と割引債 目黒政明

100号 -2 05/04/23 坂部達夫の税制ざっくばらん 第13回　　「源泉徴収」と「年末調整」は憲法違反だ 坂部達夫
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