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●勘定科目便覧 (35)
秋山利明・安達富夫・杉﨑正彦・藤原

●私立中高校長先生訪問記
その13：早稲田大学高等学院
その14：和光中学校・高等学校

山西廣司学院長先生
両角憲二校長先生

●情報アクセス・ネット
●Book Review

卓・松本雄一郎 ･･･40

･･･36
･･･37

山本

繁樹 ･･･43

岩田 弘三 著「近代日本の大学教授職」潮木

守一 ･･･39

●古典丹訪／大学人へのメッセージ⑫
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編

●学校会計検定試験模擬問題
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contents
●予算と決算の差額についての考察 (1)

竹田

治世 ･･･ 2

●米国大学理事会協会
全米理事カンファレンス2011 最新レポート (1)

黒水
松田

治雄
･･･ 7
裕視

●社債投資のリスク・リターンと分散投資 (1)
―信用リスクと信用スプレッド―

安岡

孝司 ･･･53

●戦略経営の確立と新たな職員の役割 (3)

篠田

道夫 ･･･19

●会計検査報告に見る大学法人の問題点 (10)

有川

博 ･･･31

●平成22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 ･･･37

●私立中高校長先生訪問記
その15：同志社中学・高等学校
その16：淑徳与野中学・高等学校

木村良己校長先生
里見裕輔校長先生

●情報アクセス・ネット

･･･42
･･･43

山本

繁樹 ･･･58

潮木

守一 ･･･41

●国際派リサーチ・アナリストの眼 (49)

本間

政雄 ･･･45

●古典丹訪／大学人へのメッセージ⑬

丹内

明良 ･･･47

●Book Review

今津孝次郎・樋田大二郎 編
「続・教育言説をどう読むか」

●学校会計検定試験模擬問題

NPO法人 学校経理研究会 ･･･48
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contents
●予算と決算の差額についての考察 (2)

竹田

治世 ･･･ 2

●米国大学理事会協会
全米理事カンファレンス2011 最新レポート (2)

黒水
松田

治雄
･･･ 7
裕視

●社債投資のリスク・リターンと分散投資 (2)
―分散投資の効果と方法―

安岡

孝司 ･･･35

●戦略経営の確立と新たな職員の役割 (4)

篠田

道夫 ･･･23

●私立中高校長先生訪問記
その17：明治学院高等学校
その18：狭山ヶ丘高等学校

小暮修也校長先生
小川義男校長先生

･･･32
･･･33

●情報アクセス・ネット

山本

繁樹 ･･･48

●Book Review

潮木

守一 ･･･16

●国際派リサーチ・アナリストの眼 (50)

本間

政雄 ･･･41

●古典丹訪／大学人へのメッセージ⑭

丹内

明良 ･･･46

馬越

徹 著「斗筲の記」

●学校法人委員会実務指針第44号
「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）」に関する実務指針 ･･･47
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contents
諏訪
早川

康雄
･･･ 2
由美

●CPA委員会報告を読み解く①
学校法人委員会報告第24号
修学（研修）旅行費預り金の
会計処理及び監査上の取扱い

山口

善久 ･･･10

●学校法人会計基準の動向における一考察
―貸借対照表に着目して―

篠田

隆行 ･･･23

●戦略経営の確立と新たな職員の役割 (5)

篠田

道夫 ･･･27

●大学病院経営のための新たな取組み (5)

渡邊

徹 ･･･40

●新卒一括採用システムはどう変わっていくだろうか

●私立中高校長先生訪問記
その19：武蔵高等学校・中学校
その20：千葉経済大学附属高等学校

梶取弘昌校長先生
佐久間勝彦校長先生

･･･46
･･･47

●情報アクセス・ネット

山本

繁樹 ･･･34

●Book Review

潮木

守一 ･･･16

丹内

明良 ･･･39

松野

弘 著「大学教授の資格」

●古典丹訪／大学人へのメッセージ⑮

○7/23「これならわかる！学校会計」出版記念
学校会計入門講座のご案内 ･･･45
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●「キャッシュ・フロー計算書導入に係る提言」に
ついて

梶間

栄一 ･･･ 2

●大震災余波 ―銀行システム障害への備え―

大國

栄一 ･･･12

●会計士の倫理規範概念 Ⅳ (1)

中村

譲 ･･･23

●平成23年度 文部科学省大学関係予算について（概要）
―第一次・第二次補正予算を含む― 編集部まとめ ･･･31

●勘定科目便覧 (36)
秋山利明・安達富夫・杉﨑正彦・藤原

●私立中高校長先生訪問記
その21：晃華学園中学・高等学校
その22：佼成学園中学・高等学校

卓・松本雄一郎 ･･･42

広野佑子校長先生
榎並紳吉校長先生

･･･28
･･･29

●情報アクセス・ネット

山本

繁樹 ･･･49

●Book Review 広田照幸・伊藤茂樹 著
「教育問題はなぜまちがって語られるのか？」

潮木

守一 ･･･15

●国際派リサーチ・アナリストの眼 (51)

本間

政雄 ･･･40

●古典丹訪／大学人へのメッセージ⑯

丹内

明良 ･･･16

●学校会計検定試験模擬問題

NPO法人 学校経理研究会 ･･･48

○新刊のご案内
日本私立学校振興・共済事業団編「今日の私学財政」
―幼稚園・特別支援学校編― ―専修学校・各種学校編― ･･･27
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contents
●東北福祉大学の資産運用の取組み

小柳

敦 ･･･ 2

●会計検査報告に見る大学法人の問題点 (11)

有川

博 ･･･25

●会計士の倫理規範概念 Ⅳ (2)

中村

譲 ･･･38

●学校法人に対する個人からの寄附の税額控除制度の実務
三木 仁史（文部科学省） ･･･11

●私立中高校長先生訪問記
その23：本郷中学・高等学校

北原福二校長先生

･･･40

その24：田園調布学園中等部・高等部 西村弘子校長先生

･･･41

●情報アクセス・ネット

山本 繁樹 ･･･46

●Book Review 戸瀬信之・西村和雄 編
「教育における評価とモラル」

●国際派リサーチ・アナリストの眼 (52)

●学校会計検定試験模擬問題

潮木 守一 ･･･43

本間 政雄 ･･･35

NPO法人 学校経理研究会

･･･44

○第5回 大学のグローバル戦略シンポジウム（UGSS 2011）のご案内

･･･23
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contents
●平成23年度における退職給与引当金等の留意事項

奈尾

光浩 ･･･ 2

●預け金問題にどのように対応すべきか

植草

茂樹 ･･･10

●大学病院経営のための新たな取組み (6)

渡邊

徹 ･･･25

村山

英政 ･･･39

●学校法人に対する個人からの寄附の税額控除制度
―寄附者に対する税の優遇措置について―

●私立中高校長先生訪問記
その25：市川中学・高等学校

小川暢久校長先生

･･･33

その26：森村学園中等部・高等部

髙橋敬三校長先生

･･･34

●情報アクセス・ネット

山本

繁樹 ･･･41

潮木

守一 ･･･15

●国際派リサーチ・アナリストの眼 (53)

本間

政雄 ･･･30

●古典丹訪／大学人へのメッセージ⑰

丹内

明良 ･･･16

●Book Review

佐々木紀彦 著

「米国製エリートは本当にすごいのか？」

●学校会計検定試験模擬問題

NPO法人 学校経理研究会 ･･･36

○第5回 大学のグローバル戦略シンポジウム（UGSS 2011）のご案内 ･･･17
○講習会のご案内（京都開催）
10/31（月）「源泉徴収の実務」、11/1（火）「年末調整の実務」
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contents
●米国大学の資産運用最前線レポート
大学基金は大学をどう変えてきたか

黒水

治雄

松田

裕視

児玉

卓也 ･･･23

●会計検査報告に見る大学法人の問題点 (12)

有川

博 ･･･29

●消費税の留意点 ―個別対応方式―

加藤

伸二 ･･･44

～イェール大学資産運用調査～

●学校法人における管理会計とは ―Ⅰ

資産運用―

･･･ 2

●私立中高校長先生訪問記
その27：洛星中学・高等学校

阿南孝也校長先生

･･･34

その28：大東学園高等学校

金子広志校長先生

･･･35

●情報アクセス・ネット

山本

繁樹 ･･･49

潮木

守一 ･･･16

●国際派リサーチ・アナリストの眼 (54)

本間

政雄 ･･･41

●古典丹訪／大学人へのメッセージ⑱

丹内

明良 ･･･37

●Book Review

市川昭午 著

「愛国心 ―国家・国民・教育をめぐって―」

●学校会計検定試験模擬問題

NPO法人 学校経理研究会 ･･･38
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contents
●米国大学の資産運用最前線レポート
大学基金は大学をどう変えてきたか

黒水 治雄

～スタンフォード大学資産運用調査～

松田 裕視

･･･ 2

●学校法人における管理会計とは ―Ⅱ 資金計画―

児玉 卓也 ･･･23

●大学病院経営のための新たな取組み (7)

渡邊

徹 ･･･35

●勘定科目便覧 (37)
秋山利明・安達富夫・杉﨑正彦・藤原 卓・松本雄一郎 ･･･27

●私立中高校長先生訪問記
その29：南山中学・高等学校

西 経一校長先生

･･･38

その30：桜美林中学・高等学校 本田栄一校長先生

･･･39

●情報アクセス・ネット

山本 繁樹 ･･･44

●Book Review 橘木俊詔 著
「女性と学歴 ―女子高等教育の歩みと行方」

潮木 守一 ･･･16

●国際派リサーチ・アナリストの眼 (55)

本間 政雄 ･･･31

●古典丹訪／大学人へのメッセージ⑲

丹内 明良 ･･･41

●学校法人委員会研究報告第8号 他2件の一部改正について

･･･30

●学校会計検定試験模擬問題

･･･42

NPO法人 学校経理研究会
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Vol.34／№10／2012（通巻第 407 号）

contents
●CPA委員会報告を読み解く②
学校法人の退職給与引当金に関する会計処理
及び監査上の取扱いについて(1)

山口

善久 ･･･ 2

●UGSS 2011レポート
〔不確実性の時代における大学のグランドデザイン ～「経営」と「教学」の融合～〕
第1部

基調講演／特別講演

○香港大学の取り組み ～一世紀にわたる高等教育改革の軌跡～
香港大学 学長

ラップ チィ ツィ ･･･25

○不確実性の時代における大学経営
～意思決定力を高める情報の体系化・分析・活用～

ペンシルバニア大学 副学長

ロビン H. ベック ･･･35

●学校法人における管理会計とは
―Ⅲ

予算による運営管理(1)―

鈴木

裕子 ･･･52

●私立中高校長先生訪問記
その31：成城学園中学・高等学校

前田秀和校長先生

･･･11

その32：金城学院中学・高等学校

深谷昌一校長先生

･･･12

●情報アクセス・ネット
●Book Review

山本

繁樹 ･･･58

潮木

守一 ･･･23

丹内

明良 ･･･49

中野雅至 著

「1勝100敗！あるキャリア官僚の転職記
―大学教授公募の裏側」

●古典丹訪／大学人へのメッセージ⑳

●学校会計検定試験模擬問題

NPO法人 学校経理研究会
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Vol.34／№11／2012（通巻第 408 号）

contents
●UGSS 2011レポート
〔不確実性の時代における大学のグランドデザイン ～「経営」と「教学」の融合～〕
第2部 パネルディスカッション（前編）
ラップ チィ ツィ、ロビン H. ベック、フィリップ B.L. ラム、
義本 博司、原 邦夫、大工原 孝 ･･･ 2
●CPA委員会報告を読み解く②
学校法人の退職給与引当金に関する会計処理
及び監査上の取扱いについて(2)

山口

善久 ･･･13

●私立大学等経常費補助金の動向(1)
平成23年度における配分方法の変更点（一般補助）

清水

真 ･･･39

●学校法人における管理会計とは
―Ⅲ 予算による運営管理(2)―

鈴木

裕子 ･･･54

●私立中高校長先生訪問記
その33：光塩女子学院中等科・高等科 関戸素子校長先生
その34：國學院高等学校 宮舘 毅校長先生

･･･46
･･･47

●情報アクセス・ネット

山本

繁樹 ･･･29

●Book Review 横山光昭 著
「子どもにお金をかけるのは、やめなさい」

潮木

守一 ･･･23

●国際派リサーチ・アナリストの眼 (56)

本間

政雄 ･･･49

●古典丹訪／大学人へのメッセージ(21)

丹内

明良 ･･･24

●学校会計検定試験模擬問題

NPO法人 学校経理研究会 ･･･52

● 学校法人委員会研究報告第21号
「学校法人の設置する認可保育所に係る会計処理に関するQ&A」
の改正について

･･･22

● information
㈱日本政策投資銀行の行う学校法人向け融資について

･･･25
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平成 23（2011）年度

Vol.34／№12／2012（通巻第 409 号）

contents
●UGSS 2011レポート
〔不確実性の時代における大学のグランドデザイン ～「経営」と「教学」の融合～〕
第2部 パネルディスカッション（後編）
ラップ チィ ツィ、ロビン H. ベック、フィリップ B.L. ラム、
義本 博司、原 邦夫、大工原 孝 ･･･ 2
●CPA委員会報告を読み解く②
学校法人の退職給与引当金に関する会計処理
及び監査上の取扱いについて(3)

山口 善久 ･･･11

●私立大学等経常費補助金の動向(2)
平成23年度における配分方法の変更点（特別補助）
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