
月刊『学校法人』目次 令和 2（2020）年度 

1 

 

4 月号目次 Vol.43／№1／2020（通巻第 506 号） 

 

 

  

●大学職員は、どこから来て、どこに行くのか

　【対談編】～過去から、現在を解き明かして、

未来を予測する～(第12回)

●新しい監事の監査報告書 梶間　栄一 ･･･14

●資産形成を目的とした信託商品について

～実績配当型合同運用指定金銭信託の最新動向～（前編）

●私立大学等経常費補助金の動向(2)

　　令和元年度における配分方法の変更点等

（私立大学等改革総合支援事業）

●50の問に答える大学改革の処方箋

　―戦略経営、リーダーシップ、教育改善・

100大学の取組みから―（第11回）

●学校法人における新型コロナウイルス感染症

に関する法務対応(1)

●海外高等教育事情

　第23回：中国、研究評価における

SCI論文と関連指標の使用を規制

●中高・幼稚園法人経営相談Ｑ＆Ａ

　第47回：ダンス部特別コーチの交通費と源泉所得税

●資産運用入門講座

　第４回：債券の基礎知識④

大河原遼平 ･･･58

鈴木　一也 ･･･30

･･･17

村上　義紀

大工原　孝
･･･ 2

篠田　道夫 ･･･34

石嵜　政信

　contents

船守　美穂 ･･･45

吉住　俊彦 ･･･55

･･･53梶間　栄一
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5 月号目次 Vol.43／№2／2020（通巻第 507 号） 

 

 

  

●学校法人における新型コロナウイルス感染症

に関する法務対応(2)

●50の問に答える大学改革の処方箋

　―戦略経営、リーダーシップ、教育改善・

100大学の取組みから―（第12回）

植草　茂樹

佐栁　　融

江端　新吾

●資産形成を目的とした信託商品について

～実績配当型合同運用指定金銭信託の最新動向～（後編）

●海外高等教育事情

　第24回：ネイチャー誌、ＯＡ誌へ移行の見込み

●大学人事・労務の諸問題

　第30回：大学労務安全判例

●資産運用入門講座

　第５回：コロナ・ショックを考える

●中高・幼稚園法人経営相談Ｑ＆Ａ

　第48回：ややこしい？固定資産と修繕費の区分基準

●4月号掲載「新しい監事の監査報告書」に関する追記 編 集 部 ･･･44

　contents

石嵜　政信 ･･･51

●エビデンスを活用した大学経営講座（第１回）

篠田　道夫 ･･･17

大河原遼平 ･･･ 2

船守　美穂 ･･･24

･･･31

梶間　栄一 ･･･43

吉住　俊彦 ･･･41

三浦　春政 ･･･35
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6 月号目次 Vol.43／№3／2020（通巻第 508 号） 

 

 
  

●学校法人における新型コロナウイルス感染症

に関する法務対応(3)

●エビデンスを活用した大学経営講座 植草　茂樹

　第２回：大学の寄附募集戦略 佐栁　　融

江端　新吾

●９月入学に関する基本的視点 上杉　道世 ･･･56

●資産運用入門講座

　第６回：債券の基礎知識⑤

●中高・幼稚園法人経営相談Ｑ＆Ａ

　第49回：少額重要資産を固定資産に計上する理由は？

●海外高等教育事情

　第25回：コロナ下の米国の大学

―2020年度大学進学者数、２割減か？

●学校法人委員会研究報告第34号

●「学校法人委員会実務指針第36号「私立学校振興助成法に基づく

　　について

●「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』

●学校経理研究会からのお知らせ ･･･53

●５月号掲載「資産形成を目的とした
･･･60

信託商品について（後編）」お詫びと訂正

　監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」の公表 ･･･51

･･･54
　～ 学びの継続給付金 ～（今後、二次推薦も予定）

梶間　栄一 ･･･29

船守　美穂 ･･･31

　「学校法人の継続法人の前提に関するＱ＆Ａ」の公表について
･･･43

　contents

大河原遼平 ･･･ 2

･･･21

吉住　俊彦 ･･･14
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7 月号目次 Vol.43／№4／2020（通巻第 509 号） 

 

 

  

●入管法と大学経営(1)

　―求められる在籍管理、入管法改正及び

新型コロナウイルス感染症への対応―

●エビデンスを活用した大学経営講座 佐栁　　融

　第３回：大学改革から私立大学が学ぶべきもの 植草　茂樹

江端　新吾

●学校法人における新型コロナウイルス感染症

に関する法務対応(4)

●「９月入学」問題はなんだったのか 後藤　健夫 ･･･34

●資産運用入門講座

　第７回：債券の基礎知識⑥

●海外高等教育事情

　第26回：コロナ下の米国の大学

―標準テストSATとACTの壊滅か？

●中高・幼稚園法人経営相談Ｑ＆Ａ

　第50回：知っていますか？

学校法人の3つの会計ルール！

･･･ 2

･･･10

梶間　栄一 ･･･43

船守　美穂 ･･･40

　contents

大河原遼平 ･･･25

吉住　俊彦 ･･･31

杉田　昌平
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8 月号目次 Vol.43／№5／2020（通巻第 510 号） 

 

 

  

●入管法と大学経営(2)

　―求められる在籍管理、入管法改正及び

新型コロナウイルス感染症への対応―

●コロナ禍対策を大学改革に繋げる基本戦略

　―ピンチを如何にして発展の

チャンスに変えるか―（上）

●エビデンスを活用した大学経営講座 江端　新吾

　第４回：研究基盤改革の最先端 植草　茂樹

　　　　　～大学経営改革とイノベーション創出を 佐栁　　融

つなぐ教育・研究インフラ～

●大学人事・労務の諸問題

　第31回：大学教育・研究判例

●資産運用入門講座

　第８回：債券の基礎知識⑦

●中高・幼稚園法人経営相談Ｑ＆Ａ

　第51回：特待生の会計処理！

みなし入金、みなし出金はおかしくないですか？

●海外高等教育事情

　第27回：中国にて、教授を告発する学生が拡大

三浦　春政 ･･･28

吉住　俊彦 ･･･35

船守　美穂 ･･･40

梶間　栄一 ･･･38

　contents

杉田　昌平 ･･･ 2

･･･43

篠田　道夫 ･･･21
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9 月号目次 Vol.43／№6／2020（通巻第 511 号） 

 

 

  

●エビデンスを活用した大学経営講座 植草　茂樹

　第５回：「産学官連携による共同研究強化のための 江端　新吾

　ガイドライン【追補版】」への対応（前編） 佐栁　　融

～コロナ禍における新たな産学官連携の行方～ 江戸川泰路

●コロナ禍対策を大学改革に繋げる基本戦略

　―ピンチを如何にして発展の

チャンスに変えるか―（下）

●改正私立学校法下における法務対応のポイント

　第１回：総論

●大学人事・労務の諸問題

　第32回：その他の判例

●海外高等教育事情

　第28回：変わりゆくプレプリントの機能

●資産運用入門講座

　第９回：債券の基礎知識⑧

●中高・幼稚園法人経営相談Ｑ＆Ａ

　第52回：高校の売店と幼稚園の売店の会計処理

～補助活動収入の総額表示と純額表示～

●青山の日々(1) 本間　政雄 ･･･42

船守　美穂 ･･･31

･･･ 2

大河原遼平 ･･･47

三浦　春政 ･･･12

吉住　俊彦 ･･･37

梶間　栄一 ･･･39

　contents

篠田　道夫 ･･･23
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10月号目次 Vol.43／№7／2020（通巻第 512 号） 

 

 
  

●改正私立学校法下における法務対応のポイント

　第２回：理事への牽制強化

●世界で拡大する証明書類のデジタル化 芦沢　真五

　―学修歴・資格認証電子化の実証実験開始へ― 中崎　孝一

●エビデンスを活用した大学経営講座 佐栁　　融

　第６回：大学におけるキャリア支援は 植草　茂樹

どうあるべきか 江端　新吾

●大学人事・労務の諸問題

　第33回：大学名誉棄損判例（その１）

●中高・幼稚園法人経営相談Ｑ＆Ａ

　第53回：図書の耐用年数が耐用年数表にない!?

●資産運用入門講座

　第10回：債券の基礎知識⑨

●青山の日々(2) 本間　政雄 ･･･39

●海外高等教育事情

　第29回：Lancet誌、データサイエンティスト

による査読を導入

梶間　栄一 ･･･34

船守　美穂 ･･･43

三浦　春政 ･･･29

吉住　俊彦 ･･･36

　contents

･･･23

･･･ 9

大河原遼平 ･･･ 2
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11月号目次 Vol.43／№8／2020（通巻第 513 号） 

 

 
  

●改正私立学校法下における法務対応のポイント

　第３回：理事会機能の強化

●遠隔授業のこれから 中西　　茂 ･･･ 9

●エビデンスを活用した大学経営講座 植草　茂樹

　第７回：「産学官連携による共同研究強化のための 江端　新吾

　ガイドライン【追補版】」への対応（後編） 佐栁　　融

～コロナ禍における新たな産学官連携の行方～ 江戸川泰路

●令和２年度 私立大学等経常費補助金

　配分方法の主な変更点等について

日本私立学校振興・共済事業団 ･･･33

●中高・幼稚園法人経営相談Ｑ＆Ａ

　第54回：間違いやすい私学助成園の

無償化の会計処理とは？

●資産運用入門講座

　第11回：エンダウメント投資戦略

●海外高等教育事情

　第30回：インド、一般国民もアクセスできる電子

　　　　　ジャーナルのナショナルライセンスを追求

―加えて、グリーンＯＡも推進の方向―

●青山の日々(3) 本間　政雄 ･･･42

●大学人事・労務の諸問題

　第34回：大学名誉棄損判例（その２）

　contents

大河原遼平 ･･･ 2

三浦　春政 ･･･47

･･･21

吉住　俊彦 ･･･31

梶間　栄一 ･･･15

船守　美穂 ･･･38
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12月号目次 Vol.43／№9／2020（通巻第 514 号） 

 

 

  

●改正私立学校法下における法務対応のポイント

　第４回：監事機能の強化

●エビデンスを活用した大学経営講座 江端　新吾

　第８回：大学経営改革を推進する第三の職 植草　茂樹

～University Research Administrator “URA”～ 佐栁　　融

●令和２年 年末調整の注意事項

　｢給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の

　配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書｣

　を例に

●オープンブック・マネジメントと大学事務組織

　―事務組織力を向上させる職員研修の提案―

●資産運用入門講座

　第12回：エンダウメント投資戦略②

●海外高等教育事情

　第31回：ネイチャー誌とその姉妹誌、

120万円のＯＡ出版オプションを設定

●大学人事・労務の諸問題

　第35回：大学名誉棄損判例（その３）

●青山の日々(4) 本間　政雄 ･･･41

●中高・幼稚園法人経営相談Ｑ＆Ａ

　第55回：信用金庫の会員になった場合の会計処理は？

　contents

大河原遼平 ･･･ 2

･･･ 6

･･･51

照井　俊行 ･･･21

梶間　栄一

寺尾　　謙 ･･･45

吉住　俊彦 ･･･14

･･･30

･･･37三浦　春政

船守　美穂
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1 月号目次 Vol.43／№10／2021（通巻第 515号） 

 

 
  

●改正私立学校法下における法務対応のポイント

　第５回：評議員会機能の強化

●学校法人の情報リスク概説

　第１回：個人情報保護法の基本事項と留意点

●高等教育の修学支援新制度にかかる会計処理

日本私立学校振興・共済事業団 ･･･14

●サーバントリーダーシップと大学事務組織

　―大学行政管理を先導する大学職員のための

新しいリーダーシップ論―

●エビデンスを活用した大学経営講座 佐栁　　融

　第９回：e-CSTIは大学経営に何をもたらすのか 江端　新吾

植草　茂樹

●中高・幼稚園法人経営相談Ｑ＆Ａ

　第56回：市販のオンライン教材の利用料の会計処理

●青山の日々(5) 本間　政雄 ･･･37

●大学人事・労務の諸問題

　第36回：大学名誉棄損判例（その４）

●海外高等教育事情

　番外編：デジタル化とDXの違い

福田　　隆 ･･･ 6

寺尾　　謙 ･･･24

船守　美穂 ･･･48

　contents

大河原遼平 ･･･ 2

･･･29

三浦　春政 ･･･42

梶間　栄一 ･･･16
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2 月号目次 Vol.43／№11／2021（通巻第 516号） 

 

 
  

●エビデンスを活用した大学経営講座 植草　茂樹

　第10回：大学で広がる統合報告の潮流（前編） 佐栁　　融

　　～未来志向で大学の価値を伝えるために～ 江端　新吾

●学校法人の法人税・消費税申告書作成の留意点 照井　俊行 ･･･10

●新型コロナウイルス感染症にかかる会計処理

日本私立学校振興・共済事業団 ･･･15

●改正私立学校法下における法務対応のポイント

　第６回：攻めのガバナンス的方策

●さまざまな「無償化」の制度と会計処理 岡部　雅人 ･･･26

●施設整備における建物の機能と建設コストの適正化

　～プロセスの透明性の担保～

　第１回：基本計画段階でのポイント

●学校法人の情報リスク概説

　第２回：プライバシー権侵害のリスク

●海外高等教育事情

　第32回：ネイチャー誌は120万円、

セル誌は110万円、サイエンス誌は？

●青山の日々(6) 本間　政雄 ･･･54

●中高・幼稚園法人経営相談Ｑ＆Ａ

　第57回：コロナ禍のため返金した

通園バス代等の会計処理

　contents

大河原遼平 ･･･21

福田　　隆 ･･･40

･･･30

･･･ 2

株式会社

 プラスＰＭ

船守　美穂 ･･･48

梶間　栄一 ･･･59
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3 月号目次 Vol.43／№12／2021（通巻第 517号） 

 

 

●新型コロナウイルス感染症の影響に

対応した監事監査の実務（第１回）

●改正私立学校法下における法務対応のポイント

　第７回：情報公開の充実その他

●学校法人の情報リスク概説

　第３回：名誉棄損リスク、肖像権侵害リスク

●エビデンスを活用した大学経営講座 江端　新吾

　第11回：研究基盤改革の最先端(2) 植草　茂樹

　　～「研究基盤EXPO 2021」の開催と 佐栁　　融

研究基盤協議会の設立による今後の展開～

●ICT化で変わる大学・学校教育と教職員の働き方

　第１回：ICTへの「恐怖心」との向き合い方

●中高・幼稚園法人経営相談Ｑ＆Ａ

　第58回：新しい生徒寮を借りた場合の会計処理

●大学人事・労務の諸問題

　第37回：大学ガバナンス関係判例（その１）

●海外高等教育事情

　第33回：コロナ下の米国の大学

　　　―大学出願における標準テストの利用縮小―

　　　　―出願者数伸びるも大学進学率大幅減―

●青山の日々(7) 本間　政雄 ･･･56

―国税庁ホームページより― ･･･43

●在宅勤務に係る費用負担等に関するＦＡＱ（源泉所得税関係）

藤原　喜仁 ･･･60

福田　　隆 ･･･15

梶間　栄一 ･･･26

三浦　春政 ･･･40

船守　美穂 ･･･48

　contents

･･･31

大河原遼平 ･･･10

木下　洋一 ･･･ 2


