
月刊『学校法人』目次 平成 26（2014）年度 

1 

 

4 月号目次 Vol.37／№1／2014（通巻第 434 号） 

 

 

  

●改正学校法人会計基準の概要と実務上の留意点

　～第４回　貸借対照表の注記について～　

･･･ 2

●私立大学等経常費補助金の動向(3)

　平成26年度予算及び会計検査院の実地検査について

●UGSS2013 レポート(4)

〔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’～〕

報告者：松田志津代 ･･･37

●金融商品・金融市場の基礎知識

―第５回　資金調達について―

　

●大学法人の資産運用―第１回―

大和証券株式会社 ラップコンサルティング部 ･･･23

●学校におけるリスクマネジメントの実践

―第18回　貴重書の管理―

●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23回 「パスワード」管理の鉄則15箇条 田淵　義朗 ･･･54

●私立中高校長先生訪問記

　　その85：頌栄女子学院中高　　岡見清明 校長先生 ･･･46

　　その86：神奈川大学附属中高　鈴木義嗣 校長先生 ･･･47

●Book Review 耳塚寛明 編「教育格差の社会学」 潮木　守一 ･･･22

●まんがで解説 学校会計と税務 村山　英政

　　第13回：適用科目の継続適用 伊藤　由梨

●国際派リサーチ・アナリストの眼(72) 本間　政雄 ･･･49

●「私立学校法の一部を改正する法律案」が可決、成立 ･･･53

本間　基照 ･･･30

･･･44

京石僚一郎 ･･･13

　contents

梶間栄一、岡部雅人、飯野朋弘

　第二部 パネルディスカッション（後編）

中田　哲也 ･･･32
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2 

 

5 月号目次 Vol.37／№2／2014（通巻第 435 号） 

 

 

  

●実務からみる改正基準(2) ―引当特定資産― 山口　善久 ･･･ 2

●労働契約法をめぐる最近の動きについて 角園　太一 ･･･23

●キャリア教育の現場から：第４回

　就活は準備がすべて ～動き出しを早くしよう、

それが内定の近道～

●大学法人の資産運用―第２回―

大和証券株式会社 ラップコンサルティング部 ･･･35

●学校におけるリスクマネジメントの実践

―第19回　調査報告書からみる論文不正の実態―

●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24回 職場で起こりがちなパスワードの誤解 田淵　義朗 ･･･50

●私立中高校長先生訪問記

　　その87：国際基督教大学高　中村一郎 校長先生 ･･･47

　　その88：十文字中高　　　橋本ヒロ子 校長先生 ･･･48

●Book Review 内田伸子・浜野 隆 編

「世界の子育て格差」

●まんがで解説 学校会計と税務 村山　英政

　　第14回：預り金の会計処理 伊藤　由梨

●平成25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 ･･･46

　contents

本間　基照 ･･･44

･･･42

比留間　進 ･･･ 9

潮木　守一 ･･･16
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6 月号目次 Vol.37／№3／2014（通巻第 436 号） 

 

 

  

●改正学校法人会計基準にしたがって作成する

　平成27年度予算書について

●実務からみる改正基準(3)

　　　―寄付金収入・補助金収入―

●学校法人会計基準の具体的決算事例と

　システムの導入について

●大学法人の資産運用―第３回―

大和証券株式会社 ラップコンサルティング部 ･･･10

●金融商品・金融市場の基礎知識

―第６回　資金調達について（その２）―

●学校におけるリスクマネジメントの実践

―第20回　広報対応の実務―

●大学とソーシャルメディアリスク

　　　第25回 なぜ今ソーシャルメディアに対する

取組みが必要なのか

●私立中高校長先生訪問記

　　その89：成蹊中高　　　吉崎順二 校長先生 ･･･37

　　その90：山脇学園中高　折原　修 校長先生 ･･･38

●Book Review 篠田道夫・教育学術新聞編集部 著

　　「大学マネジメント改革

　改革の現場 ミドルのリーダーシップ」

●まんがで解説 学校会計と税務 村山　英政

　　第15回：減価償却資産は経費の塊 伊藤　由梨

【新刊のご案内】

　○「H25.4.改正基準対応版 これならわかる！学校会計」 ･･･52

　○「大学事務組織の強化書」 ･･･53

･･･50

･･･40

小野寺　勝 ･･･ 2

山口　善久 ･･･ 6

齋藤　力夫 ･･･23

京石僚一郎 ･･･44

　contents

本間　基照 ･･･42

潮木　守一 ･･･49

田淵　義朗
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7 月号目次 Vol.37／№4／2014（通巻第 437 号） 

 

 

  

●大学法人の会計における概念フレームワーク試案と

　学校法人会計における課題 ―第一回―

一般社団法人 大学監査協会 ･･･ 2

●「経済的かつ合理的」を「経済的」にシステム化する

　麻布大学事務局の旅費精算業務改善

●学校法人会計基準改正におけるシステム化のポイント

グレープシティ株式会社 レーザー事業部 ･･･31

●建設コスト高騰への対策について

株式会社 プラスＰＭ ･･･38

●学校におけるリスクマネジメントの実践

―第21回　SNS利用におけるガイドラインの作成―

●大学とソーシャルメディアリスク

　　　第26回 やらせ・自作自演、

そして不良品への不誠実な対応

●私立中高校長先生訪問記

　　その91：学習院中等科・高等科　　　林　知宏 科長先生 ･･･22

　　その92：桐光学園中学校・高等学校　村上冬樹 校長先生 ･･･23

●まんがで解説 学校会計と税務 村山　英政

　　第16回：公認会計士監査と監事監査 伊藤　由梨

●Book Review 佐藤　優 著「先生と私」 潮木　守一 ･･･44

●学校教育法及び国立大学法人法の一部を

　改正する法律について（概要）

（文部科学省ホームページより） ･･･48

○大和証券株式会社・NPO法人学校経理研究会 共催

　7/29（火）『学校法人 資産運用担当者様向け勉強会』のご案内

･･･20

･･･30

本間　基照 ･･･36

田淵　義朗 ･･･45

　contents

豊田　暁洋 ･･･13



月刊『学校法人』目次 平成 26（2014）年度 

5 

 

8 月号目次 Vol.37／№5／2014（通巻第 438 号） 

 

 

  

●学校教育法の改正について

文部科学省 高等教育局 大学振興課 ･･･ 2

●追手門学院大学のガバナンス改革の取組み 村上　　亨 ･･･ 7

●大学法人の会計における概念フレームワーク試案と

　学校法人会計における課題 ―第二回―

一般社団法人 大学監査協会 ･･･31

●学校におけるリスクマネジメントの実践

―第22回　学園祭のリスク管理―

●金融商品・金融市場の基礎知識

　　　第７回 資金調達について（その３）

●大学とソーシャルメディアリスク

　　　第27回 職業倫理、コンプライアンス違反に

関する事件、および社員の失言、悪ノリ

●私立中高校長先生訪問記

　　その93：暁星中学・高等学校　　　　　勝部純明 校長先生 ･･･22

　　その94：普連土学園中学校・高等学校　浜野能男 校長先生 ･･･23

●まんがで解説 学校会計と税務 村山　英政

　　第17回：寄附行為 伊藤　由梨

●Book Review 尾崎俊介 著「Ｓ先生のこと」 潮木　守一 ･･･40

田淵　義朗 ･･･45

･･･20

京石僚一郎 ･･･41

　contents

本間　基照 ･･･38
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9 月号目次 Vol.37／№6／2014（通巻第 439 号） 

 

 

  

●地方大学における財政基盤の強化と

新会計基準への対応（学校法人 松山大学）

●大学法人の会計における概念フレームワーク試案と

　学校法人会計における課題 ―第三回―

一般社団法人 大学監査協会 ･･･25

●インターンシップ推進に関する最近の政府と

日本学生支援機構等の取組について（1)

●学校におけるリスクマネジメントの実践

―第23回　スポーツ活動中の事故―

●大学とソーシャルメディアリスク

　　　第28回　ネット炎上させないための

チェックシート

●私立中高校長先生訪問記

　　その95：田園調布雙葉中高　滝口佳津江 校長先生 ･･･14

　　その96：本庄第一高等学校　吉田　秀也 校長先生 ･･･15

●まんがで解説 学校会計と税務 村山　英政

　　第18回：明瞭表示 伊藤　由梨

●Book Review シリーズ「大学」第7巻

「対話の向こうの大学像」

○新刊のご案内

　「平成25年度版 今日の私学財政」 ･･･45

　　　　幼稚園・特別支援学校編／専修学校・各種学校編

田淵　義朗 ･･･46

･･･12

潮木　守一 ･･･36

山田総一郎 ･･･37

　contents

本間　基照 ･･･34

岡村　伸生 ･･･ 2
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10月号目次 Vol.37／№7／2014（通巻第 440 号） 

 

 

  

●問題の本質は「18歳人口の減少」ではない 河合　雅司 ･･･ 2

●大学のビジネスモデルを考える

　　　　　～日米比較を踏まえた検討～

第1回：ガバナンス 片山　英治 ･･･ 8

●インターンシップ推進に関する最近の政府と

日本学生支援機構等の取組について(2) 山田総一郎 ･･･25

～米国の大学のインターンシップ等の調査の概要について～

●大学とソーシャルメディアリスク

　　第29回　ソーシャルメディア・ガイドライン

を作る本当の意味

●学校におけるリスクマネジメントの実践

―第24回　BCP（業務継続計画）の策定―

●私立中高校長先生訪問記

　　その97：浦和明の星女子中高　島村　新 校長先生 ･･･53

　　その98：かえつ有明中高　　　嘉悦　克 校長先生 ･･･54

●Book Review 渡部　真・小池高史 著

「青空文庫で社会学 『孤独な心』をめぐる15章」

●まんがで解説 学校会計と税務 村山　英政

　　第19回：家族手当の返還 伊藤　由梨

●学校法人委員会報告第42号

　｢｢ソフトウェアに関する会計処理について(通知)｣に ･･･32

　関する実務指針｣の改正について　ほか

　contents

本間　基照 ･･･58

田淵　義朗 ･･･56

･･･30

潮木　守一 ･･･16
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11月号目次 Vol.37／№8／2014（通巻第 441 号） 

 

 

  

●学費の在り方を考える 石川　洋美 ･･･ 2

●大学のビジネスモデルを考える

　　　　　～日米比較を踏まえた検討～

第2回：教育・管理運営の効率性と生産性 片山　英治 ･･･23

●金融商品・金融市場の基礎知識

―第8回　アセットファイナンスについて―

●インターンシップ推進に関する最近の政府と

日本学生支援機構等の取組について(3)

　　　～英国の大学のインターンシップ等の調査の概要と

カナダにおけるコーオプ教育の質保証について～

●私立中高校長先生訪問記

　　その99 ：江戸川女子中高　木内英仁 校長先生 ･･･14

　　その100：山手学院中高　　大澤一郎 校長先生 ･･･15

●まんがで解説 学校会計と税務 村山　英政

　　第20回：印紙税の課税 伊藤　由梨

●Book Review 佐々木 力 著

「東京大学学問論≪学道の劣化≫」

●学校におけるリスクマネジメントの実践

―第25回　保護者からのクレーム対応―

●学校法人委員会研究報告等の改正

　・有価証券の会計処理等に関するＱ＆Ａ ･･･39

　・人件費関係等について ･･･45

　・受託事業等の会計処理に関するＱ＆Ａ ･･･50

　・教育研究経費と管理経費の区分に関するＱ＆Ａ ･･･52

　・補助活動事業に関する会計処理及び表示並びに

　　監査上の取扱いについて ･･･54

　contents

本間　基照 ･･･58

潮木　守一 ･･･34

･･･32

京石僚一郎 ･･･35

山田総一郎 ･･･60
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9 

 

12月号目次 Vol.37／№9／2014（通巻第 442 号） 

 

 

●学校法人会計基準の一部改正と決算書の見方 梶間　栄一 ･･･ 2

●大学のビジネスモデルを考える

　　　　　～日米比較を踏まえた検討～

第3回：エンロールメント・マネジメント 片山　英治 ･･･29

●インターンシップ推進に関する最近の政府と

日本学生支援機構等の取組について(4)

　　　～平成26年度インターンシップ等実務者研修会の

成果の概要等について(1)～

●私立中高校長先生訪問記

　　その101：共立女子中高　渡辺眞人 校長先生 ･･･15

　　その102：日出学園中高　堤　雅義 校長先生 ･･･16

●大学とソーシャルメディアリスク

　　第30回　ソーシャルメディア・ガイドライン

作成のポイント

●Book Review 橘木俊詔 著「ニッポンの経済学部」 潮木　守一 ･･･28

●国際派リサーチ・アナリストの眼(73) 本間　政雄 ･･･37

●まんがで解説 学校会計と税務 村山　英政

　　第21回：年末調整 伊藤　由梨

●学校におけるリスクマネジメントの実践

―第26回　学校事故の実例と対策（最終回）―

○「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する

　特別措置法」が公布されました

○大和証券・学校経理研究会共催

　12/22（月）学校法人財務戦略セミナーのご案内

　contents

山田総一郎 ･･･40

･･･20

･･･26

･･･48

本間　基照 ･･･50

田淵　義朗 ･･･18
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1 月号目次 Vol.37／№10／2015（通巻第 443 号） 

 

 

  

●学校法人の永続性と表計算ソフトの活用 山口　善久 ･･･ 2

●大学のビジネスモデルを考える

　　　　　～日米比較を踏まえた検討～

第4回：中長期経営計画 片山　英治 ･･･26

●私立大学をめぐるリスク諸相

　　第1回：私立大学をめぐる 福田　　隆 ･･･38

マネジメントに係るリスク概観

●インターンシップ推進に関する最近の政府と

日本学生支援機構等の取組について(5)

　　　～平成26年度インターンシップ等実務者研修会の

成果の概要等について(2)～

●まんがで解説 学校会計と税務 村山　英政

　　第22回：人間ドック費用 伊藤　由梨

●私立中高校長先生訪問記

　　その103：聖心女子学院　　　　大山江理子 校長先生 ･･･14

　　その104：北鎌倉女子学園中高　又木正登 校長先生 ･･･15

●源泉徴収票の見方 村山　英政 ･･･25

●Book Review 香川めい・児玉英靖・相澤真一 著

　「<高卒当然社会>の戦後史」

●国際派リサーチ・アナリストの眼(74) 本間　政雄 ･･･36

●大学とソーシャルメディアリスク

　　第31回　ルール違反が発生する5つの原因

○新刊のご案内

　日本私立学校振興・共済事業団編 ･･･34

平成26年度版「今日の私学財政」―大学・短期大学編―

･･･12

潮木　守一 ･･･35

　contents

山田総一郎 ･･･49

田淵　義朗 ･･･46
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2 月号目次 Vol.37／№11／2015（通巻第 444 号） 

 

 

  

●私立大学をめぐるリスク諸相

　　第2回：情報漏えいなどの

「情報に係るリスク」概観

●認定こども園制度について

文部科学省 初等中等教育局 幼児教育課

●私立大学等経常費補助金の動向(1)

　　平成26年度における配分方法の変更点 中田　哲也

（一般補助、私立大学等改革総合支援事業）

●大学のビジネスモデルを考える

　　　　　～日米比較を踏まえた検討～

第5回：国際化と地域連携 片山　英治 ･･･61

●大学とソーシャルメディアリスク

　　第32回「ＢＹＯＤ導入の際の社内ルール」

作成のポイント

●まんがで解説 学校会計と税務 村山　英政

　　第23回：予算とは 伊藤　由梨

●私立中高校長先生訪問記

　　その105：昭和学院秀英中高　山崎一男 校長先生 ･･･14

　　その106：白梅学園高　　　　樋口秋夫 校長先生 ･･･15

●Book Review 今津孝次郎 著

　「学校と暴力　いじめ・体罰問題の本質」

●国際派リサーチ・アナリストの眼(75)

　　　　　　―大学のグローバル化を考える―

●日本公認会計士協会 学校法人委員会

　・実務指針第44号（退職給与引当金の計上等）の改正 ･･･32

　・研究報告第15号（基本金に係る実務上の取扱い）の改正 ･･･37

○新刊のご案内

　　日本私立学校振興・共済事業団編

　　　平成26年度版「今日の私学財政」―大学・短期大学編―

　　　平成26年度版「今日の私学財政」―高等学校・中学校・小学校編―

　contents

･･･12

潮木　守一 ･･･22

･･･56

本間　政雄 ･･･57

田淵　義朗 ･･･10

福田　　隆 ･･･ 2

･･･23

･･･51
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●私立大学をめぐるリスク諸相

　　第3回：日本社会における

種々ハラスメントの現状概観

●私立大学等経常費補助金の動向(2)

　　平成26年度における配分方法の変更点（特別補助）

●大科目の取扱いについて 加藤　伸二 ･･･32

●大学のビジネスモデルを考える

　　　　　～日米比較を踏まえた検討～

第6回：ビジネスモデルを支える財務と今後の展望

●大学とソーシャルメディアリスク

　　第33回 2つの会社を想定したBYODポリシー案から

～中小零細企業A社の場合～

●第8回 大学のグローバル戦略シンポジウム

　（UGSS2014）概要報告 報告者：

　大学経営資源のマネジメント 松田志津代 ･･･23

　　　　～‘多様性’と‘自律性’～

●Book Review 樋田大二郎 苅谷剛彦

　　　　　　　　　堀　健志 大多和直樹 編著

　「現代高校生の学習と進路」

●まんがで解説 学校会計と税務 村山　英政

　　第24回：出張旅費の計算 伊藤　由梨

●私立中高校長先生訪問記

　　その107：成城中高　　　　栗原卯田子 校長先生 ･･･52

　　その108：実践女子学園中高　嶋野恵子 校長先生 ･･･53

●国際派リサーチ・アナリストの眼(76) 本間　政雄 ･･･55

●日本公認会計士協会 学校法人委員会

　・研究報告第16号（計算書類の注記事項）の改正

○新刊のご案内

　　学校経理研究会 編集・発行／霞出版社 発売

　　　「学校法人会計要覧」―平成27年版―

　contents

福田　　隆 ･･･ 2

･･･11

･･･33

中田　哲也

潮木　守一

･･･36

片山　英治 ･･･60

田淵　義朗 ･･･18

･･･34
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