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【平成 22 年度　総目次】

4 月号目次　Vol.33/ № 1/2010（通巻第 386 号）

●平成 21 年度 学校法人の決算と監査の留意点  

宮　　直仁 ･･･ 2

●会計検査報告に見る大学法人の問題点 (5)  

有川　　博 ･･･ 9

●学校法人会計の基礎講座(6)　　　渡邊　　徹 ･･･34

●大学職員のための大学事務組織論入門 (1)  

寺尾　　謙 ･･･24

●学校法人会計基準の一部改正について（通知）　･･･28

●平成 22 年度 私学関係予算（案）の概要　　　 ･･･42

●国際派リサーチ・アナリストの眼 (40)

本間　政雄 ･･･46

●情報アクセス・ネット　　　　　　山本　繁樹 ･･･49

● Book Review   

　クリストフ・シャルル／ジャック・ヴェルジェ 著 

　「大学の歴史」　潮木　守一 ･･･40

●古典丹訪／大学人へのメッセージ①

丹内　明良 ･･･23

●読者からのＱ＆Ａ  　　　編　集　部 ･･･41

5 月号目次　Vol.33/ № 2/2010（通巻第 387 号）

●学校法人における有価証券の時価情報・デリバティブ

　取引の注記の意義について　　　　藤本　博久 ･･･ 2

● 22 年度の税制改正、子ども手当及び  

　高等学校等就学支援金について　　村山　英政 ･･･23

●大学職員のための大学事務組織論入門 (2)  

寺尾　　謙 ･･･36

●派遣留学・海外研修のリスク・マネジメント (3)  

服部　　誠 ･･･43

●平成 21 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 ･･･13

●情報アクセス・ネット　　　　　　山本　繁樹 ･･･ 9

● Book Review　杉原厚吉 著 

「大学教授という仕事」　潮木　守一 ･･･51

●古典丹訪／大学人へのメッセージ②

丹内　明良 ･･･16

6 月号目次　Vol.33/ № 3/2010（通巻第 388 号）

●大学経営の活性化のために

　―職員も教育・研究内容の理解を―

加澤　恒雄・冠地　和生 ･･･ 2

●学校法人会計の基礎講座 (7) 　　　渡邊　　徹 ･･･23

●会計士の倫理規範概念Ⅱ (1) 　　　中村　　譲 ･･･30

●勘定科目便覧 (31)   

　　秋山利明・安達富夫・杉﨑正彦・

藤原　卓・松本雄一郎 ･･･11

●学校法人委員会研究報告第 18 号   

　「有価証券発行学校法人が行う

会計処理に関する実務対応について」 ･･･44

●国際派リサーチ・アナリストの眼 (41)

本間　政雄 ･･･38

●情報アクセス・ネット　　　　　　山本　繁樹 ･･･41

● Book Review　OECD 編／森 利枝 訳、米沢彰純 解説 

　日本の大学改革―OECD 高等教育政策レビュー：日本

潮木　守一 ･･･40

●古典丹訪／大学人へのメッセージ③

丹内　明良 ･･･16

●読者からのＱ＆Ａ  　　　編　集　部 ･･･15

7 月号目次　Vol.33/ № 4/2010（通巻第 389 号）

●会計検査報告に見る大学法人の問題点 (6)  

有川　　博 ･･･ 2

●財務・経理担当者に役立つ資格   

　―日本 FP 協会の AFP 資格について―

永和田隆一 ･･･11

●「貯蔵品」の会計処理について　　松本雄一郎 ･･･38

●会計士の倫理規範概念Ⅱ (2)　　　中村　　譲 ･･･23

●学校法人委員会研究報告第 19 号   

　「学校法人監査における監査計画書及び意見形成時の

監査調書の様式例と記載上の留意事項」 ･･･45

●学校法人委員会研究報告第 20 号   

「固定資産に関するＱ＆Ａ」 ･･･47

●国際派リサーチ・アナリストの眼 (42)

本間　政雄 ･･･36

●情報アクセス・ネット　　　　　　山本　繁樹 ･･･42

● Book Review　橋本鉱市 編著

「専門職養成の日本的構造」　潮木　守一 ･･･35



　　　平成 22 年度 3　　　平成 22 年度2 　　　平成 22 年度 3　　　平成 22 年度2

●古典丹訪／大学人へのメッセージ⑥

丹内　明良 ･･･48

●読者からのＱ＆Ａ　　　　　　　　編　集　部 ･･･16

10 月号目次　Vol.33/ № 7/2010（通巻第 392 号）

●明星学苑の資産運用 (1)　　　　　中村　憲和 ･･･ 2

●会計検査報告に見る大学法人の問題点 (7)

有川　　博 ･･･10

●学校法人会計の基礎講座(9)　　　渡邊　　徹 ･･･25

●会計士の倫理規範概念Ⅲ (2) 　　　中村　　譲 ･･･30

●勘定科目便覧 (33)   

　　秋山利明・安達富夫・杉﨑正彦・

藤原　卓・松本雄一郎 ･･･40

●私立中高校長先生訪問記   

　　その１：立教女学院中学校・高等学校

平塚敬一校長先生 ･･･36

　　その２：横浜雙葉中学校・高等学校

千葉拓司校長先生 ･･･37

●情報アクセス・ネット　　　　　　山本　繁樹 ･･･44

● Book Review　角方正幸・松村直樹・平田史昭 共著

「就業力育成論」　潮木　守一 ･･･16

●古典丹訪／大学人へのメッセージ⑦

丹内　明良 ･･･35

●読者からのＱ＆Ａ  　　　編　集　部 ･･･39

11 月号目次　Vol.33/ № 8/2010（通巻第 393 号）

●明星学苑の資産運用 (2)　　　　　中村　憲和 ･･･ 2

●クラウドサービス型学校法人会計システムの

導入について (1)　杉﨑　正彦 ･･･23

●学校法人会計の基礎講座 (10)　　　渡邊　　徹 ･･･27 

●勘定科目便覧 (34)    

　　秋山利明・安達富夫・杉﨑正彦・

藤原　卓・松本雄一郎 ･･･34

●情報の公表等に関する

　私立大学等経常費補助金の取扱いについて

日本私立学校振興・共済事業団 ･･･32

●私立中高校長先生訪問記    

　　その３：麻布中学校・高等学校

氷上信廣校長先生 ･･･14

　　その４：藤沢翔陵高等学校

浅見洋一校長先生 ･･･15

●国際派リサーチ・アナリストの眼 (45)

●古典丹訪／大学人へのメッセージ④

丹内　明良 ･･･34

●読者からのＱ＆Ａ　　　　　　　　編　集　部 ･･･48

8 月号目次　Vol.33/ № 5/2010（通巻第 390 号）

●学校法人委員会研究報告第 20 号

　「固定資産に関する問答集」の改正について

宮　　直仁 ･･･ 2

●教育情報公表義務化と障害学生支援   

　―障害学生支援の今日的課題　その１―

青野　　透 ･･･ 8

●学校法人における資産運用の要諦（肝心かなめ）  

―第１回―　森谷伊三男 ･･･23

●勘定科目便覧 (32)   

　　秋山利明・安達富夫・杉﨑正彦・

藤原　卓・松本雄一郎 ･･･34

○記事広告   

　外国人留学生受入れ大学向け「インバウンドメディカル

　アシスタンスサービス」の提供を開始 ･･･16

●国際派リサーチ・アナリストの眼 (43)

本間　政雄 ･･･38

●情報アクセス・ネット　　　　　　山本　繁樹 ･･･42

● Book Review　吉田文・橋本鉱市 著   

「航行をはじめた専門職大学院」　潮木　守一 ･･･46

●古典丹訪／大学人へのメッセージ⑤

丹内　明良 ･･･47

●読者からのＱ＆Ａ　　　　　　　　編　集　部 ･･･37

9 月号目次　Vol.33/ № 6/2010（通巻第 391 号）

●聴覚障害学生支援と発達障害学生支援   

　―障害学生支援の今日的課題　その２―

青野　　透 ･･･ 2

●学校法人会計の基礎講座(8)　　　渡邊　　徹 ･･･ 8

●学校法人における資産運用の要諦（肝心かなめ）  

―第２回―　森谷伊三男 ･･･25

●会計士の倫理規範概念Ⅲ (1) 　　　中村　　譲 ･･･33

●私学人のひとり言 (2)　　　　　　柿本　静志 ･･･41

●国際派リサーチ・アナリストの眼 (44)

本間　政雄 ･･･38

●情報アクセス・ネット　　　　　　山本　繁樹 ･･･29

● Book Review　羽田貴史、米澤彰純、杉本和弘 編著

「高等教育質保証の国際比較」　潮木　守一 ･･･15



　　　平成 22 年度 3　　　平成 22 年度2 　　　平成 22 年度 3　　　平成 22 年度2

本間　政雄 ･･･40

●情報アクセス・ネット　　　　　　山本　繁樹 ･･･36

● Book Review

　夏目達也・近田政博・中井俊樹・齋藤芳子 著

「大学教員準備講座」　潮木　守一 ･･･31

●古典丹訪／大学人へのメッセージ⑧

丹内　明良 ･･･39

●読者からのＱ＆Ａ　　　　　　　　編　集　部 ･･･43

●学校会計の検定試験を実施します（平成 23 年度より）

NPO 法人 学校経理研究会 ･･･44

12 月号目次　Vol.33/ № 9/2010（通巻第 394 号）

● UGSS 2010 レポート 〔大学経営における新成長戦略〕

　第 1部　基調講演／特別講演   

　　○米国の高等教育の将来像　ジョン ウォルダ ･･･ 2

　　○シンガポール国立大学の挑戦

ジョセフ P ミュリニックス ･･･10

●クラウドサービス型学校法人会計システムの

導入について (2)　杉﨑　正彦 ･･･27

●会計検査報告に見る大学法人の問題点 (8)

有川　　博 ･･･35

●情報開示と短期大学経営　佐久間勝彦氏

（財）私学研修福祉会講演資料より ･･･42

●私立中高校長先生訪問記   

　　その５：桐朋中学校・高等学校

片岡哲郎校長先生 ･･･18

　　その６：国府台女子学院中学校・高等学校

平田史郎校長先生 ･･･19

●情報アクセス・ネット　　　　　　山本　繁樹 ･･･31

● Book Review　矢田俊文 著

「北九州市立大学改革物語」　潮木　守一 ･･･41

●古典丹訪／大学人へのメッセージ⑨

丹内　明良 ･･･52

●国際派リサーチ・アナリストの眼 (46)

本間　政雄 ･･･49

●読者からのＱ＆Ａ　　　　　　　　編　集　部 ･･･53

●学校会計検定試験模擬問題

NPO 法人 学校経理研究会 ･･･45

1 月号目次　Vol.33/ № 10/2011（通巻第 395 号）

● UGSS 2010 レポート 〔大学経営における新成長戦略〕 

　第 2部　パネルディスカッション   

「財源の多様化による成長機会を探る」

　　パネリスト：　ジョン ウォルダ、

　　　　　　　　　ジョセフ P ミュリニックス、

　　　　　　　　　鈴木　寛、杉山 順一

　　モデレーター：黒水 治雄　　　　　　　　　･･･ 2

●私立大学等経常費補助金の動向 (1)   

　平成 22 年度における配分方法の変更点（一般補助）

清水　　真 ･･･31

●学部事務室における苦情対応   

―事例から得られるもの―　苫米地示路 ･･･41

●大学病院経営のための新たな取組み (1)  

渡邊　　徹 ･･･56

●私立中高校長先生訪問記   

　　その７：女子学院中学校・高等学校

田中弘志校長先生 ･･･38

　　その８：横須賀学院中学校・高等学校

藤野利夫校長先生 ･･･39

●情報アクセス・ネット　　　　　　山本　繁樹 ･･･44

● Book Review　麻生 誠 著

「日本の学歴エリート」　潮木　守一 ･･･20

●古典丹訪／大学人へのメッセージ⑩

丹内　明良 ･･･30

●国際派リサーチ・アナリストの眼 (47) 

本間　政雄 ･･･48

●読者からのＱ＆Ａ　　　　　　　　編　集　部 ･･･51

●学校会計検定試験模擬問題

NPO 法人 学校経理研究会 ･･･52

2 月号目次　Vol.33/ № 11/2011（通巻第 396 号）

●大学法人の事業報告書公開についての実態調査  

浅沼　雅行・山中　大樹 ･･･ 2

●私立大学等経常費補助金の動向 (2)   

　平成 22 年度における配分方法の変更点（特別補助）

清水　　真 ･･･10

●学校法人会計の基礎講座 (11)　　渡邊　　徹 ･･･23

●「超・就職氷河期」の正体　　　　河合　雅司 ･･･27

●大学病院経営のための新たな取組み (2)  

渡邊　　徹 ･･･38

●私立中高校長先生訪問記   

　　その９：洗足学園中学校・高等学校

前田隆芳校長先生 ･･･34

　　その 10：錦城高等学校　　梶原政利校長先生 ･･･35



　　　平成 22 年度 PB　　　平成 22 年度4

●情報アクセス・ネット　　　　　　山本　繁樹 ･･･43

● Book Review　苅谷剛彦 著

「学力と階層」　潮木　守一 ･･･16

●古典丹訪／大学人へのメッセージ⑪

丹内　明良 ･･･37

●国際派リサーチ・アナリストの眼 (48)

本間　政雄 ･･･47

●読者からのＱ＆Ａ　　　　　　　　編　集　部 ･･･53

●学校会計検定試験模擬問題

NPO 法人 学校経理研究会 ･･･50

3 月号目次　Vol.33/ № 12/2011（通巻第 397 号）

● 2010 年度米国大学基金調査サマリーレポート  

黒水　治雄・松田　裕視 ･･･ 2

●基金、財団、および慈善団体の

　資産運用行動規範（CFA 協会）の概要について  

チャールズ・J・ヤン ･･･23

●私立大学等経常費補助金の動向 (3)   

　平成 23 年度予算（案）及び会計検査院の

実地検査について　清水　　真 ･･･37

●戦略経営の確立と新たな職員の役割 (1)  

篠田　道夫 ･･･10

●緊急寄稿：入試ネット投稿事件から何を学ぶか  

田淵　義朗 ･･･33

●大学病院経営のための新たな取組み (3)

渡邊　　徹 ･･･45

●私立中高校長先生訪問記

　　その 11：獨協中学校・高等学校

永井伸一校長先生 ･･･42

　　その 12：神奈川学園中学校・高等学校

湊谷利男校長先生 ･･･43

●情報アクセス・ネット　　　　　　山本　繁樹 ･･･29

● Book Review　海野　弘 著

　「名門大学スキャンダル史―あぶない教授たちの素顔」

潮木　守一 ･･･36

●読者からのＱ＆Ａ　　　　　　　　編　集　部 ･･･41

●学校会計検定試験模擬問題

NPO 法人 学校経理研究会 ･･･50

●退職給与引当金の計上等に係る

会計方針の統一について（通知） ･･･53

●平成22年度　総目次　　　　　　　　　　　　･･･56


