
クルーレポートタイトル　301号～400号

発行日 執筆者名

301号 -1 09/07/04 MSI通信 Vol.79　　米、もたつく景気回復 亀井幸一郎

301号 -2 09/07/04 退職金の受け取りは一時金？年金？ 清水香

302号 -1 09/07/11 消費者トラブルにおける裁判外紛争解決手続き（ADR） 内藤眞弓

302号 -2 09/07/11 前川ゼミナール 第78回　　新興国株式投資で悩んでいる人に 前川貢

303号 -1 09/07/18 「住宅保障」を社会保障の柱の一つに 野田眞

303号 -2 09/07/18 望月厚子のこれだけは言っておきたい! 第67回　　年金受給資格期間を満たしていても無年金者？ 望月厚子

304号 -1 09/07/25 これってどう? 第71回　　長期優良住宅向けフラット50 深田晶恵

304号 -2 09/07/25 坂部達夫の税制ざっくばらん 第61回　　夫婦の財産について 坂部達夫

305号 -1 09/08/01 MSI通信 Vol.80　　例を見ない「ジョブレス・リカバリー」 亀井幸一郎

305号 -2 09/08/01 これってどう? 第72回　　原油先物投信 目黒政明

306号 -1 09/08/08 意識改革が必要、自転車ドライバー～道路交通法とリスクカバー 浅田里花

306号 -2 09/08/08 前川ゼミナール 第79回　　いま流行の通貨選択型について 前川貢

307号 -1 09/08/15 これってどう? 第73回　　明治安田生命「明日のミカタ」 清水香

307号 -2 09/08/15 望月厚子のこれだけは言っておきたい! 第68回　　親の年収の高低で子供の成績は決まるのか？ 望月厚子

308号 -1 09/08/22 「消費者庁」9月1日始動 内藤眞弓

308号 -2 09/08/22 坂部達夫の税制ざっくばらん 第62回　　農林水産分野における政策と税制 坂部達夫

309号 -1 09/09/05 MSI通信 Vol.81　　当たり屋ヘッジファンドの積極姿勢が目立つ金市場 亀井幸一郎

309号 -2 09/09/05 リタイアメントプランのこれから 野田眞

310号 -1 09/09/12 教育ローン最新事情 深田晶恵

310号 -2 09/09/12 前川ゼミナール 第80回　　個別のJ-REIT投資よりも投資信託・ETF 前川貢

311号 -1 09/09/19 3本の金ETFを比較してみると・・・ 目黒政明

311号 -2 09/09/19 望月厚子のこれだけは言っておきたい! 第69回　　第2のセーフティネット整備で生活保護制度は変わる？ 望月厚子

312号 -1 09/09/26 期待したいセーフティネットの再構築～私たちの意識改革も必要～ 浅田里花

312号 -2 09/09/26 坂部達夫の税制ざっくばらん 第63回　　「固定合意」って何？ 坂部達夫

313号 -1 09/10/03 MSI通信 Vol.82　　米国金融　遠い正常化 亀井幸一郎

313号 -2 09/10/03 2010年1月以降、火災保険は変わるか？ 清水香

314号 -1 09/10/10 「-25％」のインパクト 内藤眞弓

314号 -2 09/10/10 前川ゼミナール 第81回　　魅力的な特徴があるのに停滞する国内ETF 前川貢

315号 -1 09/10/17 変えたい！！　金融行動の考え方と方法 野田眞

315号 -2 09/10/17 望月厚子のこれだけは言っておきたい! 第70回　　今こそ日本の技術力を育てる施策を！ 望月厚子

316号 -1 09/10/24 0.975%の変動金利ローンが生む弊害 深田晶恵

316号 -2 09/10/24 坂部達夫の税制ざっくばらん 第64回　　税務調査　個人版（1） 坂部達夫

317号 -1 09/11/07 MSI通信 Vol.83　　1100ドルに迫ったドル建て金価格 亀井幸一郎

317号 -2 09/11/07 為替先物予約のヘッジコストとヘッジプレミアム 目黒政明

318号 -1 09/11/14 草の根の社会的金融とセーフティネット作り～厚木市の市民事業 浅田里花

318号 -2 09/11/14 前川ゼミナール 第82回　　「投信のすばらしさ」を伝えられない投信業界への提言 前川貢

319号 -1 09/11/21 「ハザードマップ」を知っていますか？ 清水香

319号 -2 09/11/21 望月厚子のこれだけは言っておきたい! 第71回　　JALの企業年金問題はどうなる？ 望月厚子

320号 -1 09/11/28 国民皆保険制度を支えるための『財源』の議論を始めるとき 内藤眞弓

320号 -2 09/11/28 坂部達夫の税制ざっくばらん 第65回　　税務調査　個人版（2） 坂部達夫

321号 -1 09/12/05 MSI通信 Vol.84　　パラダイム・シフトを映す金市場 亀井幸一郎

321号 -2 09/12/05 FPフォーラムとキャッシュフロー 野田眞

322号 -1 09/12/12 本当に安心して暮らせる社会①～「ベーシック・インカム」実現へ～ 浅田里花

322号 -2 09/12/12 前川ゼミナール 第83回　　インフレ対策で新たな不安を抱え込まないために 前川貢

323号 -1 09/12/19 これってどう? 第74回　　銀行の期限前償還条項付劣後債 目黒政明

323号 -2 09/12/19 望月厚子のこれだけは言っておきたい! 第72回　　今年1年を振り返って 望月厚子

324号 -1 09/12/26 住宅ローンの返済に困ったら～金融円滑化法で銀行の対応はどう変わる？ 深田晶恵

324号 -2 09/12/26 坂部達夫の税制ざっくばらん 第66回　　民主党政権による初めての税制改正(1) 坂部達夫

325号 -1 10/01/09 MSI通信 Vol.85　　節目の2009年を超えて（ソブリンリスク） 亀井幸一郎

号数 タイトル

生活設計塾クルー



クルーレポートタイトル　301号～400号

発行日 執筆者名号数 タイトル

325号 -2 10/01/09 自治体の「耐震・改修に関する助成制度」を知っていますか？ 清水香

326号 -1 10/01/16 生活福祉資金貸付制度の見直し 内藤眞弓

326号 -2 10/01/16 前川ゼミナール 第84回　　長い目で見れば、株高・円安は始まったばかり 前川貢

327号 -1 10/01/23 本当に安心して暮らせる社会②～「ベーシック・インカム」財源は？～ 浅田里花

327号 -2 10/01/23 望月厚子のこれだけは言っておきたい! 第73回　　未払い残業代請求ビジネスがブーム？ 望月厚子

328号 -1 10/01/30 2010年、手取り収入はこうなる！ 深田晶恵

328号 -2 10/01/30 坂部達夫の税制ざっくばらん 第67回　　平成22年度税制改正 坂部達夫

329号 -1 10/02/06 MSI通信 Vol.86　　オバマ輸出振興の背景とドル安政策 亀井幸一郎

329号 -2 10/02/06 これってどう? 第75回　　先進国・新興国株式ETF 目黒政明

330号 -1 10/02/13 ルポ：人は、どう暮らしていこうとしているか～その①　泰阜村・高齢者協同企業組合（上） 野田眞

330号 -2 10/02/13 前川ゼミナール 第85回　　安全資産の振り向け先として「高格付外国債券」 前川貢

331号 -1 10/02/20 欠陥住宅を確実に補修する「住宅瑕疵担保履行法」 清水香

331号 -2 10/02/20 望月厚子のこれだけは言っておきたい! 第74回　　申立事件数増加！　成年後見制度 望月厚子

332号 -1 10/02/27 愛する故郷で暮らし続けたい 内藤眞弓

332号 -2 10/02/27 坂部達夫の税制ざっくばらん 第68回　　平成22年度税制改正(3) 坂部達夫

333号 -1 10/03/06 MSI通信 Vol.87　　PIIGS問題　救済されるギリシャ 亀井幸一郎

333号 -2 10/03/06 人は、どう暮らしていこうとしているか～その②　泰阜村・高齢者協同企業組合（下） 野田眞

334号 -1 10/03/13 これってどう? 第76回　　長割り終身保険を使った学資プラン 深田晶恵

334号 -2 10/03/13 前川ゼミナール 第86回　　金利が低いからこそ円高で投資ができるチャンス 前川貢

335号 -1 10/03/20 これってどう? 第77回　　「就業不能」をカバーする保険は有効か？ 清水香

335号 -2 10/03/20 望月厚子のこれだけは言っておきたい! 第75回　　国民年金保険料の納付可能期間の延長 望月厚子

336号 -1 10/03/27 選択肢が増えた商品投資 目黒政明

336号 -2 10/03/27 坂部達夫の税制ざっくばらん 第69回　　平成22年度税制改正(4)租特透明化法 坂部達夫

337号 -1 10/04/03 MSI通信 Vol.88　　南アフリカ訪問雑感 亀井幸一郎

337号 -2 10/04/03 本当に安心して暮らせる社会③～BI日本ネットワーク設立集会報告～ 浅田里花

338号 -1 10/04/10 複雑化するカード決済の仕組み 内藤眞弓

338号 -2 10/04/10 前川ゼミナール 第87回　　納得がいく条件ではなくなった個人向け社債 前川貢

339号 -1 10/04/17 「鳥の目」で見る保険業界とこれからの保障のあり方（上） 野田眞

339号 -2 10/04/17 望月厚子のこれだけは言っておきたい! 第76回　　労働者が知っておきたい法改正 望月厚子

340号 -1 10/04/24 これってどう? 第78回　　イオン銀行の住宅ローン 深田晶恵

340号 -2 10/04/24 坂部達夫の税制ざっくばらん 第70回　　平成22年度税制改正(5)相続税に関する改正と今後の見込み 坂部達夫

341号 -1 10/05/01 MSI通信 Vol.89　　ドル建て金価格上昇の背景 亀井幸一郎

341号 -2 10/05/01 郵政改革法案のポイント 目黒政明

342号 -1 10/05/08 「定期金の権利に関する評価」改正の影響は？　～収入保障保険も 浅田里花

342号 -2 10/05/08 前川ゼミナール 第88回　　長期投資で報われるのが外債投資 前川貢

343号 -1 10/05/15 これってどう? 第79回　　「住宅エコポイント」ってどう？ 清水香

343号 -2 10/05/15 望月厚子のこれだけは言っておきたい! 第77回　　今一度年金記録を確認しておこう 望月厚子

344号 -1 10/05/22 消費者庁ってどんなことをするところ？ 内藤眞弓

344号 -2 10/05/22 坂部達夫の税制ざっくばらん 第71回　　「国際会計基準（国際財務報告基準）」と税制 坂部達夫

345号 -1 10/06/05 MSI通信 Vol.90　　金市場の転機としての2010年5月 亀井幸一郎

345号 -2 10/06/05 「鳥の目」で見る保険業界とこれからの保障のあり方（下） 野田眞

346号 -1 10/06/12 これってどう? 第80回　　人気急上昇中のフラット35S 深田晶恵

346号 -2 10/06/12 前川ゼミナール 第89回　　預金の受け皿として存在感アップ、個人向け国債 前川貢

347号 -1 10/06/19 投資信託の｢分配金」を巡る誤解と問題 目黒政明

347号 -2 10/06/19 望月厚子のこれだけは言っておきたい! 第78回　　過労死・過労自殺が増加する？？ 望月厚子

348号 -1 10/06/26 これってどう? 第81回　　収入保障保険の効果的な使い方と注意点～オリックス生命「Keep」 浅田里花

348号 -2 10/06/26 坂部達夫の税制ざっくばらん 第72回　　国際財務報告基準（IFRS）について 坂部達夫

349号 -1 10/07/03 MSI通信 Vol.91　　米国が取る金融緩和という財政刺激策 亀井幸一郎

349号 -2 10/07/03 がん治療の負担軽減策 清水香

生活設計塾クルー



クルーレポートタイトル　301号～400号

発行日 執筆者名号数 タイトル

350号 -1 10/07/10 地域主権改革は誰のための改革か？ 内藤眞弓

350号 -2 10/07/10 前川ゼミナール 第90回　　ユーロ急落、ユーロ危機の高まりをチャンスと見れば 前川貢

351号 -1 10/07/17 「税」をめぐるよしなしごと～抜本改革の議論の前に～ 野田眞

351号 -2 10/07/17 望月厚子のこれだけは言っておきたい! 第79回　　後期高齢者医療制度の行方 望月厚子

352号 -1 10/07/24 生命保険契約は受取り時の税金を考慮しよう 深田晶恵

352号 -2 10/07/24 坂部達夫の税制ざっくばらん 第73回　　会社を廃業しようと思ったら 坂部達夫

353号 -1 10/08/07 MSI通信 Vol.92　　踊り場の米景気～デフレ阻止も念頭に置いた緩和策の再開 亀井幸一郎

353号 -2 10/08/07 ポートフォリオ運用とETF 目黒政明

354号 -1 10/08/14 知っておきたい金融ADR制度～10月1日から施行～ 浅田里花

354号 -2 10/08/14 前川ゼミナール 第91回　　リート投資は安易な対象ではありません 前川貢

355号 -1 10/08/21 これってどう? 第82回　　アクサ生命「がん収入保障保険」 清水香

355号 -2 10/08/21 望月厚子のこれだけは言っておきたい! 第80回　　介護保険法改正に向けて 望月厚子

356号 -1 10/08/28 もっと公的医療保険を知ろう 内藤眞弓

356号 -2 10/08/28 坂部達夫の税制ざっくばらん 第74回　　小規模企業共済の拡充は有り難い 坂部達夫

357号 -1 10/09/04 MSI通信 Vol.93　　多方面にわたる米国の「誤算」 亀井幸一郎

357号 -2 10/09/04 野田眞のこんなの発見 （1）　　国際連帯税 野田眞

358号 -1 10/09/11 社会保障審議会医療保険部会を傍聴して 深田晶恵

358号 -2 10/09/11 前川ゼミナール 第92回　　債券投資は償還まで持ち切るのが前提だけど 前川貢

359号 -1 10/09/18 日本振興銀行に対し初のペイオフ発動 目黒政明

359号 -2 10/09/18 望月厚子のこれだけは言っておきたい! 第81回　　学童保育設立を目指して 望月厚子

360号 -1 10/09/25 社会保障審議会医療保険部会を傍聴～出産育児一時金「直接支払制度」～ 浅田里花

360号 -2 10/09/25 坂部達夫の税制ざっくばらん 第75回　　税理士の拠って立つ法律 坂部達夫

361号 -1 10/10/02 MSI通信 Vol.94　　ドル建て金貨価格更新　予想外のハイスペースで進んでいるIMFの保有金売却 亀井幸一郎

361号 -2 10/10/02 火災保険の素朴な疑問に答える 清水香

362号 -1 10/10/09 野田眞のこんなの発見 （2）　　続　国際連帯税 野田眞

362号 -2 10/10/09 前川ゼミナール 第93回　　知る人ぞ知る税優遇商品「ディスカウント債」 前川貢

363号 -1 10/10/16 これってどう? 第83回　　がん保険にも医療保険にもなる「1年組み立て保険」 内藤眞弓

363号 -2 10/10/16 望月厚子のこれだけは言っておきたい!　第両方もらえないの？年金の併給の調整について 望月厚子

364号 -1 10/10/23 公庫ローンとフラット35の返済方法変更で、あまり知られていない「2つ」のこと 深田晶恵

364号 -2 10/10/23 坂部達夫の税制ざっくばらん 第76回　　税のボーダーレス化 坂部達夫

365号 -1 10/11/06 MSI通信 Vol.95　　米国の追加緩和（QE　Ⅱ）束の間の平穏 亀井幸一郎

365号 -2 10/11/06 少なくともあと2年は続く？日銀のゼロ金利政策 目黒政明

366号 -1 10/11/13 これってどう? 第84回　　不安の時代、保険は有効か　『勇気のお守り』『長生き支援終身保険』 浅田里花

366号 -2 10/11/13 前川ゼミナール 第94回　　長期投資を勧める資質が問われる金融機関 前川貢

367号 -1 10/11/20 火災保険　鑑定人の「コワい話」 清水香

367号 -2 10/11/20 望月厚子のこれだけは言っておきたい! 第83回　　高齢者の財産を守るには？ 望月厚子

368号 -1 10/11/27 『ロマンとソロバン』『リアリズムとヒューマニズム』の実験～庄内医療生協の取り組み～ 内藤眞弓

368号 -2 10/11/27 坂部達夫の税制ざっくばらん 第77回　　え、税務署長に嘆願書 坂部達夫

369号 -1 10/12/04 MSI通信 Vol.96　　バーナンキはやる　不退転の決意で 亀井幸一郎

369号 -2 10/12/04 知っておきたい銀行窓販の実態 深田晶恵

370号 -1 10/12/11 野田眞のこんなの発見 （3）　　番外編：2011年、銀行はどこへ行く 野田眞

370号 -2 10/12/11 前川ゼミナール 第95回　　2011年卯年は跳ねる、良い年になるかも・・ 前川貢

371号 -1 10/12/18 リスク軽減型投信等の販売勧誘ルールを強化 目黒政明

371号 -2 10/12/18 望月厚子のこれだけは言っておきたい! 第84回　　2010年を振り返って 望月厚子

372号 -1 10/12/25 中学生と職業～総合学習の時間における授業 浅田里花

372号 -2 10/12/25 坂部達夫の税制ざっくばらん 第78回　　役員退職金について 坂部達夫

373号 -1 11/01/08 MSI通信 Vol.97　　2011年金価格1240～1600ドル 亀井幸一郎

373号 -2 11/01/08 賃貸住宅事情が変わってきた 清水香

374号 -1 11/01/15 これってどう? 第85回　　安心サポート信託（生命保険信託） 内藤眞弓

生活設計塾クルー
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374号 -2 11/01/15 前川ゼミナール 第96回　　人気のないメガバンク株ではあるけれど・・・ 前川貢

375号 -1 11/01/22 2011年、手取り収入はこうなる！ 深田晶恵

375号 -2 11/01/22 望月厚子のこれだけは言っておきたい! 第85回　　子どもに関するショッキングな問題 望月厚子

376号 -1 11/01/29 人民元相場と人民元預金 目黒政明

376号 -2 11/01/29 坂部達夫の税制ざっくばらん 第79回　　不動産貸付業の規模による取扱いの違い 坂部達夫

377号 -1 11/02/05 MSI通信 Vol.98　　理論家議長（バーナンキ）は突き進む 亀井幸一郎

377号 -2 11/02/05 これってどう? 第86回　　「こくみん共済」に新タイプ～商品内容と全労済の役割 浅田里花

378号 -1 11/02/12 野田眞のこんなの発見 （4）　　～ある書籍 野田眞

378号 -2 11/02/12 前川ゼミナール 第97回　　効率よりも使い勝手を優先する人もいる 前川貢

379号 -1 11/02/19 自動車保険をめぐる状況 清水香

379号 -2 11/02/19 望月厚子のこれだけは言っておきたい! 第86回　　国民年金運用3号は正直者が馬鹿を見る制度なのか？ 望月厚子

380号 -1 11/02/26 暮らしの形を変えるTPPは劇薬？　農業はスケープゴート 内藤眞弓

380号 -2 11/02/26 坂部達夫の税制ざっくばらん 第80回　　平成23年度税制改正　相続税・贈与税 坂部達夫

381号 -1 11/03/05 MSI通信 Vol.99　　市場最高値を更新したドル建て金価格 亀井幸一郎

381号 -2 11/03/05 住宅ローンの正しい金利交渉術 深田晶恵

382号 -1 11/03/12 これってどう? 第87回　　商品内容が見直された個人向け国債 目黒政明

382号 -2 11/03/12 前川ゼミナール 第98回　　円高基調に転換はあるか 前川貢

383号 -1 11/03/19 地震保険の適用と保険金請求について 清水香

383号 -2 11/03/19 望月厚子のこれだけは言っておきたい! 第87回　　東北地方太平洋沖地震の被災者への支援対策 望月厚子

384号 -1 11/03/26 震災から何を学ぶか　～個人ができるマネー対策 浅田里花

384号 -2 11/03/26 坂部達夫の税制ざっくばらん 第81回　　大震災での確定申告 坂部達夫

385号 -1 11/04/02 MSI通信 Vol.100　　大震災後のドル円相場を考える 亀井幸一郎

385号 -2 11/04/02 「復興のためにはTPPしかない！」の危険 内藤眞弓

386号 -1 11/04/09 野田眞のこんなの発見 （5）　　ある相似と「減税日本」 野田眞

386号 -2 11/04/09 前川ゼミナール 第99回　　解散価値まで戻れば十分と思えれば日本株投資 前川貢

387号 -1 11/04/16 株式相場の乱高下時に注目したいＥＴＦ 目黒政明

387号 -2 11/04/16 望月厚子のこれだけは言っておきたい! 第88回　　避難所での初めてのボランティア活動 望月厚子

388号 -1 11/04/23 震災被災者の住宅ローンはどうなるか 深田晶恵

388号 -2 11/04/23 坂部達夫の税制ざっくばらん 第82回　　租税について考える 坂部達夫

389号 -1 11/05/07 MSI通信 Vol.101　　カネ余り相場の乱調 亀井幸一郎

389号 -2 11/05/07 これってどう? 第88回　　通院給付金日数が無制限に～アフラック『Days』 浅田里花

390号 -1 11/05/14 今震災での損害保険業界の取り組み 清水香

390号 -2 11/05/14 前川ゼミナール 第100回　　うまいだけの話かを確認するポイント 前川貢

391号 -1 11/05/21 後見制度をサポートする仕組み 内藤眞弓

391号 -2 11/05/21 望月厚子のこれだけは言っておきたい! 第89回　　目新しい案はなし？社会保障制度改革 望月厚子

392号 -1 11/05/28 興味深い個人賠償責任保険の賠償額実績 深田晶恵

392号 -2 11/05/28 坂部達夫の税制ざっくばらん 第83回　　東日本大震災の税務 坂部達夫

393号 -1 11/06/04 MSI通信 Vol.102　　再び減速傾向を強める米国景気 亀井幸一郎

393号 -2 11/06/04 アクティブ型ファンドの選び方 目黒政明

394号 -1 11/06/11 野田眞のこんなの発見 （6）　　《廃県置藩》という言葉 野田眞

394号 -2 11/06/11 前川ゼミナール 第101回　　変動型10年個人向け国債を判断のモノサシに 前川貢

395号 -1 11/06/18 収入保障保険の年金～源泉徴収がなくなる 浅田里花

395号 -2 11/06/18 望月厚子のこれだけは言っておきたい! 第90回　　制度導入できるか？共通番号制度 望月厚子

396号 -1 11/06/25 マンションでは地震保険をどう契約する？ 清水香

396号 -2 11/06/25 坂部達夫の税制ざっくばらん 第84回　　遺言よもやま話（1） 坂部達夫

397号 -1 11/07/02 MSI通信 Vol.103　　ギリシャ危機と急増中の新興国中銀の金購入 亀井幸一郎

397号 -2 11/07/02 地震活動期に入った日本　～知っておきたい暮らしにかかわる災害支援～ 内藤眞弓

398号 -1 11/07/09 生活再建相談会＠盛岡のお手伝いをして 深田晶恵

398号 -2 11/07/09 前川ゼミナール 第102回　　通貨選択型が高分配だった背景 前川貢

生活設計塾クルー



クルーレポートタイトル　301号～400号

発行日 執筆者名号数 タイトル

399号 -1 11/07/16 運用実績の良い日本株ファンド 目黒政明

399号 -2 11/07/16 望月厚子のこれだけは言っておきたい! 第91回　　日本の相対的貧困率…本当に国民の７人に１人が貧困なのか？ 望月厚子

400号 -1 11/07/23 これってどう? 第89回　　変化する医療に対応できる　～アクサ『治療保障のがん保険』 浅田里花

400号 -2 11/07/23 坂部達夫の税制ざっくばらん 第85回　　納税者権利憲章の実態 坂部達夫

生活設計塾クルー


