月刊『学校法人』目次

4 月号目次

平成 31・令和元（2019）年度

Vol.42／№1／2019（通巻第 494 号）

contents
●「就活ルール」
～企業の動向と学生指導の留意点～

渡辺

茂晃 ･･･ 2

●「新卒一括採用の論点整理」と
「社会が求める大学教育」

宇野

健司 ･･･ 7

●私立大学等経常費補助金の動向(3)
平成30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）

外川

孝充 ･･･12

● 働き方改革と労働基準法等の改正③
労働時間の状況の把握

後藤

俊彦 ･･･21

●大学教育や業務におけるICTの活用
―東洋大学での事例―（第１回）

藤原

喜仁 ･･･28

●改正消費税法の施行に関するＱ＆Ａ(4)

村山

英政 ･･･35

●学校法人会計基準逐条解説(34)
―第36条（その１）―

山口

善久 ･･･51

●中高・幼稚園法人経営相談Ｑ＆Ａ
第35回：二つの収支計算書の退職金の意味

梶間

栄一 ･･･24

●海外高等教育事情
第11回：アムステルダム自由大学、
オランダ語の学士プログラムを閉鎖

船守

美穂 ･･･26

●大学人事・労務の諸問題
第18回：大学解雇判例③

三浦

春政 ･･･41

●国際派リサーチ・アナリストの眼(109)

本間

政雄 ･･･47

1

月刊『学校法人』目次

5 月号目次

平成 31・令和元（2019）年度

Vol.42／№2／2019（通巻第 495 号）

contents
●予算制度の効果的な活用と
PDCAサイクルの可視化について

松永

俊幸 ･･･ 2

栗山

茂之 ･･･ 7

● 働き方改革と労働基準法等の改正④
勤務間インターバル制度の普及促進

後藤

俊彦 ･･･12

●学校法人会計基準逐条解説(35)
―第36条（その２）―

山口

善久 ･･･23

●大学職員は、どこから来て、どこに行くのか
【対談編】～過去から、現在を解き明かして、
未来を予測する～(第１回)

村上 義紀
･･･28
大工原 孝

●大学教育や業務におけるICTの活用
―東洋大学での事例―（第２回）

藤原

●学校法人経営をサポートする
事業活動収支計算書の将来予測
～期間20年の業績計画の作成方法～

●｢学校法人制度の改善方策について｣の考察（第１回）
～学校法人の自律的なガバナンスの改善・強化 その１～

喜仁 ･･･36

大河原遼平 ･･･50

●中高・幼稚園法人経営相談Ｑ＆Ａ
第36回：学校特有の図書の会計処理

梶間

栄一 ･･･15

●海外高等教育事情
第12回：インド政府、若手研究者の論文投稿に
報奨金提供を提案

船守

美穂 ･･･43

●大学人事・労務の諸問題
第19回：大学解雇判例（解説）

三浦

春政 ･･･46

2

月刊『学校法人』目次

6 月号目次

平成 31・令和元（2019）年度

Vol.42／№3／2019（通巻第 496 号）

contents
●50の問に答える大学改革の処方箋
―戦略経営、リーダーシップ、教育改善・
100大学の取組みから―（第１回）
●｢学校法人制度の改善方策について｣の考察（第２回）
～学校法人の自律的なガバナンスの改善・強化 その２～

篠田

道夫 ･･･ 2

大河原遼平 ･･･10

● 働き方改革と労働基準法等の改正⑤
面接指導と産業保健機能の強化

後藤

俊彦 ･･･15

●就職・採用、インターンシップは変わるのか？

渡辺

茂晃 ･･･23

●大学教育や業務におけるICTの活用
―東洋大学での事例―（第３回）

藤原

喜仁 ･･･30

●学校法人会計基準逐条解説(36)
―第36条（その３）―

山口

善久 ･･･37

●大学職員は、どこから来て、どこに行くのか
【対談編】～過去から、現在を解き明かして、
未来を予測する～(第２回)

村上 義紀
･･･53
大工原 孝

●中高・幼稚園法人経営相談Ｑ＆Ａ
第37回：知ればとっても便利！
基本金明細表の読み方

梶間

栄一 ･･･46

●大学人事・労務の諸問題
第20回：大学内部告発判例

三浦

春政 ･･･48

●海外高等教育事情
第13回：NIH、セクハラ疑惑のある研究者を
査読者候補から排除する可能性を示唆

船守

美穂 ･･･60

3

月刊『学校法人』目次

7 月号目次

平成 31・令和元（2019）年度

Vol.42／№4／2019（通巻第 497 号）

contents
●私立学校法の改正について(1)

加賀

●｢学校法人制度の改善方策について｣の考察（第３回）
～学校法人の自律的なガバナンスの改善・強化 その３～

●｢2040年将来構想答申｣｢就職協定｣を見据えた今後の
中長期計画～組織力を高めるマネジメント改革～

俊策 ･･･ 2

大河原遼平 ･･･ 9

大石

利光 ･･･17

篠田

道夫 ･･･38

●50の問に答える大学改革の処方箋
―戦略経営、リーダーシップ、教育改善・
100大学の取組みから―（第２回）
●大学職員は、どこから来て、どこに行くのか
【対談編】～過去から、現在を解き明かして、
未来を予測する～(第３回)
●学校法人会計基準逐条解説(37)
―第36条（その４）―

●国際派リサーチ・アナリストの眼(110)

村上 義紀
･･･47
大工原 孝

山口

善久 ･･･65

本間

政雄 ･･･29

梶間

栄一 ･･･45

船守

美穂 ･･･55

三浦

春政 ･･･59

●中高・幼稚園法人経営相談Ｑ＆Ａ
第38回：あまり聞かない
「基本金の繰り延べ」とは何か？
●海外高等教育事情
第14回：再現性実験、一つの論文に対して
二つの結論を学術雑誌に掲載
●大学人事・労務の諸問題
第21回：大学懲戒判例

4

月刊『学校法人』目次

8 月号目次

平成 31・令和元（2019）年度

Vol.42／№5／2019（通巻第 498 号）

contents
●私立学校法の改正について(2)

加賀

俊策 ･･･ 2

●｢学校法人制度の改善方策について｣の考察（第４回）
大河原遼平 ･･･ 7
～情報公開の推進～

●学校法人会計基準逐条解説(38)
―第36条（その５）―

山口

善久 ･･･11

●50の問に答える大学改革の処方箋
―戦略経営、リーダーシップ、教育改善・
100大学の取組みから―（第３回）

篠田

道夫 ･･･21

●大学職員は、どこから来て、どこに行くのか
【対談編】～過去から、現在を解き明かして、
未来を予測する～(第４回)

村上 義紀
･･･30
大工原 孝

●中期計画と財務数値

山口

善久 ･･･28

●大学人事・労務の諸問題
第22回：大学雇止め判例①

三浦

春政 ･･･39

●海外高等教育事情
第15回：ドイツ、アビトゥアなしで
大学に入学する学生が拡大

船守

美穂 ･･･43

●中高・幼稚園法人経営相談Ｑ＆Ａ
第39回：何だろう「人件費依存率」？

梶間

栄一 ･･･46

5

月刊『学校法人』目次

9 月号目次

平成 31・令和元（2019）年度

Vol.42／№6／2019（通巻第 499 号）

contents
●私立学校法の改正について(3)

加賀

俊策 ･･･ 2

●｢学校法人制度の改善方策について｣の考察（第５回）
大河原遼平 ･･･ 7
～経営の強化、破綻処理手続の明確化～

●50の問に答える大学改革の処方箋
―戦略経営、リーダーシップ、教育改善・
100大学の取組みから―（第４回）

篠田

道夫 ･･･11

●学校法人会計基準逐条解説(39)
―第36条（その６）―

山口

善久 ･･･25

●大学職員は、どこから来て、どこに行くのか
【対談編】～過去から、現在を解き明かして、
未来を予測する～(第５回)

村上 義紀
･･･37
大工原 孝

●海外高等教育事情
第16回：二大教科書会社の
マグローヒル社とセンゲージ社、合併へ

船守

美穂 ･･･33

●大学人事・労務の諸問題
第23回：大学雇止め判例②

三浦

春政 ･･･51

●中高・幼稚園法人経営相談Ｑ＆Ａ
第40回：「図書カード」をもらった場合の会計処理

梶間

栄一 ･･･55

特別セミナー：「大学ガバナンス強化を図る
―ガバナンス・コードにどう取り組むか―」のご案内 …中広告p.23参照

6

月刊『学校法人』目次

10 月号目次

平成 31・令和元（2019）年度

Vol.42／№7／2019（通巻第 500 号）

contents
●幼児教育無償化の制度と会計処理について

岡部

雅人 ･･･ 2

●消費税率引上げに伴う対応

村山

英政 ･･･ 8

●学校法人会計基準逐条解説(40)
―第36条（その７）―

山口

善久 ･･･11

●50の問に答える大学改革の処方箋
―戦略経営、リーダーシップ、教育改善・
100大学の取組みから―（第５回）

篠田

道夫 ･･･23

●経営困難大学の財政再建
～その時、学校史が動いた～（第１回）

山本

嘉人 ･･･32

●大学職員は、どこから来て、どこに行くのか
【対談編】～過去から、現在を解き明かして、
未来を予測する～(第６回)

村上 義紀
･･･46
大工原 孝

●海外高等教育事情
第17回：ETHZ、学術雑誌のIFを
考慮していないとしていたのに考慮し、謝罪

船守

美穂 ･･･40

●大学人事・労務の諸問題
第24回：大学雇止め判例③

三浦

春政 ･･･43

●中高・幼稚園法人経営相談Ｑ＆Ａ
第41回：常勤教員の人件費と部門処理

梶間

栄一 ･･･58

年会費改定のお願い（令和２年４月以降）

7

･･･60

月刊『学校法人』目次

11 月号目次

平成 31・令和元（2019）年度

Vol.42／№8／2019（通巻第 501 号）

contents
●経営困難大学の財政再建
～その時、学校史が動いた～（第２回）

山本

●大学職員は、どこから来て、どこに行くのか
【対談編】～過去から、現在を解き明かして、
未来を予測する～(第７回)

村上 義紀
･･･10
大工原 孝

●私学法改正とガバナンス・コードに対応した
寄附行為・学内諸規程の整備

大河原遼平 ･･･23

●50の問に答える大学改革の処方箋
―戦略経営、リーダーシップ、教育改善・
100大学の取組みから―（第６回）

篠田

道夫 ･･･45

●中高・幼稚園法人経営相談Ｑ＆Ａ
第42回：中古建物の耐用年数の決め方

梶間

栄一 ･･･21

●海外高等教育事情
第18回：デトロイトにて、大学に再入学可！

船守

美穂 ･･･33

●大学人事・労務の諸問題
第25回：大学雇止め判例（解説）

三浦

春政 ･･･41

新刊のご案内『私学法改正で変わる監事監査の実務』

8

嘉人 ･･･ 2

･･･22

月刊『学校法人』目次

12 月号目次

平成 31・令和元（2019）年度

Vol.42／№9／2019（通巻第 502 号）

contents
●英語成績提供システム導入延期と
これからの大学入学者選抜のあり方について
●経営困難大学の財政再建
～その時、学校史が動いた～（第３回）

後藤

健夫 ･･･ 2

山本

嘉人 ･･･10

篠田

道夫 ･･･29

●50の問に答える大学改革の処方箋
―戦略経営、リーダーシップ、教育改善・
100大学の取組みから―（第７回）
●大学職員は、どこから来て、どこに行くのか
【対談編】～過去から、現在を解き明かして、
未来を予測する～(第８回)
●学校法人会計基準逐条解説(41)
―第37条～第40条―

村上 義紀
･･･37
大工原 孝

山口

善久 ･･･52

梶間

栄一 ･･･16

三浦

春政 ･･･20

船守

美穂 ･･･49

●中高・幼稚園法人経営相談Ｑ＆Ａ
第43回：幼稚園の無償化が始まった！
会計処理はどうなるの？
●大学人事・労務の諸問題
第26回：中・高雇止め判例①
●海外高等教育事情
第19回：ハーバード大学に推定5,000万ドルの課税

新刊のご案内『私学法改正で変わる監事監査の実務』

9

･･･25

月刊『学校法人』目次

1 月号目次

平成 31・令和元（2019）年度

Vol.42／№10／2020（通巻第 503 号）

contents
●学校法人会計基準逐条解説(42) ―附則―
●大学職員は、どこから来て、どこに行くのか
【対談編】～過去から、現在を解き明かして、
未来を予測する～(第９回)
●経営困難大学の財政再建
～その時、学校史が動いた～（第４回）

山口

善久 ･･･ 2

村上 義紀
･･･25
大工原 孝

山本

嘉人 ･･･39

篠田

道夫 ･･･53

梶間

栄一 ･･･10

吉住

俊彦 ･･･12

三浦

春政 ･･･50

船守

美穂 ･･･61

●50の問に答える大学改革の処方箋
―戦略経営、リーダーシップ、教育改善・
100大学の取組みから―（第８回）

●中高・幼稚園法人経営相談Ｑ＆Ａ
第44回：災害用の保存食・資機材の
会計処理はどうなるの？
●資産運用入門講座
第１回：債券の基礎知識①
●大学人事・労務の諸問題
第27回：中・高雇止め判例②
●海外高等教育事情
第20回：ハーバード大学におけるテニュア拒否に
4,000名以上の署名運動

学校法人 財務（運用）担当者様向けセミナー（第１回）のご案内

10

･･･15

月刊『学校法人』目次

2 月号目次

平成 31・令和元（2019）年度

Vol.42／№11／2020（通巻第 504 号）

contents
●経営困難大学の財政再建
～その時、学校史が動いた～（第５回）

山本

●改正民法を踏まえた
入学時誓約書・保証書の実務（前編）

大河原遼平 ･･･10

●50の問に答える大学改革の処方箋
―戦略経営、リーダーシップ、教育改善・
100大学の取組みから―（第９回）

篠田

●大学職員は、どこから来て、どこに行くのか
【対談編】～過去から、現在を解き明かして、
未来を予測する～(第10回)

村上 義紀
･･･36
大工原 孝

●中高・幼稚園法人経営相談Ｑ＆Ａ
第45回：今流行の企業主導型保育事業の
助成金の会計処理は？

梶間

栄一 ･･･15

●資産運用入門講座
第２回：債券の基礎知識②

吉住

俊彦 ･･･21

●海外高等教育事情
第21回：ドイツの学術機関、
投稿前論文スクリーニングを外注

船守

美穂 ･･･33

●大学人事・労務の諸問題
第28回：大学給与・退職金・年金判例①

三浦

春政 ･･･52

●高等教育の修学支援新制度説明会におけるお問合せと回答
について（追加連絡）（令元.11.25文部科学省事務連絡）

嘉人 ･･･ 2

道夫 ･･･24

･･･16

令和元年度版「今日の私学財政」
･･･58
―大学・短期大学編― ―高等学校・中学校・小学校編― のご案内
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月刊『学校法人』目次

3 月号目次

平成 31・令和元（2019）年度

Vol.42／№12／2020（通巻第 505 号）

contents
●私立大学の合併申請手続き
～学部の設置者変更認可申請の経験から～

石川

●改正民法を踏まえた
入学時誓約書・保証書の実務（後編）

大河原遼平 ･･･ 6

●私立大学等経常費補助金の動向(1)
Ⅰ．令和元年度における配分方法の変更点
Ⅱ．令和２年度予算及び配分方法の概要について
Ⅲ．会計検査院の実地検査について

鈴木

●大学職員は、どこから来て、どこに行くのか
【対談編】～過去から、現在を解き明かして、
未来を予測する～(第11回)

村上 義紀
･･･36
大工原 孝

● 第13回 大学のグローバル戦略シンポジウム 概要報告
大学のイノベーション創出力

裕章 ･･･ 2

一也 ･･･22

報告者：

松田志津代 ･･･48

～成長投資と財務基盤がもたらす変革へのインパクト～

●50の問に答える大学改革の処方箋
―戦略経営、リーダーシップ、教育改善・
100大学の取組みから―（第10回）
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●中高・幼稚園法人経営相談Ｑ＆Ａ
第46回：意外と増えている
小規模保育事業の会計処理！

梶間
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●大学人事・労務の諸問題
第29回：大学給与・退職金・年金判例②

三浦
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●海外高等教育事情
第22回：復旦大学、大学憲章から
「思想の自由」の文言を削除
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●資産運用入門講座
第３回：債券の基礎知識③
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年会費改定のお知らせ

･･･16

12

