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1 

 

4 月号目次 Vol.44／№1／2021（通巻第 518 号） 

 

 

  

●エビデンスを活用した大学経営講座 植草　茂樹
　第12回：大学で広がる統合報告の潮流（後編） 佐栁　　融

　　～未来志向で大学はエビデンスを使っていけるか～ 江端　新吾

●新型コロナウイルス感染症の影響に
対応した監事監査の実務（第２回）

●学校法人の情報リスク概説
　第４回：2020年改正個人情報保護法の概説（その１）

●令和３年度 文部科学省私学関係予算の概要等
日本私立学校振興・共済事業団 ･･･24

●大学行政管理学会 大学事務組織研究会の編集後記①
　『大学事務職員の履歴書』編
　誰が大学のトップマネジメントを担うのか

大学事務職員のロールモデルを求めて

●学校法人会計基準の課題
　―「継続性」と「健全性」を把握する観点からの見直し―

　第１部：基本金制度の現在意義

●学校法人法務の実務ポイント
　第１回：学校法人のガバナンスの

改善・強化を検討する上での視点

●ICT化で変わる大学・学校教育と教職員の働き方
　第２回：オンライン授業へのサポート体制の作り方

●中高・幼稚園法人経営相談Ｑ＆Ａ
　第59回：２か年計画で乳児棟を

建設した場合の会計処理

●青山の日々(8) 本間　政雄 ･･･46

●大学人事・労務の諸問題
　第38回：大学ガバナンス関係判例（その２）

●海外高等教育事情
　第34回：シカゴ大学英文学専攻、

学生募集を黒人研究に限定
船守　美穂 ･･･61

･･･ 2

寺尾　　謙 ･･･30

久下　眞一 ･･･37

梶間　栄一 ･･･44

藤原　喜仁

大河原遼平 ･･･56

･･･42

三浦　春政 ･･･50

　contents

木下　洋一 ･･･10

福田　　隆 ･･･16
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5 月号目次 Vol.44／№2／2021（通巻第 519 号） 

 

 

  

●新型コロナに関連する収入・支出の会計処理 小野寺　勝 ･･･ 2

●学校法人法務の実務ポイント
　第２回：補償契約・役員賠償責任保険契約に関する

制度改正と実務対応

●令和２年度 私立大学等経常費補助金
最終交付状況と配分方法の主な変更点

日本私立学校振興・共済事業団 ･･･18

●学校法人の情報リスク概説
　第５回：2020年改正個人情報保護法の概説（その２）

●学校法人会計基準の課題
　―「継続性」と「健全性」を把握する観点からの見直し―

　第２部：資金収支情報の開示方式

●施設整備における建物の機能と建設コストの適正化
　～プロセスの透明性の担保～
　第２回：発注方法決定時のポイント

●大学の経営基盤強化のためのミニ講座
　第１回：政府が目指す方向と大学が目指す方向

･･･30

●大学人事・労務の諸問題
　第39回：大学ガバナンス関係判例（その３）

●海外高等教育事情
　第35回：カリフォルニア大学、

エルゼビア社との転換契約を発表

●中高・幼稚園法人経営相談Ｑ＆Ａ
　第60回：退職者の退職未払金と

退職給与引当金の違いとは

●ICT化で変わる大学・学校教育と教職員の働き方
　第３回：教育現場のICT化から学ぶ、

事務局クラウド化への一歩

●青山の日々(9) 本間　政雄 ･･･64

藤原　喜仁 ･･･62

久下　眞一 ･･･37

船守　美穂 ･･･51

佐栁　融・江端新吾・植草茂樹

株式会社

 プラスＰＭ
･･･40

三浦　春政

大河原遼平

生駒　大典
･･･10

　contents

福田　　隆 ･･･22

梶間　栄一 ･･･60

･･･47
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●学校法人法務の実務ポイント 大河原遼平

　第３回：学校法人における個人情報保護の 野呂　悠登

実務対応①～法規制の解説～ 安西みなみ

●新型コロナウイルス感染症の影響に

対応した監事監査の実務（第３回）

●学校法人会計基準の課題

　―「継続性」と「健全性」を把握する観点からの見直し―

　第３部：学校法人会計の基本構造と継続法人の前提

●学校法人の情報リスク概説

　第６回：2020年改正個人情報保護法の概説（その３）

●大学の経営基盤強化のためのミニ講座 江端　新吾

　第２回：ポスト／withコロナ時代における 佐栁　　融 ･･･14

研究環境のDXの推進 植草　茂樹

●大学人事・労務の諸問題

　第40回：大学人事・労務判例（追加）①

●中高・幼稚園法人経営相談Ｑ＆Ａ

　第61回：つながらない未収入金？

●青山の日々(10) 本間　政雄 ･･･36

●ICT化で変わる大学・学校教育と教職員の働き方

　第４回：内製化を視野に入れた

プログラミングへの取組み

●海外高等教育事情

　第36回：バージニア州にて、就職先業界を指定した

高等教育無償化の提案

藤原　喜仁 ･･･39

木下　洋一 ･･･21

三浦　春政 ･･･30

船守　美穂 ･･･53

　contents

･･･ 2

福田　　隆 ･･･45

久下　眞一 ･･･27

梶間　栄一 ･･･34
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●学校法人法務の実務ポイント 大河原遼平

　第４回：学校法人における個人情報保護の 野呂　悠登

実務対応②～実務対応の解説～ 溝端　俊介

●大学行政管理学会 大学事務組織研究会の編集後記②

　『大学事務職員の始動書』編

　理論を理解し、実務として実践する

大学事務組織を目指して

●学校法人の情報リスク概説

　第７回：2020年改正個人情報保護法の概説（その４）

●新型コロナウイルス感染症の影響に

対応した監事監査の実務（第４回）

●大学の経営基盤強化のためのミニ講座 植草　茂樹

　第３回：インボイス制度のスタートに向けて 江端　新吾 ･･･12

大学が準備すべきこと 佐栁　　融

●海外高等教育事情

　第37回：米国におけるセクハラをした

研究者に対する制裁の広がり

●ICT化で変わる大学・学校教育と教職員の働き方

　第５回：学習歴と学び直し（リスキリング）について

●大学人事・労務の諸問題

　第41回：大学人事・労務判例（追加）②

●中高・幼稚園法人経営相談Ｑ＆Ａ

　第62回：どう読むの？貸借対照表！

●青山の日々(11) 本間　政雄 ･･･46

藤原　喜仁 ･･･35

船守　美穂 ･･･29

寺尾　　謙 ･･･23

福田　　隆 ･･･50

三浦　春政 ･･･40

梶間　栄一 ･･･44

　contents

･･･ 2

木下　洋一 ･･･59
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8 月号目次 Vol.44／№5／2021（通巻第 522 号） 

 

 

  

●戦略人事で10年後、魅力的な大学に（第１部　講演） 加藤真紀子 ･･･ 2

●学校法人法務の実務ポイント 大河原遼平

　第５回：学校法人における個人情報保護の 野呂　悠登

実務対応③～改正法対応の解説～ 溝端　俊介

●学校法人の情報リスク概説

　第８回：2021年改正個人情報保護法の概説

●施設整備における建物の機能と建設コストの適正化

　～プロセスの透明性の担保～

　第３回：設計者・施工者選定時のポイント

●中高・幼稚園法人経営相談Ｑ＆Ａ

　第63回：固定資産の備忘価額はいくらにするのか？

●ICT化で変わる大学・学校教育と教職員の働き方

　第６回：ICT環境整備における「コスト」の考え方

●大学の経営基盤強化のためのミニ講座 植草　茂樹

　第４回：大学における安全保障貿易管理の 江端　新吾 ･･･56

現状と今後の対策ポイント 佐栁　　融

●海外高等教育事情

　第38回：パンデミック下の

大規模公開オンライン講座（MOOC）

●青山の日々(12) 本間　政雄 ･･･68

●大学人事・労務の諸問題

　第42回：大学人事・労務判例（追加）③

梶間　栄一 ･･･15

株式会社

 プラスＰＭ
･･･44

　contents

･･･22

福田　　隆 ･･･34

三浦　春政 ･･･72

船守　美穂 ･･･61

藤原　喜仁 ･･･52
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9 月号目次 Vol.44／№6／2021（通巻第 523 号） 

 

 

  

●座談会　学校法人のガバナンス改革は

｢なぜ｣｢どのように｣すべきか

･･･ 2

●中小規模大学におけるBPO

　（ビジネス・プロセス・アウトソーシング）

～大学事務組織を視座に（前編）～

●戦略人事で10年後、魅力的な大学に（第２部　公開ディスカッション）

　～大正大学の取組みを深掘り！人事改革実行上の問題点とは～

･･･47

●学校法人の情報リスク概説

　第９回：公益通報者保護法改正等

内部通報制度に係る概説

●ICT化で変わる大学・学校教育と教職員の働き方

　第７回：ICT環境整備における「見積書」の読み方

●大学の経営基盤強化のためのミニ講座 江端　新吾

　第５回：大学等における研究設備・機器の現状と課題 植草　茂樹 ･･･27

　～設備に関するマスタープランが 佐栁　　融

経営基盤強化のために本来果たすべき役割とは～

●中高・幼稚園法人経営相談Ｑ＆Ａ

　第64回：【早わかり】為替換算差額の表示!!

●大学人事・労務の諸問題

　第43回：大学人事・労務判例（追加）④

●青山の日々(13) 本間　政雄 ･･･59

･･･31

藤原　喜仁 ･･･20

大河原遼平、露崎　　洋

　contents

寺尾　　謙 ･･･39

三浦　春政 ･･･55

小野　元之、井原　　徹、清水　　至、松本　　香、

加藤真紀子、山本　雅淑、木村　克紀

福田　　隆 ･･･65

梶間　栄一
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●文部科学省の科学技術・イノベーション

政策について

●学校法人法務の実務ポイント 大河原遼平

　第６回：学校法人における個人情報保護の 野呂　悠登

実務対応④～GDPRの解説～ 安西みなみ

●中小規模大学におけるBPO

　（ビジネス・プロセス・アウトソーシング）

～大学事務組織を視座に（後編）～

●学校法人の情報リスク概説

　第10回：公益通報者保護法改正等

内部通報制度に係る概説(2)

●ICT化で変わる大学・学校教育と教職員の働き方

　第８回：教育用クラウド採用への流れ（東洋大学の例）

●大学の経営基盤強化のためのミニ講座 植草　茂樹

　第６回：大学における試験研究開発税制の現状と課題 江端　新吾 ･･･45

～企業との共同研究を促進させるための鍵～ 佐栁　　融

●青山の日々(14) 本間　政雄 ･･･50

●中高・幼稚園法人経営相談Ｑ＆Ａ

　第65回：間違いやすい離職者訓練生の会計処理

●海外高等教育事情

　第39回：豪・研究助成機関、研究助成申請に

おけるプレプリント引用禁止令を撤回

船守　美穂 ･･･69

藤原　喜仁 ･･･29

梶間　栄一

福田　　隆 ･･･55

･･･54

　contents

寺尾　　謙 ･･･39

坂本　修一 ･･･ 2

･･･18
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11月号目次 Vol.44／№8／2021（通巻第 525 号） 

 

 

  

●東京理科大学ベンチャーファンドの取組み 高田　久徳 ･･･ 2

●学校法人法務の実務ポイント

～雇止めを中心に～

●令和３年度　私立大学等経常費補助金

　配分方法の主な変更点等について

日本私立学校振興・共済事業団 助成部 補助金課

●学校法人の情報リスク概説

　第11回：公益通報者保護法改正等

内部通報制度に係る概説(3)

●大学の経営基盤強化のためのミニ講座 佐栁　　融

　第７回：大学が地域の中核として求められる役割 江端　新吾 ･･･10

～各大学の取組から見える傾向と今後検討すべき点とは～ 植草　茂樹

●青山の日々(15) 本間　政雄 ･･･28

●ICT化で変わる大学・学校教育と教職員の働き方

　第９回：今すぐ試そう、クラウドサービス

●中高・幼稚園法人経営相談Ｑ＆Ａ

　第66回：時代とともに変わる？

ホームページの会計処理

●海外高等教育事情

　第40回：電子ジャーナル交渉の強い武器登場

―大学の交渉方針明確化をサポート―

●大学人事・労務の諸問題

　第44回：大学人事・労務判例（追加）⑤

～非常勤教職員の勤務条件～

･･･47

藤原　喜仁 ･･･39

　contents

･･･15

･･･23

三浦　春政 ･･･69

船守　美穂 ･･･60

　第７回：非常勤教職員の雇用に関する問題
津田里紗子

大河原遼平

梶間　栄一 ･･･46

福田　　隆
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●施設整備における建物の機能と建設コストの適正化

　～プロセスの透明性の担保～

　第４回：設計段階のポイント

●学校法人法務の実務ポイント

　第８回：改正公益通報者保護法により学校法人に求められる対応

･･･21

●学校法人の情報リスク概説

　第12回：サイバーセキュリティ、

情報セキュリティに係る概説(1)

●大学の経営基盤強化のためのミニ講座 江端　新吾

　第８回：大学改革による大学の新たな経営モデルとは 植草　茂樹 ･･･11

～国立大学改革の先に見える国公私立大学のあり方～ 佐栁　　融

●中高・幼稚園法人経営相談Ｑ＆Ａ

　第67回：予算書と決算書の関係

●ICT化で変わる大学・学校教育と教職員の働き方

　第10回：すぐに試そう、クラウドでのデータ集計

●大学人事・労務の諸問題

　第45回：大学人事・労務判例（追加）⑥

～非常勤教職員の勤務条件（承前）～

●青山の日々(16) 本間　政雄 ･･･47

○学校法人ガバナンス改革会議の報告書について 編 集 部 ･･･24

○領収書の電子保存義務化 ２年猶予 編 集 部 ･･･41

福田　　隆 ･･･25

藤原　喜仁 ･･･39

梶間　栄一 ･･･16

　contents

三浦　春政 ･･･42

株式会社

 プラスＰＭ
･･･ 2

大河原遼平、戸田謙太郎
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1 月号目次 Vol.44／№10／2022（通巻第 527号） 

 

 

  

●高大接続のゆくえ ―どうなる大学入試!?・どうする探究学習!?―

　第１部　どうなる？多面的・総合的評価 ～より良い「評価」を求めて～

　　開催趣旨 山内　　洋 ･･･ 2

　　１．大学入学者選抜改革の動向について 小川　　優 ･･･ 3

　　２．高大接続改革2.0 ～「理想」を「現実」に～ 川嶋太津夫 ･･･ 7

　　３．高大の接続と連携 ～高校の視点～ 長塚　篤夫 ･･･12

●学校法人の情報リスク概説

　第13回：サイバーセキュリティ、

情報セキュリティに係る概説(2)

●学校法人法務の実務ポイント

　第９回：文書の電子化 ～電子契約を中心に～

･･･57

●中高・幼稚園法人経営相談Ｑ＆Ａ

　第68回：減価償却引当特定資産とは？

●大学の経営基盤強化のためのミニ講座 植草　茂樹

　第９回：大学におけるワンストップの価値とは 江端　新吾 ･･･37

佐栁　　融

●ICT化で変わる大学・学校教育と教職員の働き方

　第11回：「Chromebook」を選ぶメリットと機種選択

●青山の日々(17) 本間　政雄 ･･･47

○「平成27年度以後の監査事項の指定について（通知）」の

　一部改正について（通知）
･･･54

梶間　栄一 ･･･30

藤原　喜仁 ･･･41

　contents

大河原遼平、伊藤　那美

福田　　隆 ･･･22
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2 月号目次 Vol.44／№11／2022（通巻第 528号） 

 

 

  

●高大接続のゆくえ ―どうなる大学入試!?・どうする探究学習!?―

　第２部 「探究学習」最前線 ～教育現場からの報告～

　　開催趣旨 山内　　洋 ･･･ 2

　　１．新高等学校学習指導要領に基づく

探究学習の推進について 田島　博樹 ･･･ 3

　　２．探究学習 ―乗り越えるべき三つの壁 飯山　泰介 ･･･10

　　３．高校の探究学習から大学の研究へ

～自走性ある生徒が登場した背景～

･･･17

●学校法人法務の実務ポイント

　第10回：押さえておくべき重要な労務問題① ～労働時間～

･･･29

●学校法人の情報リスク概説

　第14回：サイバーセキュリティ、

情報セキュリティに係る概説(3)

●中高・幼稚園法人経営相談Ｑ＆Ａ

　第69回：経理資料の保存期間

●ICT化で変わる大学・学校教育と教職員の働き方

　第12回：DXを実践し始めた教職員の事例

●青山の日々(18) 本間　政雄 ･･･54

●大学の経営基盤強化のためのミニ講座

　第10回：研究推進において今大学に求められる責務とは

･･･59

　contents

大河原遼平、本木啓三郎、岩田　　周

多賀　秀徳、平野　彩音、浦崎　太郎

佐栁　　融、江端　新吾、植草　茂樹

福田　　隆 ･･･44

梶間　栄一 ･･･24

藤原　喜仁 ･･･51
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3 月号目次 Vol.44／№12／2022（通巻第 529号） 

 

 

●学校法人法務の実務ポイント

　第11回：成年年齢引下げに係る民法改正により

学校法人に求められる対応

･･･ 2

●新型コロナウイルス感染症対策にかかる会計処理

日本私立学校振興・共済事業団

●学校法人の情報リスク概説

　第15回：成年年齢の引下げに係る改正民法の施行と

若年消費者の被害の現状等の概説(1)

●ICT化で変わる大学・学校教育と教職員の働き方

　第13回：DXを実践する大学職員の「コミュニティ」

～DX学習コミュニティ「codemp」のご紹介～

●中高・幼稚園法人経営相談Ｑ＆Ａ

　第70回：教員兼務職員の給与の会計処理は？

●大学の経営基盤強化のためのミニ講座

　第11回：研究設備・機器の共用化と

今後の戦略的整備・運用計画のあり方

･･･41

●大学人事・労務の諸問題

　第46回：大学人事・労務判例（追加）⑦ ～セクハラ～

●青山の日々(19) 本間　政雄 ･･･55

梶間　栄一 ･･･40

江端　新吾、植草　茂樹、佐栁　　融

藤原　喜仁 ･･･10

･･･22

三浦　春政 ･･･47

　contents

大河原遼平、遠藤　祥史

福田　　隆 ･･･24


