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●実効性ある中長期経営システムを

如何に構築するか(1) 篠田　道夫 ･･･ 2

―私高研調査に見るマネジメントサイクル確立・強化の課題―

●東京大学が仕掛けた「秋入学」構想(2)

―「秋入学」構想の議論を整理する―
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　〔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～〕
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松坂浩史、鳥井幸雄、大海龍生
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●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13回 誹謗中傷を書き込んだ

本人を特定する方法

●学校におけるリスクマネジメントの実践

―第7回　新型インフルエンザへの対応―

●私立中高校長先生訪問記

　 その63：青山学院高等部　　西川良三部長先生 ･･･51

　 その64：千葉黎明高等学校　大島　謙校長先生 ･･･52

●まんがで解説 学校会計と税務 村山　英政

　　　　　　　　　　第2回：継続性の原則 伊藤　由梨

●Book Review 西垣千春 著
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●CPA委員会報告を読み解く⑥

　　　有価証券の評価等について 飯野　朋弘 ･･･12

●実効性ある中長期経営システムを

如何に構築するか(2) 篠田　道夫 ･･･28

―私高研調査に見るマネジメントサイクル確立・強化の課題―

●病院会計準則と大学病院の計算書類(4) 渡邊　　徹 ･･･43

●学校におけるリスクマネジメントの実践

―第8回　ハラスメント―

●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14回 ネット被害届を警察に出す際の注意点 田淵　義朗 ･･･49

●私立中高校長先生訪問記

　 その65：海城中・高　　　　　　　 水谷　弘校長先生 ･･･23

　 その66：多摩大学附属聖ヶ丘中高　丹伊田 敏校長先生 ･･･24

●Book Review 内田伸子・浜野　隆 編著

「世界の子育て格差 ―子どもの貧困は超えられるか」 潮木　守一 ･･･22

●まんがで解説 学校会計と税務 村山　英政

　　　　　　　　　　第3回：借方と貸方の由来 伊藤　由梨

●国際派リサーチ・アナリストの眼(64) 本間　政雄 ･･･38

･･･26
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本間　基照 ･･･36
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●座談会　学校法人会計基準改正の意義と

実務上の課題について(1)

片山　覺、奈尾光浩、渡邊　徹、杉﨑正彦 ･･･ 2

●実効性ある中長期経営システムを

如何に構築するか(3) 篠田　道夫 ･･･36

―私高研調査に見るマネジメントサイクル確立・強化の課題―

●新政権の高等教育政策をめぐって

～25年度予算案とその背景(2)～

●学校におけるリスクマネジメントの実践

―第9回　食物アレルギーへの対応―

●大学とソーシャルメディアリスク ～情報漏えいで左遷されない仕事術～

　　　第15回 情報漏えいの落とし穴…ある事件から 田淵　義朗 ･･･23

●私立中高校長先生訪問記

　 その67：フェリス女学院中・高　田部井善郎校長先生 ･･･31

　 その68：日本大学第二高　　　　井上　登　校長先生 ･･･32

●Book Review 工藤　啓 著 潮木　守一 ･･･30

　「大卒だって無職になる“はたらく”につまづく若者たち」

●まんがで解説 学校会計と税務 村山　英政

　　　　　　　　　　第4回：財産の減耗 伊藤　由梨

●国際派リサーチ・アナリストの眼(65) 本間　政雄 ･･･41

　contents

義本　博司 ･･･44

本間　基照 ･･･21

･･･34
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●講演録　学校法人会計基準の改正について 田辺　和秀 ･･･ 2

●座談会　学校法人会計基準改正の意義と

実務上の課題について(2)

片山　覺、奈尾光浩、渡邊　徹、杉﨑正彦 ･･･23

●学校におけるリスクマネジメントの実践

―第10回　学生の海外留学―

●大学とソーシャルメディアリスク ～情報漏えいで左遷されない仕事術～

　　　第16回 情報漏えいの落とし穴…ある事件から② 田淵　義朗 ･･･45

●私立中高校長先生訪問記

　 その69：中央大学高等学校　山本　慎校長先生 ･･･12

　 その70：朋優学院高等学校　今本雅巳校長先生 ･･･13

●まんがで解説 学校会計と税務 村山　英政

　　　　　　　　　　第5回：貨幣価値一定の公準 伊藤　由梨

●Book Review 寺脇　研 著 潮木　守一 ･･･44

　「『学ぶ力』を取り戻す ―教育権から学習権へ」

●国際派リサーチ・アナリストの眼(66) 本間　政雄 ･･･48

○学校法人委員会研究報告第22号

　「私立大学退職金財団に対する負担金等に関する

　　会計処理及び監査上の取扱いに関するQ&A」の改正について ･･･11

　contents

本間　基照 ･･･15

･･･42
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●新人経理職員講座　固定資産と経費の考え方 富川　昌之 ･･･ 2

　

●キャリア教育の現場から：第１回

　これからの私立大学の生き残りは就職実績

●法人のコンプライアンスとしての障害学生支援

―障害者差別解消法成立を受けて　その１―

●改正労働契約法にどう向き合うか

―有期雇用をきちんと位置づける―

●実効性ある中長期経営システムを

如何に構築するか(4) 篠田　道夫 ･･･34

―私高研調査に見るマネジメントサイクル確立・強化の課題―

●学校におけるリスクマネジメントの実践

―第11回　不審者対応―

●大学とソーシャルメディアリスク ～情報漏えいで左遷されない仕事術～

　　　第17回 情報漏えいが起こる原因は何か 田淵　義朗 ･･･49

●私立中高校長先生訪問記

　 その71：横浜共立学園中高　坂田雅雄校長先生 ･･･43

　 その72：春日部共栄中高　　宇野禎弘校長先生 ･･･44

●Book Review 橘木俊詔 著

　「学歴入門（14歳の世渡り術）」 潮木　守一 ･･･29

●まんがで解説 学校会計と税務 村山　英政

第6回：著しく低い価額で資産を取得した場合 伊藤　由梨

●国際派リサーチ・アナリストの眼(67) 本間　政雄 ･･･46

･･･25

　contents

本間　基照 ･･･32

･･･30

比留間　進 ･･･ 6

青野　　透 ･･･12

上杉　道世
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●就職率90％超となるグローバル教育の取組みと課題

　―その１：宮崎国際大学―

　・宮崎国際大学設立の経緯とその教育 大坪　久泰 ･･･ 2

　・学生募集から就職支援まで ―宮崎国際大学の取組み― 東　　慶明 ･･･ 9

　

●コミュニケーション・サポート・セミナーから

始める「開いた障害学生支援」

―障害者差別解消法成立を受けて　その２―

●実効性ある中長期経営システムを

如何に構築するか(5) 篠田　道夫 ･･･33

―私高研調査に見るマネジメントサイクル確立・強化の課題―

●学校におけるリスクマネジメントの実践

―第12回　情報漏えいの対策―

●金融商品・金融市場の基礎知識

―第１回　アクティブ運用とパッシブ運用―

●大学とソーシャルメディアリスク ～情報漏えいで左遷されない仕事術～

　　　第18回　日常で実践しよう、チェックリスト 田淵　義朗 ･･･65

●私立中高校長先生訪問記

　 その73：大妻中学高等学校　　井上美沙子校長先生 ･･･62

　 その74：流通経済大学付属柏高　廣瀬　清校長先生 ･･･63

●Book Review 中井俊樹・鳥居朋子・藤井都百 編

　「大学のIR Q&A」 潮木　守一 ･･･32

村山　英政

伊藤　由梨

●文部科学省高等教育局私学部参事官通知

　・学校法人会計基準の一部改正に伴う計算書類の作成について ･･･43

　・「恒常的に保持すべき資金の額について」の改正について ･･･55

本間　基照 ･･･23

･･･60

堤　　智章 ･･･39

　contents

濱田　里羽

青野　　透
･･･18

●まんがで解説 学校会計と税務　第7回：科目分類
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●健全な身体で健全な生活を(1) ―学校法人の経営指標― 山口　善久 ･･･ 2

　

●新人経理職員講座 なるほど、超簡単「基本金」！ 梶間　栄一 ･･･12

　

●学校法人 資産運用アンケート調査結果について 落合　昴二 ･･･23

●実効性ある中長期経営システムを

如何に構築するか(6) 篠田　道夫 ･･･40

―私高研調査に見るマネジメントサイクル確立・強化の課題―

●学校におけるリスクマネジメントの実践

　　―第13回　津波避難判決の警鐘と、

参考にすべき関西大学の防災啓発活動―

●キャリア教育の現場から：第２回

　大学生の厳しい就職事情 ―就活は一日でも早く始めよう―

●金融商品・金融市場の基礎知識

―第２回　債券投資について―

●大学とソーシャルメディアリスク

　　　第19回　クラウド時代の情報漏えい対策

●私立中高校長先生訪問記

　　その75：東洋英和女学院高等部　小林　敏 部長先生 ･･･44

　　その76：八千代松陰中高　　　　竹川　威 校長先生 ･･･45

●まんがで解説 学校会計と税務 村山　英政

　　第8回：資産の取得日 伊藤　由梨

●Book Review P.G.アルトバック、J.バラン 編

　米澤彰純 監訳「新興国家の世界水準大学戦略」

●国際派リサーチ・アナリストの眼(68) 本間　政雄 ･･･55

･･･30

比留間　進 ･･･34

　contents

堤　　智章 ･･･47

田淵　義朗 ･･･59

潮木　守一 ･･･39

･･･32

本間　基照
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●健全な身体で健全な生活を(2) ―学校法人の経営指標― 山口　善久 ･･･ 2

　

●就職率90％超となるグローバル教育の取組みと課題

　―その２：立命館アジア太平洋大学―

　・APU教学システムの将来像：

さらに「学ばせる」ための挑戦

　・APUのグローバル化への取組みと職員の役割 大嶋　名生 ･･･27

●金融商品・金融市場の基礎知識

―第３回　デリバティブについて―

●学校におけるリスクマネジメントの実践

―第14回　自転車利用の法令順守―

●キャリア教育の現場から：第３回

　社会経済的な変化と大学生の就職難

●大学とソーシャルメディアリスク ～クラウド時代の情報漏えい対策～

　　　第20回　秘密情報はどうやって決まるのか 田淵　義朗 ･･･48

●私立中高校長先生訪問記

　　その77：鎌倉女学院中高　　錦　昭江 校長先生 ･･･33

　　その78：芝浦工業大学中高　大坪隆明 校長先生 ･･･34

●Book Review 櫻田大造 著

　「大学入試担当教員のぶっちゃけ話」

●まんがで解説 学校会計と税務 村山　英政

　　第9回：レクリエーション費用の非課税 伊藤　由梨

●国際派リサーチ・アナリストの眼(69) 本間　政雄 ･･･45

　contents

本間　基照 ･･･38

比留間　進 ･･･40

京石僚一郎 ･･･11

･･･36

潮木　守一 ･･･22

牧田　正裕 ･･･23
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●改正学校法人会計基準の概要と実務上の留意点

　～第１回　財務三表の改正概要～　

･･･ 2

　

●UGSS2013 レポート(1)

〔大学改革への戦略シナリオ ～財源確保に向けた‘強靭性’と‘適応力’～〕

･･･25

●学校におけるリスクマネジメントの実践

―第15回　論文不正―

●金融商品・金融市場の基礎知識

―第４回　外貨運用について―

●大学とソーシャルメディアリスク ～クラウド時代の情報漏えい対策～

　　　第21回　企業秘密（営業秘密）に当たるものとは何か

田淵　義朗 ･･･52

●労働契約法の特例 後藤　俊彦 ･･･59

●私立中高校長先生訪問記

　　その79：吉祥女子中学・高等学校　藤本典子 校長先生 ･･･33

　　その80：麗澤中学・高等学校　　　竹政幸雄 校長先生 ･･･34

●まんがで解説 学校会計と税務 村山　英政

　　第10回：予算は経営の設計図 伊藤　由梨

●Book Review 今野　浩 著

　「工学部ヒラノ名誉教授の告白」

●国際派リサーチ・アナリストの眼(70) 本間　政雄 ･･･55

●文部科学省高等教育局私学部長通知

･･･43

●文部科学省高等教育局私学部参事官通知

･･･50

○新刊のご案内「平成25年度版 今日の私学財政」
―大学・短期大学編―　　―高等学校・中学校・小学校編―

･･･58

　第一部 基調講演：持続的成長を支えるプラットフォームの構築

シドニー大学　ステファン ガートン

　「財務情報の公開に係る書類の様式参考例等の変更」（25文科高第616号）

　「大学の附属病院に係る計算書類の記載方法」 （25高私参第15号）

潮木　守一 ･･･54

･･･36

梶間栄一、飯野朋弘、岡部雅人

　contents

京石僚一郎 ･･･38

本間　基照 ･･･15
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2 月号目次 Vol.36／№11／2014（通巻第 432 号） 

 

 

  

●改正学校法人会計基準の概要と実務上の留意点
　～第２回　計算書類の区分表示／固定資産の評価～　

･･･ 2
　
●UGSS2013 レポート(2)
〔大学改革への戦略シナリオ ～財源確保に向けた‘強靭性’と‘適応力’～〕

･･･23

●私立大学等経常費補助金の動向(1)
　平成25年度における配分方法の変更点（一般補助）

●学校におけるリスクマネジメントの実践
―第16回　いじめと体罰（①いじめ）―

●大学とソーシャルメディアリスク ～クラウド時代の情報漏えい対策～
　　　第22回　クラウドサービスとＳＮＳリスク 田淵　義朗 ･･･66

●私立中高校長先生訪問記
　　その81：サレジオ学院中高　鳥越政晴 校長先生 ･･･38
　　その82：駒込中高　　　　　河合孝允 校長先生 ･･･39

●まんがで解説 学校会計と税務 村山　英政
　　第11回：間違いを見つける方法 伊藤　由梨

●国際派リサーチ・アナリストの眼(71) 本間　政雄 ･･･41

●Book Review 上杉道世 著

　「大学職員は成長する ―進化する大学 新段階のＳＤ―」

●学校法人委員会実務指針第45号

　（通知）」に関する実務指針

○書籍のご紹介

　有限責任監査法人トーマツ パブリックセクター・インダストリーグループ編
　「学校法人の内部統制Ｑ＆Ａ」 橋本　恵美 ･･･64

○講習会のご案内 ･･･22

･･･45

中田　哲也 ･･･29

･･･34

潮木　守一 ･･･63

　「学校法人会計基準の一部改正に伴う計算書類の作成について

　contents

梶間栄一、飯野朋弘、岡部雅人

　第一部 特別講演

報告者：松田志津代

本間　基照 ･･･36

～カリフォルニア工科大学の最適化モデル～
　　研究・教育のイノベーションを推進する戦略的マネジメント
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3 月号目次 Vol.36／№12／2014（通巻第 433 号） 

 

 

●実務からみる改正基準(1) ―有価証券・固定資産― 山口　善久 ･･･ 2

●改正学校法人会計基準の概要と実務上の留意点

　～第３回　恒常的に保持すべき資金の額／過年度修正額／有価証券の評価換え～　

･･･23

●消費税率引上げに伴う経過措置と具体的実務事例

斎藤総合税理士法人 ･･･38

　

●UGSS2013 レポート(3)

〔大学改革への戦略シナリオ ～財源確保に向けた‘強靭性’と‘適応力’～〕

･･･50

●私立大学等経常費補助金の動向(2)

　平成25年度における配分方法の変更点（特別補助）

●学校におけるリスクマネジメントの実践

―第17回　いじめと体罰（②体罰）―

●私立中高校長先生訪問記

　　その83：駒場東邦中高　　平野　勲 校長先生 ･･･13

　　その84：清泉女学院中高　須田和男 校長先生 ･･･14

●Book Review 平山一城 著

「大学の淘汰が始まった！」

●まんがで解説 学校会計と税務 村山　英政

　　第12回：卒業式の来賓祝辞 伊藤　由梨

･･･16

中田　哲也 ･･･59

本間　基照 ･･･66

･･･36

　contents

梶間栄一、飯野朋弘、岡部雅人

　第二部 パネルディスカッション（前編）

報告者：松田志津代

潮木　守一


