
月刊『学校法人』目次 平成 30（2018）年度 

1 

 

4 月号目次 Vol.41／№1／2018（通巻第 482 号） 

 

 

  

●学校法人会計基準改正後の計算書類・事業報告書の

　表示の事例分析

●学校法人会計基準逐条解説(22) 

―第29条（その３）―

●ブロックチェーンの基礎と活用例(2) 田中　誠人 ･･･12

●科学研究費の獲得推進に携わって(1) 小澤　芳明 ･･･15

●私立大学等経常費補助金の動向(3)

　平成29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）

●民法改正が学校法人経営に与える影響

　第３回：契約実務への主な影響②（売買契約その２）

●学生生活の諸問題

　第２回：学生事故関係判例②

●Book Review 岩田雅明 著

　『生き残りをかけた大学経営の実践』

●国際派リサーチ・アナリストの眼(102) 本間　政雄 ･･･52

●大学とソーシャルメディアリスク

　第65回：ソーシャルメディアリスクのテスト⑫

●中高・幼稚園法人経営相談Ｑ＆Ａ

　第23回：幼稚園の事業評価ってどうするの？

●“新庄まつり in 巣鴨”顛末記

　～地域と都市を結ぶ交流にチャレンジ ･･･44

大正大学地域創生学部の取組み～

　contents

原　　秀敬 ･･･ 2

大河原遼平 ･･･46

山口　善久 ･･･ 6

外川　孝充 ･･･24

三浦　春政 ･･･28

梶間　栄一 ･･･56

加藤真紀子

潮木　守一 ･･･51

田淵　義朗 ･･･54



月刊『学校法人』目次 平成 30（2018）年度 

2 

 

5 月号目次 Vol.41／№2／2018（通巻第 483 号） 

 

 
  

●学校法人の経営の仕組みと直面する経営課題(1) 西野　芳夫 ･･･ 2

●科学研究費の獲得推進に携わって(2) 小澤　芳明 ･･･ 6

●大学スポーツ振興に関する行政の取組み

　～日本版NCAAの創設に向けて～

●学校法人会計基準逐条解説(23) 

―第30条（その１）―

●私立大学をめぐるリスク諸相

　第31回：判例にみる人権侵害言動リスク概観

●民法改正が学校法人経営に与える影響

　第４回：契約実務への主な影響③（賃貸借契約）

●学生生活の諸問題

　第３回：学生処分関係判例①

●中高・幼稚園法人経営相談Ｑ＆Ａ

　第24回：決算書はいつまでに作るの？

●Book Review ポール・タフ 著

　『私たちは子どもに何ができるのか』

●大学とソーシャルメディアリスク

　第66回（最終回）：ますます高まる、

ソーシャルメディアのリスク

●国際派リサーチ・アナリストの眼(103) 本間　政雄 ･･･58

･･･51

梶間　栄一 ･･･14

松田　典明 ･･･25

福田　　隆 ･･･40

田淵　義朗

大河原遼平 ･･･47

三浦　春政 ･･･11

潮木　守一 ･･･31

　contents

山口　善久 ･･･32
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6 月号目次 Vol.41／№3／2018（通巻第 484 号） 

 

 

  

●学校法人の経営の仕組みと直面する経営課題(2) 西野　芳夫 ･･･ 2

●科学研究費の獲得推進に携わって(3) 小澤　芳明 ･･･ 8

●学校法人会計基準逐条解説(24) 

―第30条（その２）―

●私立大学をめぐるリスク諸相

　第32回：留意しなければならない

コンプライアンス関連リスク概観①

●民法改正が学校法人経営に与える影響

　第５回：契約実務への主な影響④（業務委託契約）

●Book Review おおたとしまさ 著

　『地方公立名門校』

●海外高等教育事情

　第１回：英・ラッセルグループ大学における

学生レポートの不正件数、２年で40％増大

●中高・幼稚園法人経営相談Ｑ＆Ａ

　第25回：活動区分資金収支計算書ってどう見るの？

●国際派リサーチ・アナリストの眼(104) 本間　政雄 ･･･45

●学生生活の諸問題

　第４回：学生処分関係判例②
三浦　春政 ･･･49

潮木　守一 ･･･14

船守　美穂 ･･･40

梶間　栄一 ･･･42

　contents

山口　善久 ･･･25

福田　　隆 ･･･33

大河原遼平 ･･･37
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7 月号目次 Vol.41／№4／2018（通巻第 485 号） 

 

 
  

●厳しい時代に立ち向う大学マネジメントに

　求められるもの(第１回)

　―私高研の事例調査・アンケート調査に見る

共通する改革原理―

●民法改正が学校法人経営に与える影響

　第６回：債権管理への主な影響①（消滅時効）

●学校法人会計基準逐条解説(25) 

―第30条（その３）―

●私立大学をめぐるリスク諸相

　第33回：留意しなければならない

コンプライアンス関連リスク概観②

●キャッシュフロー計算書を活用した

学校経営状況の分析について

●中高・幼稚園法人経営相談Ｑ＆Ａ

　第26回：事業活動収支計算書の

特別収支の（何）って何？

●海外高等教育事情

　第２回：ワシントンDCの8つのエリート私立高校、

APコース取りやめを発表

●Book Review 江原武一 著

　『教育と比較の眼』

●学生生活の諸問題

　第５回：学生処分関係判例③

●国際派リサーチ・アナリストの眼(105) 本間　政雄 ･･･39

大河原遼平 ･･･10

･･･43

　contents

山口　善久 ･･･23

福田　　隆

篠田　道夫 ･･･ 2

三浦　春政 ･･･32

丹羽　祐輔

･･･15

･･･36

船守　美穂 ･･･28

潮木　守一 ･･･31

梶間　栄一
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8 月号目次 Vol.41／№5／2018（通巻第 486 号） 

 

 

  

●資金収支計算書と

キャッシュ・フロー計算書（第１回）

●厳しい時代に立ち向う大学マネジメントに

　求められるもの(第２回)

　―私高研の事例調査・アンケート調査に見る

共通する改革原理―

●学校法人会計基準逐条解説(26) 

―第30条（その４）―

●民法改正が学校法人経営に与える影響

　第７回：債権管理への主な影響②

（法定利率、債権譲渡）

●海外高等教育事情

　第３回：イタリア研究者の論文自己引用率増大

●学生生活の諸問題

　第６回：学生処分関係判例④

●国際派リサーチ・アナリストの眼(106) 本間　政雄 ･･･41

●中高・幼稚園法人経営相談Ｑ＆Ａ

　第27回：ちょっと大変？

県から補助金の返還命令が来た！

･･･37

船守　美穂 ･･･15

三浦　春政 ･･･32

梶間　栄一 ･･･45

　contents

篠田　道夫 ･･･23

山口　善久 ･･･28

蒲原　良二 ･･･ 2

大河原遼平
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9 月号目次 Vol.41／№6／2018（通巻第 487 号） 

 

 

  

●厳しい時代に立ち向う大学マネジメントに

　求められるもの(第３回)

　―私高研の事例調査・アンケート調査に見る

共通する改革原理―

●資金収支計算書と

キャッシュ・フロー計算書（第２回）

●民法改正が学校法人経営に与える影響

　第８回：債権管理への主な影響③

（消滅時効(補足)、保証その１）

●学校法人会計基準逐条解説(27) ―第31条― 山口　善久 ･･･43

●来年度から実施する経営指導の充実について

―経営状況の点検と見通し立てを―

●中高・幼稚園法人経営相談Ｑ＆Ａ

　第28回：幼稚園の遊具はどこに行った!?

～結果も大事ですが原因を！ 総勘定元帳を見よう～

●学生生活の諸問題

　第７回：学生処分関係判例⑤

●海外高等教育事情

　第４回：ドイツの研究者5,000名以上が

ハゲタカ雑誌に論文出版

梶間　栄一 ･･･15

井上 睦子＊ ･･･11

＊文部科学省高等教育局私学部参事官（学校法人担当）

船守　美穂 ･･･52

大河原遼平 ･･･38

三浦　春政 ･･･33

　contents

蒲原　良二 ･･･23

篠田　道夫 ･･･ 2



月刊『学校法人』目次 平成 30（2018）年度 

7 

 

10月号目次 Vol.41／№7／2018（通巻第 488 号） 

 

 
  

●資金収支計算書と

キャッシュ・フロー計算書（第３回）

●匿名座談会

　大学等連携推進法人（仮称）と会計基準

●民法改正が学校法人経営に与える影響

　第９回：債権管理への主な影響④（保証その２）

●学校法人会計基準逐条解説(28) ―第32条・第33条― 山口　善久 ･･･39

●大学人事・労務の諸問題　第12回：学長の地位判例 三浦　春政 ･･･28

●海外高等教育事情

　第５回：高等教育無償化を掲げる

民主党員が米国で拡大

●国際派リサーチ・アナリストの眼(107) 本間　政雄 ･･･58

●中高・幼稚園法人経営相談Ｑ＆Ａ

　第29回：滅多にない災害損失って何だろう!?

　contents

蒲原　良二 ･･･ 2

大河原遼平 ･･･25

船守　美穂 ･･･52

･･･18

梶間　栄一 ･･･61



月刊『学校法人』目次 平成 30（2018）年度 

8 

 

11月号目次 Vol.41／№8／2018（通巻第 489 号） 

 

 
  

●未来を導く法政大学の将来構想 田中　優子 ･･･ 2

●学校法人会計基準逐条解説(29)

―第34条（その１）―

●民法改正が学校法人経営に与える影響

　第10回：規程管理への主な影響（定型約款）

●私学職員と会計系資格の取得について 塚越　武美 ･･･36

●海外高等教育事情

　第６回：MIT、新しいコンピューティング・

カレッジに10億ドル投資

●大学人事・労務の諸問題

　第13回：大学人事・業務命令判例①

●中高・幼稚園法人経営相談Ｑ＆Ａ

　第30回：エクセルを使った減価償却計算の注意点！

船守　美穂 ･･･46

梶間　栄一 ･･･54

山口　善久 ･･･23

三浦　春政 ･･･49

　contents

大河原遼平 ･･･31



月刊『学校法人』目次 平成 30（2018）年度 

9 

 

12月号目次 Vol.41／№9／2018（通巻第 490 号） 

 

 

  

●座談会　消費税率の引上げ、 村山　英政

軽減税率制度等と学校法人の対策 梶間　栄一

山本　嘉人

藤原　　卓

●学校法人会計基準逐条解説(30)

―第34条（その２）―

●大学人事・労務の諸問題

　第14回：大学人事・業務命令判例②

●海外高等教育事情

　第７回：スウェーデンのISP、エルゼビア社の

　　　　　サイトをブロックすることで、

　　　　　同社のサイトブロックの要請に抗議

●中高・幼稚園法人経営相談Ｑ＆Ａ

　第31回：建物の解体費用の会計処理

三浦　春政 ･･･27

梶間　栄一 ･･･36

･･･ 2

　contents

山口　善久 ･･･21

船守　美穂 ･･･33



月刊『学校法人』目次 平成 30（2018）年度 

10 

 

1 月号目次 Vol.41／№10／2019（通巻第 491号） 

 

 

  

●今後の高等教育政策の動向

　～2040年に向けた高等教育のグランドデザイン（答申）と

私立大学改革を中心に～

●改正消費税法の施行に関するＱ＆Ａ(1) 村山　英政 ･･･24

●１年単位の変形労働時間制について 後藤　俊彦 ･･･28

●学校法人会計基準逐条解説(31)

―第34条（その３）―

●海外高等教育事情

　第８回：ブルームバーグ氏、ジョンズホプキンズ

　　　　　大学に18億ドルの寄付

●中高・幼稚園法人経営相談Ｑ＆Ａ

　第32回：ややこしい？ 認定こども園の諸類型の

　　　　　早わかり！

●大学人事・労務の諸問題

　第15回：大学定年・再雇用判例
三浦　春政 ･･･40

船守　美穂 ･･･34

梶間　栄一 ･･･38

石橋　　晶

　contents

･･･ 2

山口　善久 ･･･47
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11 

 

2 月号目次 Vol.41／№11／2019（通巻第 492号） 

 

 

  

●学校法人における財務分析の理解と

基準改正前の計算書類の組替えについて

●翌年度繰越収支差額と減価償却引当特定資産

についての考察

●私立大学等経常費補助金の動向(1)

　平成30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(32)

―第35条（その１）―

●働き方改革と労働基準法等の改正①

　時間外労働の上限規制

●改正消費税法の施行に関するＱ＆Ａ(2) 村山　英政 ･･･54

●海外高等教育事情

　第９回：MIT、サウジアラビアとの協働関係について

　　　　　レビュー実施 ―同国との関係継続を示唆―

●中高・幼稚園法人経営相談Ｑ＆Ａ

　第33回：税額表の｢甲欄｣｢乙欄｣｢丙欄｣って

　　　　　何だろう？

●大学人事・労務の諸問題

　第16回：大学解雇判例①

●2019年度文部科学関係税制改正要望事項の結果（概要） ･･･19

梶間　栄一 ･･･48

三浦　春政 ･･･50

丹羽　祐輔 ･･･13

外川　孝充 ･･･27

後藤　俊彦 ･･･43

　contents

奈尾　光浩 ･･･ 2

山口　善久 ･･･37

船守　美穂 ･･･20
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3 月号目次 Vol.41／№12／2019（通巻第 493号） 

 

 

●学校法人制度の改善について 川村　　匡 ･･･ 2

●「2040年将来構想答申」を見据えた

法政大学中長期計画の策定

　「長期ビジョンHOSEI2030」

「千代田区内５大学連携強化コンソーシアム設立」など

●働き方改革と労働基準法等の改正②

　年次有給休暇の確実な取得

●私立大学等経常費補助金の動向(2)

　平成31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(33)

―第35条（その２）―

●改正消費税法の施行に関するＱ＆Ａ(3) 村山　英政 ･･･52

●「大学事務職員の履歴書」の創り方 寺尾　　謙 ･･･56

●中高・幼稚園法人経営相談Ｑ＆Ａ

　第34回：国立と違う私立学校の入学金の計上時期

●大学人事・労務の諸問題

　第17回：大学解雇判例②

●国際派リサーチ・アナリストの眼(108) 本間　政雄 ･･･50

●海外高等教育事情

　第10回：デューク大学助教、

留学生の中国語による会話を注意

●第12回 大学のグローバル戦略シンポジウム（UGSS2018） 報告者：

　概要報告　知の進化と大学の未来投資 松田志津代

･･･22

船守　美穂 ･･･62

　contents

外川　孝充 ･･･25

･･･47

梶間　栄一 ･･･30

三浦　春政 ･･･42

近藤　清之 ･･･10

山口　善久 ･･･38

後藤　俊彦


