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●平成23年度 学校法人の決算と監査の留意点 奈尾　光浩 ･･･ 2

●資産運用ガバナンス再考 ～AIJ投資顧問問題を受けて～ 小幡　　治 ･･･10

●米国大学の資産運用最前線レポート
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●少子化時代の学校経営(1) 児玉　卓也 ･･･29
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●大学とソーシャルメディアリスク

第一回　ソーシャルメディアの基礎知識 田淵　義朗 ･･･53

●勘定科目便覧 (38)

･･･42

●私立中高校長先生訪問記
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　　その38：跡見学園中学・高等学校　山﨑一穎校長先生 ･･･35

●情報アクセス・ネット 田中　秀和 ･･･15
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●国際派リサーチ・アナリストの眼(57) 本間　政雄 ･･･49

●古典丹訪／大学人へのメッセージ(23) 丹内　明良 ･･･52

●大学の秋入学への対応について 編　集　部 ･･･16

･･･ 9

秋山利明・安達富夫・杉﨑正彦・藤原　卓・松本雄一郎

●学校法人委員会報告第36号・同第40号の改正について
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●学校法人資金運用のPDCAサイクルについて

～学校法人常翔学園の取組み～ 柳川　　章 ･･･ 2

●CPA委員会報告を読み解く③

　学校法人の減価償却に関する監査上の取扱い 飯野　朋弘 ･･･13

●米国大学の資産運用最前線レポート

～大学資産共同運用機関：コモンファンド(2)～ 松田　裕視 ･･･23

●管理者の役割と職員育成を基礎から考える(1)

―企画提案型職員の育成を目指して― 篠田　道夫 ･･･34

●大学とソーシャルメディアリスク

第二回　ネット炎上・祭りはなぜ起きるか 田淵　義朗 ･･･49

●平成23年度 私立大学等経常費補助金 最終交付状況

日本私立学校振興・共済事業団 ･･･32

●勘定科目便覧(39)

･･･41

●私立中高校長先生訪問記

　　その39：鷗友学園女子中学・高等学校　西川邦子校長先生 ･･･46

　　その40：明法中学・高等学校　　　　　大谷泰造校長先生 ･･･47

●情報アクセス・ネット 田中　秀和 ･･･53

●Book Review

　清水畏三 著「列伝風 ハーバード大学史」 潮木　守一 ･･･31

●古典丹訪／大学人へのメッセージ(24) 丹内　明良 ･･･22

秋山利明・安達富夫・杉﨑正彦・藤原　卓・松本雄一郎
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●学校法人の中長期計画について(1)

～中長期計画に関するアンケート結果と論点整理～ 田辺　和秀 ･･･ 2

●CPA委員会報告を読み解く④

　寄付金収入に関する会計処理と監査上の取扱い 岡部　雅人 ･･･ 9

●ポートフォリオ構築の常識と非常識(1)

―まず事前に確認すべきこと― 白倉　信弘 ･･･23

●収益事業法人を活用した

戦略的事業推進のポイント(1) 内田　康嗣 ･･･28

●管理者の役割と職員育成を基礎から考える(2)

―企画提案型職員の育成を目指して― 篠田　道夫 ･･･36

●少子化時代の学校経営(2) 児玉　卓也 ･･･45

●大学とソーシャルメディアリスク

第三回　「スカスカおせち」事件はなぜネット炎上したのか 田淵　義朗 ･･･50

●私立中高校長先生訪問記

　　その41：東邦大学付属東邦中学・高等学校　小高昌次校長先生 ･･･42

　　その42：富士見中学・高等学校　　　　　　板倉　清校長先生 ･･･43

●情報アクセス・ネット 田中　秀和 ･･･55

●Book Review 渡部信一 著「超デジタル時代の『学び』」

　―よいかげんな知の復権をめざして 潮木　守一 ･･･16

●国際派リサーチ・アナリストの眼(58) 本間　政雄 ･･･32

●古典丹訪／大学人へのメッセージ(25) 丹内　明良 ･･･49

●学校法人委員会研究報告第14号

　「理事者による確認書に関するQ&A」の改正について ･･･15
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●松本大学の「地域経営」―地域を活かす、ひとづくり大学―

松本大学 住吉廣行学長インタビュー ･･･ 2

●学校法人の中長期計画について(2)

～学校法人における具体的な事例～ 田辺　和秀 ･･･23

●CPA委員会報告を読み解く⑤

　補助金収入に関する会計処理及び監査上の取扱い 梶間　栄一 ･･･38

●ポートフォリオ構築の常識と非常識(2)

―分散投資への理解― 白倉　信弘 ･･･48

●管理者の役割と職員育成を基礎から考える(3)

―企画提案型職員の育成を目指して― 篠田　道夫 ･･･30

●少子化時代の学校経営(3) 鈴木　裕子 ･･･41

●収益事業法人を活用した

戦略的事業推進のポイント(2) 内田　康嗣 ･･･54

●大学とソーシャルメディアリスク

第四回　「祭りの構造」…2ちゃんねるの舞台裏 田淵　義朗 ･･･62

●私立中高校長先生訪問記

　　その43：世田谷学園中学・高等学校　山本慈訓校長先生 ･･･45

　　その44：恵泉女学園中学・高等学校　加藤英明校長先生 ･･･46

●Book Review 東野圭吾 著「容疑者χの献身」 潮木　守一 ･･･16

●古典丹訪／大学人へのメッセージ(26) 丹内　明良 ･･･22

●情報アクセス・ネット 田中　秀和 ･･･65

● 障害のある学生の「情報の壁」を解消

･･･11　バリアフリーマップについて　　　　　　　　株式会社 ミライロ
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　contents

●学校法人会計再考 ―資金収支計算と貸借対照表― 山口　善久 ･･･ 2

櫻橋　　稔

笠本　義嗣

●ポートフォリオ構築の常識と非常識(3)

―アロケーション（資産配分）について― 白倉　信弘 ･･･37

●仕組債の投資失敗における責任の所在は何処に？

～最近の金融取引被害に関する訴訟の動向を受けて～ 小幡　　治 ･･･43

●少子化時代の学校経営(4) ―地域とこれからの学校経営― 鈴木　裕子 ･･･47

●大学とソーシャルメディアリスク

第五回　炎上・祭りはなぜ防げなかったのか…事件のまとめ 田淵　義朗 ･･･55

●勘定科目便覧(40)

･･･59

●私立中高校長先生訪問記

　　その45：豊島岡女子学園中学・高等学校　二木謙一校長先生 ･･･52

　　その46：法政大学女子高等学校　　　　　和仁達郎校長先生 ･･･53

●Book Review 佐々木隆生 著

　「大学入試の終焉 ―高大接続テストによる再生」 潮木　守一 ･･･16

●情報アクセス・ネット 山本　繁樹 ･･･61

●対談：「ミッション」に基づく高輪学園の学校経営 ･･･23

秋山利明・安達富夫・杉﨑正彦・藤原　卓・松本雄一郎
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　contents

●私の体験的資産運用論 西田　一郎 ･･･ 2

●学校法人の中長期計画について(3)

～事業団の再生計画モデル～ 田辺　和秀 ･･･10

●病院会計準則と大学病院の計算書類(1) 渡邊　　徹 ･･･25

●自己利益バイアスを増幅させるもの(1) 

―市場経済社会と倫理― 中村　　譲 ･･･31

●収益事業法人を活用した

　　　　　　　　　　　戦略的事業推進のポイント(3) 内田　康嗣 ･･･39

●少子化時代の学校経営(5) ―学校のコスト削減― 鈴木　裕子 ･･･45

●大学とソーシャルメディアリスク

　　　第六回　～ネットクレームから身を守る～

「炎上した謝罪文」にみる稚拙なクレーム対応 田淵　義朗 ･･･53

●勘定科目便覧(41)

･･･57

●私立中高校長先生訪問記

　　その47：明治大学付属中野中学・高等学校　小澤正昭校長先生 ･･･36

　　その48：高木学園女子高等学校　　　　　　高木　茂校長先生 ･･･37

●Book Review 中本千晶 著

　「東大卒でスミマセン

　―『学歴ありすぎコンプレックス』という病」 潮木　守一 ･･･16

●国際派リサーチ・アナリストの眼(59) 本間　政雄 ･･･50

●情報アクセス・ネット 山本　繁樹 ･･･58

Topic：学校法人会計基準の在り方に関する検討会、8/28に初会合 ･･･49

秋山利明・安達富夫・杉﨑正彦・藤原　卓・松本雄一郎
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　contents

●｢学校法人会計基準の諸課題に関する検討について(課題の整理)｣

　に関する意見(中間報告)　　　　　　一般社団法人 大学監査協会 ･･･ 2

●｢学校法人会計基準の諸課題に関する検討について(課題の整理)｣

　要約 ～在り方検討会 第1回議事録より～　　　　　編集部まとめ ･･･12

●病院会計準則と大学病院の計算書類(2) 渡邊　　徹 ･･･25

●私学人のひとり言 ～その①：OJT教育について（前編）～ 柿本　静志 ･･･33

●「大学改革実行プラン」を受けて 植草　茂樹

各大学はどのような対応が必要か(1) 後藤　英夫

●収益事業法人を活用した

戦略的事業推進のポイント(4) 内田　康嗣 ･･･47

●自己利益バイアスを増幅させるもの(2) 

―市場経済社会と倫理― 中村　　譲 ･･･51

●大学とソーシャルメディアリスク 第七回　～ネットクレームから身を守る～

炎上しない、謝罪文の書き方 田淵　義朗 ･･･57

●私立中高校長先生訪問記

　　その49：聖光学院中学・高等学校　工藤誠一校長先生 ･･･39

　　その50：大森学園高等学校　　　　畑澤正一校長先生 ･･･40

●Book Review 岩瀬大輔 著「入社一年目の教科書」 潮木　守一 ･･･32

●会計基準は誰のためにあるか？ 黒澤久美子 ･･･56

●情報アクセス・ネット 山本　繁樹 ･･･60

●学校法人委員会研究報告第10号の改正について ･･･60

･･･42



月刊『学校法人』目次 平成 24（2012）年度 

8 

 

11月号目次 Vol.35／№8／2012（通巻第 417 号） 

 

 

  

　contents

●座談会　学校法人会計基準の改正に向けて

斎藤　勉、山口善久、森本晴生、岡部雅人、杉﨑正彦 ･･･ 2

●文部科学省｢学校法人会計基準の在り方に関する検討会」

　（第3回）を傍聴して 梶間　栄一 ･･･21

●私学人のひとり言 ～その②：OJT教育について（後編）～ 柿本　静志 ･･･31

●「大学改革実行プラン」を受けて 植草　茂樹

各大学はどのような対応が必要か(2) 後藤　英夫

●学校におけるリスクマネジメントの実践

―第1回　実効性のある実践― 本間　基照 ･･･47

●戦略事業法人を活用した事業推進のポイント(5) 内田　康嗣 ･･･49

●日米の大学における

「ガバナンス」と「マネジメント」 松田　裕視 ･･･55

●私立中高校長先生訪問記

　　その51：立教新座中学・高等学校　　渡辺憲司校長先生 ･･･44

　　その52：カリタス女子中学高等学校　齋藤哲郎校長先生 ･･･45

●資金収支計算書とキャッシュ・フロー計算書 黒澤久美子 ･･･23

●Book Review 吉松安弘 著

「旧制高等学校生の青春彷徨」 潮木　守一 ･･･24

●国際派リサーチ・アナリストの眼(60) 本間　政雄 ･･･58

●情報アクセス・ネット 山本　繁樹 ･･･60

●改正労働契約法の概要 編　集　部 ･･･43

○新刊のご案内「学校法人会計実務総覧 ―改訂第5版―」 ･･･38

･･･39
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　contents

●学校法人経営の永続性判定 山口　善久 ･･･ 2

●学校法人会計基準の在り方に関する意見 ―基本金について―

一般社団法人 大学監査協会 ･･･ 7

●文部科学省｢学校法人会計基準の在り方に関する検討会」

　（第4回、第5回）を傍聴して 梶間　栄一 ･･･28

●平成25年以降適用の改正税法

―所得税法、消費税法の主な改正点― 村山　英政 ･･･12

●学校法人の資産運用

―運用可能な資産と運用実績の評価― 鈴木　裕子 ･･･23

●学校におけるリスクマネジメントの実践

―第2回　対処すべきリスクの選定― 本間　基照 ･･･38

●私学人のひとり言 ～その③：知っておきたい

人材育成のためのマネジメント用語～ 柿本　静志 ･･･40

●「大学改革実行プラン」を受けて 植草　茂樹

各大学はどのような対応が必要か(3) 後藤　英夫

●大学とソーシャルメディアリスク ～ネット誹謗中傷から身を守る～

第8回 ネット世界の暴力 田淵　義朗 ･･･58

●私立中高校長先生訪問記

　　その53：栄光学園中学・高等学校　　金子好光校長先生 ･･･44

　　その54：東京女学館中学・高等学校　福原孝明校長先生 ･･･45

●いま、公的研究費管理に期待されること 国山しのぶ ･･･10

●Book Review ホーン川嶋瑤子 著

「スタンフォード 21世紀を創る大学」 潮木　守一 ･･･22

●国際派リサーチ・アナリストの眼(61) 本間　政雄 ･･･53

●情報アクセス・ネット 田中　秀和 ･･･61

･･･47
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1 月号目次 Vol.35／№10／2013（通巻第 419 号） 

 

 

  

　contents

●基本金対応資産の実在性と基本金 山口　善久 ･･･ 2

●「学校法人会計基準の在り方について 報告書（素案）」の概略

編集部まとめ ･･･ 8

●病院会計準則と大学病院の計算書類(3) 渡邊　　徹 ･･･39

●学校法人における資金運用のあり方について(1) 山田　大裕 ･･･23

●仕組債再考　―金融危機から4年、

仕組債との向き合い方について― 小幡　　治 ･･･31

●学校におけるリスクマネジメントの実践

―第3回　大学における地震対策― 本間　基照 ･･･12

●戦略事業法人を活用した事業推進のポイント(6) 内田　康嗣 ･･･47

●大学とソーシャルメディアリスク ～ネット誹謗中傷から身を守る～

第9回 誹謗中傷を受けた場合の対処法 田淵　義朗 ･･･57

●私立中高校長先生訪問記

　　その55：日本女子大学附属中高　下村由紀子校長先生 ･･･36

　　その56：東京電機大学中高　　　向芝 京太 校長先生 ･･･37

●日経地域再生フォーラム

「地域活性化のための大学と自治体の連携」について 黒澤久美子 ･･･54

●Book Review 国立教育政策研究所内 国際成人力研究会 編著

「成人力とは何か　OECD『国際成人力調査』の背景」 潮木　守一 ･･･56

●情報アクセス・ネット 田中　秀和 ･･･59

●新年のご挨拶 ･･･14

●大和証券・学校経理研究会共催 特別セミナー

『大学改革の動向とその戦略』のご案内 ･･･17
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2 月号目次 Vol.35／№11／2013（通巻第 420号） 

 

 

  

　contents

●学校における労働契約法改正のポイント 澁谷　秀行 ･･･ 2

●「学校法人会計基準の在り方について 報告書（素案）」

　に関する意見募集の結果概要 編集部まとめ ･･･13

●UGSS2012 レポート(1)

　〔大学の新財政戦略を探る ～海外の実例に学ぶ資金力の強化～〕

　第一部 基調講演：岐路に立つ高等教育 ～大学の針路を問う～

浦項工科大学 学長　キム ヨンミン ･･･23

●私立大学等経常費補助金の動向(1)

　平成24年度における配分方法の変更点（一般補助） 荒谷　　泉 ･･･35

●学校法人における資金運用のあり方について(2) 山田　大裕 ･･･46

●学校におけるリスクマネジメントの実践

―第4回　幼稚園、小中高校における地震対策― 本間　基照 ･･･41

●戦略事業法人を活用した事業推進のポイント(7) 内田　康嗣 ･･･52

●大学とソーシャルメディアリスク ～ネット誹謗中傷から身を守る～

第10回 どんな書き込みが犯罪になるのか 田淵　義朗 ･･･57

●私立中高校長先生訪問記

　　その57：浅野中学校・高等学校　　　阿部義広校長先生 ･･･43

　　その58：東京純心女子中学高等学校　岩崎淳子校長先生 ･･･44

●情報アクセス・ネット 田中　秀和 ･･･12

●Book Review 和田秀樹 著「定年後の勉強法」 潮木　守一 ･･･34

●不正は起こるべくして起こる？ 都　　成哲 ･･･61

●学校法人委員会研究報告第24号の公表について

●学校法人委員会実務指針第44号ほかの一部改正について
･･･59
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3 月号目次 Vol.35／№12／2013（通巻第 421号） 

 

 

　contents

●経営判断尺度としての帰属収支差額

（基本金組入前当年度収支差額）とは 渡邊　　徹 ･･･ 2

●私立大学等経常費補助金の動向(2)

　平成24年度における配分方法の変更点（特別補助） 荒谷　　泉 ･･･ 9

●UGSS2012 レポート(2)

　〔大学の新財政戦略を探る ～海外の実例に学ぶ資金力の強化～〕

　第一部 特別講演：強靭な財務体質の確立に向けて

スタンフォードマネジメントカンパニー　ジョン パワーズ ･･･26

（報告者：松田志津代）

●学校法人における資金運用のあり方について(3) 山田　大裕 ･･･37

●学校におけるリスクマネジメントの実践

―第5回　研究費の不正― 本間　基照 ･･･23

●戦略事業法人を活用した事業推進のポイント(8) 内田　康嗣 ･･･47

●大学とソーシャルメディアリスク ～ネット誹謗中傷から身を守る～

　　　第11回 どんな書き込みが犯罪になるのか

―信用毀損・業務妨害罪にあたる書き込み文例― 田淵　義朗 ･･･53

●私立中高校長先生訪問記

　 その59：鎌倉学園中学校・高等学校　　　　　竹内博之校長先生 ･･･44

　 その60：東京都市大学付属中学校・高等学校　小野正人校長先生 ･･･45

●Book Review 北村友人・杉村美紀 共編

「激動するアジアの大学改革」 潮木　守一 ･･･16

●情報アクセス・ネット 田中　秀和 ･･･22

●日本公認会計士協会実務指針第44号の改正について 杉﨑　正彦 ･･･36

●国際派リサーチ・アナリストの眼(62) 本間　政雄 ･･･49

●今こそ大学にも個性というブランドを 松原　晋啓 ･･･51

●平成24年度　総目次 ･･･55


