
月刊『学校法人』目次 平成 28（2016）年度 

1 

 

4 月号目次 Vol.39／№1／2016（通巻第 458 号） 

 

 

  

●平成27年度決算における留意事項 守谷　徳行 ･･･ 2

●私立大学等経常費補助金の動向(3)

　平成28年度予算・配分方法及び

会計検査院の実地検査について

●私立大学をめぐるリスク諸相

　　第15回：奨学金に係る問題概観

●電力自由化と学校の電気代コスト削減についてのご提案

千葉電力株式会社 ･･･32

●なぜ、職業倫理が問われ続けるのか 中村　　譲 ･･･37

●国際派リサーチ・アナリストの眼(85) 本間　政雄 ･･･14

●Book Review

　石川一郎 著「2020年の大学入試問題」

●大学とソーシャルメディアリスク

　　第43回 ネット社会

　何が本当で何がウソか見抜く力を

　contents

福田　　隆 ･･･25

･･･44田淵　義朗

横山　昇一 ･･･ 8

潮木　守一 ･･･36



月刊『学校法人』目次 平成 28（2016）年度 

2 

 

5 月号目次 Vol.39／№2／2016（通巻第 459 号） 

 

 

  

●強い文教・科学技術に向けて、

大学は何をなすべきか（シンポジウム：前編）

　　Ⅰ．日本の高等教育に必要なもの

河田　悌一 ･･･ 2

　　Ⅱ．日本の大学の研究競争力は

なぜ弱くなったのか？ 豊田　長康 ･･･ 5

　　Ⅲ．大学に相応しいガバナンスと

マネジメントの確立に向けて 吉武　博通 ･･･ 8

●学校法人の財務を読み取る

　―第１回　使えるお金はどのくらい？―

●マイナス金利下での資産保全を考える 三塩　健一 ･･･25

●私立大学をめぐるリスク諸相

　　第16回：障害のある学生に対する対応概観

●Book Review

　羽田貴史 編著「もっと知りたい大学教員の仕事」

●国際派リサーチ・アナリストの眼(86) 本間　政雄 ･･･35

●大学とソーシャルメディアリスク

　　第44回 なぜ情報漏えいが止まらないのか（上）
田淵　義朗 ･･･38

鈴木　裕子 ･･･14

　contents

福田　　隆 ･･･29

潮木　守一 ･･･16
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6 月号目次 Vol.39／№3／2016（通巻第 460 号） 

 

 

  

●強い文教・科学技術に向けて、

大学は何をなすべきか（シンポジウム：後編）

　　Ⅳ．パネルディスカッション

･･･ 2

●マイナス金利下での資産運用(1)

･･･11

●中小文系大学における科研費等の

研究支援体制の構築について(1)

●私立大学をめぐるリスク諸相

　　第17回：インターンシップの現状とリスク概観①

●中高・幼稚園法人経営相談Ｑ＆Ａ

　第１回：入っていいの?!「幼稚園法人の経営者保険」

●学校法人の財務を読み取る

　―第２回　使えるお金はどのくらい？ パート２―

●平成28年度税制改正による

　マイナンバー記載対象書類の見直しについて

●Book Review

　新堀通也先生追悼集刊行委員会 編

「新堀通也、その仕事」

●大学とソーシャルメディアリスク

　　第45回 なぜ情報漏えいが止まらないのか（下）

●私立中高校長先生訪問記

　　その133：東大寺学園中高　森　宏志 校長先生 ･･･39

　　その134：高田中高　　　　梅林久高 校長先生 ･･･40

●国際派リサーチ・アナリストの眼(87) 本間　政雄 ･･･49

･･･47

田淵　義朗 ･･･36

河田悌一、豊田長康、吉武博通、神田眞人、上杉道世

大和証券株式会社 ラップコンサルティング部

潮木　守一 ･･･16

山武　　實 ･･･25

梶間　栄一

国税庁ＨＰ

　contents

鈴木　裕子 ･･･34

福田　　隆 ･･･42

･･･32
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7 月号目次 Vol.39／№4／2016（通巻第 461 号） 

 

 
  

●学校法人会計基準逐条解説(1) ―第１条― 山口　善久 ･･･ 2

●中小文系大学における科研費等の

研究支援体制の構築について(2)

●大学経営における中長期計画策定・実行の要点

　―14大学の事例から―

●マイナス金利下での資産運用(2)

･･･31

●私立大学をめぐるリスク諸相

　　第18回：インターンシップの現状とリスク概観②

●中高・幼稚園法人経営相談Ｑ＆Ａ

　第２回：まだ間に合う！

「ズバリ、予算書の読み方お教えします！」

●学校法人の財務を読み取る

　―第３回　収支とは―

●私立中高校長先生訪問記

　　その135：六甲学院中高　古泉　肇 校長先生 ･･･28

　　その136：京都女子中高　林　信康 校長先生 ･･･29

●Book Review

　上杉道世 著「大学職員の近未来」

●国際派リサーチ・アナリストの眼(88) 本間　政雄 ･･･40

潮木　守一 ･･･37

荻原　祐子 ･･･12

梶間　栄一 ･･･25

鈴木　裕子 ･･･38

　contents

大和証券株式会社 ラップコンサルティング部

山武　　實 ･･･ 8

福田　　隆 ･･･43
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8 月号目次 Vol.39／№5／2016（通巻第 462 号） 

 

 
  

●平成27年度決算の振り返り 奈尾　光浩 ･･･ 2

●私立大学をめぐるリスク諸相

　　第19回：就職活動における労働法関連リスク概観

●学校法人会計基準逐条解説(2) ―第2条、第3条― 山口　善久 ･･･26

●私学経営を取り巻く状況について(1) 菊地　勇次 ･･･42

●学校法人の財務を読み取る

　―第４回　収支均衡とは？―

●中高・幼稚園法人経営相談Ｑ＆Ａ

　第３回：どうしよう?!｢初心者のPTA会計担当｣と

｢残った寄付金｣

●Book Review

　濱中淳子 著『「超」進学校 開成・灘の卒業生』

●私立中高校長先生訪問記

　　その137：大阪星光学院中高　鈴木英史 校長先生 ･･･39

　　その138：愛知淑徳中高　　　谷口宜邦 校長先生 ･･･40

●大学とソーシャルメディアリスク

　　第46回 社員情報の収集はどこまで許されるか(1)

　contents

田淵　義朗 ･･･51

潮木　守一 ･･･16

福田　　隆 ･･･ 9

梶間　栄一 ･･･56

鈴木　裕子 ･･･54



月刊『学校法人』目次 平成 28（2016）年度 
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9 月号目次 Vol.39／№6／2016（通巻第 463 号） 

 

 

  

●男女共同参画推進の一番の旗振り役へ 周東　正紀 ･･･ 2

●私学経営を取り巻く状況について(2) 菊地　勇次 ･･･10

●私立大学をめぐるリスク諸相

　第20回：大学卒業者の就業3年以内の離職問題概観

●学校法人会計基準逐条解説(3) ―第4条― 山口　善久 ･･･32

●中高・幼稚園法人経営相談Ｑ＆Ａ

　第４回：お金はどこから？「園舎の建て替え資金」

●学校法人の財務を読み取る

　―第５回　まず、収支均衡―

●Book Review

　佐藤智恵 著『ハーバードでいちばん

人気の国・日本』

●国際派リサーチ・アナリストの眼(89) 本間　政雄 ･･･44

●私立中高校長先生訪問記

　　その139：神戸女学院中高　　林 真理子 部長先生 ･･･39

　　その140：関西大学第一中高　野木 万也 校長先生 ･･･40

●大学とソーシャルメディアリスク

　　第47回 社員情報の収集はどこまで許されるか(2)
田淵　義朗 ･･･49

潮木　守一 ･･･16

　contents

福田　　隆 ･･･25

鈴木　裕子 ･･･42

梶間　栄一 ･･･30
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10 月号目次 Vol.39／№7／2016（通巻第 464 号） 

 

 
  

●大学設置基準等の改正によるスタッフ・

ディベロップメント（SD）の義務化について

●公的研究費の不正防止体制構築・運用上の留意点

～中小私立大学を視点に置いて～

●学校法人会計基準逐条解説(4) ―第4条（承前）― 山口　善久 ･･･25

●監査人の独立性は保持されているのか？ 中村　　譲 ･･･34

●学校法人の財務を読み取る

　―第6回　まず、収支均衡(2)―

●中高・幼稚園法人経営相談Ｑ＆Ａ

　第5回：誰にも聞けない！

幼稚園を息子に譲る方法ってあるの？

●Book Review 小笠原正明・安藤 厚・細川敏幸 編著

　『北大 教養教育のすべて

エクセレンスの共有を目指して』

●国際派リサーチ・アナリストの眼(90) 本間　政雄 ･･･38

●私立中高校長先生訪問記

　　その141：甲陽学院中高　山下 正昭 校長先生 ･･･44

　　その142：名古屋中高　　髙橋 　潤 校長先生 ･･･45

●大学とソーシャルメディアリスク

　第48回 ソーシャルメディアガイドラインの

策定・見直しに当たって

　contents

鈴木　裕子 ･･･32

田淵　義朗 ･･･47

潮木　守一 ･･･16

遠藤　　翼 ･･･ 2

山武　　實 ･･･ 8

梶間　栄一 ･･･50



月刊『学校法人』目次 平成 28（2016）年度 

8 

 

11 月号目次 Vol.39／№8／2016（通巻第 465 号） 

 

 
  

●大学経営改革と戦略的経営について 水戸　英則 ･･･ 2

●学校法人会計基準逐条解説(5) ―第5条― 山口　善久 ･･･31

●私立大学をめぐるリスク諸相

　第21回：LGBT等の性的マイノリティ問題概観①

●中高・幼稚園法人経営相談Ｑ＆Ａ

　第6回：ドキッ？「初めての評議員」

●学校法人の財務を読み取る

　―第7回　学校法人の財務情報等の公開―

●Book Review 上杉孝實・香川正弘・河村能夫 編著

　『大学はコミュニティの知の拠点となれるか

少子化・人口減少時代の生涯学習』

●私立中高校長先生訪問記

　　その143：滝中学校・高等学校　　中島 政彦 校長先生 ･･･36

　　その144：甲南高等学校・中学校　山内 守明 校長先生 ･･･37

●国際派リサーチ・アナリストの眼(91) 本間　政雄 ･･･39

●大学とソーシャルメディアリスク

　第49回 ソーシャルメディアポリシー4類型

　contents

鈴木　裕子 ･･･52

福田　　隆 ･･･44

梶間　栄一 ･･･21

潮木　守一 ･･･24

田淵　義朗 ･･･49



月刊『学校法人』目次 平成 28（2016）年度 

9 

 

12 月号目次 Vol.39／№9／2016（通巻第 466 号） 

 

 

  

●千葉商科大学における将来構想と

中期経営計画の取組み

～定量的・定性的目標と「見える化」による進捗管理～

●学校法人会計基準逐条解説(6) ―第6条、第7条― 山口　善久 ･･･23

●私立大学をめぐるリスク諸相

　第22回：LGBT等の性的マイノリティ問題概観②

●マイナンバー事務担当者への教育・監督 村山　英政 ･･･43

●学校法人の財務を読み取る

　―第8回　学校法人の経理処理のポイント―

●中高・幼稚園法人経営相談Ｑ＆Ａ

　第7回：本音でお答え！

「学校」と「一般企業」の違いってどこ!?

●Book Review 学校法人河合塾・株式会社リアセック 監修

　　　　　　　PROG白書プロジェクト 編著

　『PROG白書2016・現代社会をタフに生き抜く

新しい学力の育成と評価』

●私立中高校長先生訪問記

　　その145：灘中学校・高等学校　　　和田 孫博 校長先生 ･･･33

　　その146：立命館中学校・高等学校　成山 治彦 校長先生 ･･･34

●大学とソーシャルメディアリスク

　第50回 広報と人事が知っておくべき

ガイドライン策定5つのポイント

田淵　義朗 ･･･48

潮木　守一 ･･･16

露崎　　洋 ･･･ 2

梶間　栄一 ･･･51

　contents

福田　　隆 ･･･38

鈴木　裕子 ･･･36



月刊『学校法人』目次 平成 28（2016）年度 
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１月号目次 Vol.39／№10／2017（通巻第 467 号） 

 

 

  

●龍谷大学における経営の見える化の取組み

～KPIの活用を通じた中長期計画の実質化～

●学校法人会計基準逐条解説(7) ―第8条～第10条― 山口　善久 ･･･34

●私立大学をめぐるリスク諸相

　第23回：妊娠・出産・育児・介護に係る

ハラスメントリスク概観

●中高・幼稚園法人経営相談Ｑ＆Ａ

　第8回：ホント～に書きづらい！

「良い会計事務所」の選び方！

●私立中高校長先生訪問記

　　その147：関西学院高等部　　　　　　　枝川 　豊 部長先生 ･･･22

　　その148：大阪女学院中学校・高等学校　廣田 雅司 校長先生 ･･･23

●国際派リサーチ・アナリストの眼(92) 本間　政雄 ･･･45

●Book Review 佐藤　学・秋田喜代美・志水宏吉・

　　　　　　　小玉重夫・北村友人 著

　『グローバル時代の市民形成』

●大学とソーシャルメディアリスク

　第51回 ソーシャルメディアガイドラインの策定手順

　contents

岡田　雄介 ･･･ 2

福田　　隆 ･･･48

梶間　栄一 ･･･19

潮木　守一 ･･･53

田淵　義朗 ･･･54



月刊『学校法人』目次 平成 28（2016）年度 

11 

 

２月号目次 Vol.39／№11／2017（通巻第 468 号） 

 

 
  

●地域に根差した産学連携の推進

～研究推進部署のもうひとつの役割～

●私立大学等経常費補助金の動向(1)

　平成28年度における配分方法の変更点（一般補助・特別補助）

●学校法人会計基準逐条解説(8) ―第11条、第12条― 山口　善久 ･･･23

●なぜ監査人は、依頼者から贈り物を

受け取ってはいけないのか？

●第10回記念 大学のグローバル戦略シンポジウム（UGSS2016） 報告者：

　概要報告　問われる大学の持続的変革力 松田志津代

●Book Review 上杉道世 著

　『大学職員の近未来』

●私立中高校長先生訪問記

　　その149：四天王寺高等学校・中学校　關野 英明 校長先生 ･･･35

　　その150：明星中学校・高等学校　　　馬込 新吉 校長先生 ･･･36

●中高・幼稚園法人経営相談Ｑ＆Ａ

　第9回：頭が痛い!!

どこまでやるの？ 未納授業料の回収！

●国際派リサーチ・アナリストの眼(93) 本間　政雄 ･･･47

●大学とソーシャルメディアリスク

　第52回 緊急寄稿：「逮捕歴削除を認めず」

グーグル検索に最高裁が厳格基準

　contents

塚越　武美 ･･･ 2

中村　　譲 ･･･38

梶間　栄一 ･･･44

潮木　守一 ･･･10

宮田　直樹 ･･･11

･･･41

田淵　義朗 ･･･50



月刊『学校法人』目次 平成 28（2016）年度 
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３月号目次 Vol.39／№12／2017（通巻第 469 号） 

 

 

●千葉工業大学における資産運用への取組みについて 長澤　宏昭 ･･･ 2

●私立大学等経常費補助金の動向(2)

　平成29年度予算・配分方法及び

会計検査院の実地検査について

●学校法人会計基準逐条解説(9) ―第13条― 山口　善久 ･･･23

●私立大学をめぐるリスク諸相

　第24回：サイバーリスクについて

●Book Review 新井潤美 著

　『パブリック・スクール

イギリス的紳士・淑女のつくられかた』

●中高・幼稚園法人経営相談Ｑ＆Ａ

　第10回：やっぱり少しややこしい！

理事会と評議員会を開く順番

●私立中高校長先生訪問記

　　その151：高槻中学校・高等学校　岩井 　一 校長先生 ･･･40

　　その152：清教学園中・高等学校　 森　 創　校長先生 ･･･41

●大学とソーシャルメディアリスク

　第53回：懲罰としてのWeb上での氏名公表を考える

～10年以上前の、S県の実名発表の対応を巡って～

　contents

宮田　直樹 ･･･10

福田　　隆 ･･･43

梶間　栄一 ･･･37

田淵　義朗 ･･･47

潮木　守一 ･･･16


