
月刊『学校法人』目次 平成 27（2015）年度 

1 

 

4 月号目次 Vol.38／№1／2015（通巻第 446 号） 

 

 

  

●立正大学学園の財務戦略 榊原　英夫 ･･･ 2

●障害者差別解消法と大学教育

　　第1回：「障害を理由とする差別の解消の推進に

関する基本方針」と高等教育の質的転換

●私立大学をめぐるリスク諸相

　　第4回：言葉のセクハラに対する最高裁判断と

キャンパスハラスメント概説

●私立大学等経常費補助金の動向(3)

　　平成27年度予算・配分方法及び

会計検査院の実地検査について

●私立中高校長先生訪問記

　　その109：香蘭女学校中等科・高等科　髙田智子 校長先生 ･･･13

　　その110：聖学院中学校高等学校　　　戸邉治朗 校長先生 ･･･14

●Book Review 山崎博敏 編著

　「学級規模と指導方法の社会学」

●まんがで解説 学校会計と税務 村山　英政

　　第25回：決算と残高確認 伊藤　由梨

●大学とソーシャルメディアリスク

　　第34回 2つの会社を想定したBYODポリシー案から

～中堅企業B社の場合(1)～

●国際派リサーチ・アナリストの眼(77) 本間　政雄 ･･･47

●文部科学省告示第73号　文部科学大臣を所轄庁とする学校法人が

●子ども・子育て支援新制度における

私立幼稚園・認定こども園の会計処理
･･･39

監査報告書に係る監査事項を指定する等の件

　　　文部科学大臣に届け出る財務計算に関する書類に添付する ･･･38

田淵　義朗 ･･･45

･･･30

　contents

福田　　隆 ･･･23

青野　　透 ･･･ 8

潮木　守一 ･･･16

中田　哲也 ･･･32



月刊『学校法人』目次 平成 27（2015）年度 

2 

 

5 月号目次 Vol.38／№2／2015（通巻第 447 号） 

 

 

  

●障害者差別解消法と大学教育

　　第2回：障害者権利条約における高等教育

●私立大学をめぐるリスク諸相

　　第5回：大学における種々の

ハラスメントに係る判例概説

●東京都知事所轄学校法人に係る

●私立中高校長先生訪問記

　　その111：開成中学校・高等学校　　　　柳沢幸雄 校長先生 ･･･36

　　その112：捜真女学校中学部・高等学部　安藤　守 部長先生 ･･･37

●大学とソーシャルメディアリスク

　　第35回 2つの会社を想定したBYODポリシー案から

～中堅企業B社の場合(2)～

●Book Review 舘　昭 著

　「東京帝国大学の真実」

●まんがで解説 学校会計と税務 村山　英政

　　第26回：取得原価主義 伊藤　由梨

●国際派リサーチ・アナリストの眼(78) 本間　政雄 ･･･47

●学校法人における寄付金等及び教材料等の取扱いの

田淵　義朗 ･･･39

潮木　守一 ･･･41

･･･42

･･･44
　適正確保について（通知）

　contents

青野　　透 ･･･ 2

福田　　隆 ･･･ 7

･･･23　学校法人会計基準の処理標準（記載科目）の改正等について

（小・中・高法人対象）



月刊『学校法人』目次 平成 27（2015）年度 

3 

 

6 月号目次 Vol.38／№3／2015（通巻第 448 号） 

 

 

  

●マイナンバー制度の概要について

内閣官房 社会保障改革担当室 ･･･ 2

●私立大学をめぐるリスク諸相

　　第6回：不正リスクの現状概観（その１）

●インターンシップ実施状況の調査結果の概要

　について

●国際派リサーチ・アナリストの眼(79) 本間　政雄 ･･･38

●まんがで解説 学校会計と税務 村山　英政

　　第27回：固定資産か経費か 伊藤　由梨

●私立中高校長先生訪問記

　　その113：渋谷教育学園渋谷中高　高際伊都子 副校長先生 ･･･44

　　その114：樹徳中学校・高等学校　野口　秀樹 校長先生 ･･･45

●Book Review 江原武一 著

　「大学は社会の希望か」

●大学とソーシャルメディアリスク

　　第36回 2つの会社を想定したBYODポリシー案から

～中堅企業B社の場合(3)～

　contents

福田　　隆 ･･･11

山田総一郎 ･･･25

田淵　義朗 ･･･48

潮木　守一 ･･･47

･･･42



月刊『学校法人』目次 平成 27（2015）年度 

4 

 

7 月号目次 Vol.38／№4／2015（通巻第 449 号） 

 

 

  

●如何に地方大学、地域連携マネジメントを

　強化するか(1)

●私立大学をめぐるリスク諸相

　　第7回：不正リスクの現状概観（その２）

●マイナンバー制度における

　　　　　　　　特定個人情報取扱規程（例）

●職場におけるストレスチェック制度の導入について 後藤　俊彦 ･･･42

●Book Review 木村　元 著

　「学校の戦後史」

●私立中高校長先生訪問記

　　その115：城北中学校・高等学校　小俣　力 校長先生 ･･･29

　　その116：中村中学校・高等学校　梅沢辰也 校長先生 ･･･30

●まんがで解説 学校会計と税務 村山　英政

　　第28回：貸借対照表の見方 伊藤　由梨

●国際派リサーチ・アナリストの眼(80) 本間　政雄 ･･･34

●大学とソーシャルメディアリスク

　　第37回 2つの会社を想定したBYODポリシー案から

最後に～BYOA：私物アプリの業務利用～

　contents

福田　　隆 ･･･10

編　集　部 ･･･23

･･･32

潮木　守一 ･･･16

田淵　義朗 ･･･40

篠田　道夫 ･･･ 2
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5 

 

8 月号目次 Vol.38／№5／2015（通巻第 450 号） 

 

 
  

●障害学生支援関係の最近の動向と

　日本学生支援機構における最近の取組みについて(1)

●如何に地方大学、地域連携マネジメントを

　強化するか(2)

●私立大学をめぐるリスク諸相

　　第8回：不正リスクの現状概観（その３）

●改正学校法人会計基準に関するＱ＆Ａ(1) 原　　秀敬 ･･･34

●ゆうちょ銀行への残高証明書請求の手続きに

郵送が追加されました

●私立中高校長先生訪問記

　　その117：慶應義塾湘南藤沢中等部・高等部

･･･13

　　その118：新島学園中学校・高等学校　岩間秀彬 校長先生 ･･･14

●Book Review 栗原　康 著

　「学生に賃金を」

●大学とソーシャルメディアリスク

　　第38回 りそな銀行の芸能人個人情報

漏えい事件にみる落とし穴

●まんがで解説 学校会計と税務 村山　英政

　　第29回：代・料・賃・費・金の使い分け 伊藤　由梨

●国際派リサーチ・アナリストの眼(81) 本間　政雄 ･･･37

松本　　香 ･･･41

潮木　守一 ･･･16

･･･32

田淵　義朗 ･･･29

　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　会田一雄 部長先生

　contents

篠田　道夫 ･･･ 7

福田　　隆 ･･･23

山田総一郎 ･･･ 2



月刊『学校法人』目次 平成 27（2015）年度 

6 

 

9 月号目次 Vol.38／№6／2015（通巻第 451 号） 

 

 

  

●大学教育の質保証について

　第1回 「教育の質保証」の流れ

―我が国の高等教育の動向と設置審査制度の改正―

●私立大学をめぐるリスク諸相

　第9回：大学における男女共同参画の取組みの概況

●障害学生支援関係の最近の動向と

　日本学生支援機構における最近の取組みについて(2)

●改正学校法人会計基準に関するＱ＆Ａ(2) 原　　秀敬 ･･･31

●如何に地方大学、地域連携マネジメントを

　強化するか(3)

●Book Review 金子　勉 著

　「大学理念と大学改革　ドイツと日本」

●国際派リサーチ・アナリストの眼(82) 本間　政雄 ･･･35

●まんがで解説 学校会計と税務 村山　英政

　　第30回：経費の科目適用 伊藤　由梨

●私立中高校長先生訪問記

　　その119：帝京大学中学校・高等学校

　　　　　　　　　　　　　　　　　武山洋二郎 校長先生 ･･･50

　　その120：横浜富士見丘学園中等教育学校

　　　　　　　　　　　　　　　　　松田由紀子 校長先生 ･･･51

●大学とソーシャルメディアリスク

　　第39回 ベネッセ情報漏えい事件が

起きた原因は何だったか

　contents

山田総一郎 ･･･25

篠田　道夫 ･･･39

福田　　隆 ･･･ 9

･･･48

杉本　哲郎 ･･･ 2

潮木　守一 ･･･16

田淵　義朗 ･･･53



月刊『学校法人』目次 平成 27（2015）年度 

7 

 

10 月号目次 Vol.38／№7／2015（通巻第 452 号） 

 

 

  

●大学教育の質保証について

　第2回 4つのポリシーと教学マネジメント

●就活こそ人生の一大事

　　―内定を得るために必要なこと(1)―

●私立大学をめぐるリスク諸相

　第10回：大学のブランドやレピュテーションを

　　　　　毀損する学生による事故、事件リスク

　　　　　と対策概観（その１）

●高等教育政策の動向(1)

　　～人口減少時代の大学運営～

●マイナンバーの取扱いに関するＱ＆Ａ 村山　英政 ･･･10

●改正学校法人会計基準に関するＱ＆Ａ(3) 原　　秀敬 ･･･12

●Book Review

　ワディ・Ｄ・ハダッド／デリ・デムスキー著

　北村友人 訳・解説

　「教育政策立案の国際比較」

●私立中高校長先生訪問記

　　その121：順天中学校・高等学校　　　長塚篤夫 校長先生 ･･･29

　　その122：山梨英和中学校・高等学校　三井貴子 校長先生 ･･･30

●まんがで解説 学校会計と税務 村山　英政

　　第31回：マイナンバーの管理 伊藤　由梨

●国際派リサーチ・アナリストの眼(83) 本間　政雄 ･･･38

●大学とソーシャルメディアリスク

　　第40回 リスト型攻撃は、

利用者のアカウント管理の弱点を突く

田淵　義朗 ･･･42

　contents

杉本　哲郎 ･･･ 2

比留間　進 ･･･25

福田　　隆 ･･･34

義本　博司 ･･･43

潮木　守一 ･･･16

･･･32



月刊『学校法人』目次 平成 27（2015）年度 

8 

 

11 月号目次 Vol.38／№8／2015（通巻第 453 号） 

 

 

  

●学校法人会計基準改正に伴う財務比率の変更について

日本私立学校振興・共済事業団 ･･･ 2

●学校法人委員会報告第39号「寄付金収入に関する会計処理

　及び監査上の取扱い」の改正について　ほか

日本公認会計士協会 ･･･24

●就活こそ人生の一大事

　　―内定を得るために必要なこと(2)―

●高等教育政策の動向(2)

　　～大学ガバナンス改革の動向、高大接続改革～

●特定個人情報等の適正な取扱いに関する基本方針（例）

村山　英政 ･･･13

●改正学校法人会計基準に関するＱ＆Ａ(4) 原　　秀敬 ･･･14

●マイナンバーの取扱いに関するＱ＆Ａ(2) 村山　英政 ･･･49

●Book Review

　内田　良 著「教育という病」

●まんがで解説 学校会計と税務 村山　英政

　　第32回：卒業アルバムの写真代 伊藤　由梨

●私立中高校長先生訪問記

　　その123：穎明館中学高等学校　　　寺山政秀 校長先生 ･･･51

　　その124：宝仙学園中学・高等学校　富士晴英 校長先生 ･･･52

○新刊のご案内

　渡邊 徹 著 ／ 山口 善久 監修「新訂四版 学校簿記演習」 ･･･23

義本　博司 ･･･44

･･･38

潮木　守一 ･･･37

　contents

比留間　進 ･･･40



月刊『学校法人』目次 平成 27（2015）年度 

9 

 

12 月号目次 Vol.38／№9／2015（通巻第 454 号） 

 

 

  

●私立大学退職金財団の事業概要 今泉　博之 ･･･ 2

●私立大学をめぐるリスク諸相

　第11回：大学のブランドやレピュテーションを

　　　　　毀損する学生による事故、事件リスク

　　　　　と対策概観（その2）

●大学教育の質保証について

　第3回 教育の質保証を支える仕組み

●改正学校法人会計基準に関するＱ＆Ａ(5) 原　　秀敬 ･･･24

●学校法人の税務に関する実務Ｑ＆Ａ(1)

　　（給与と報酬の判断基準について）

●Book Review

　日比嘉高 著「いま、大学で何が起こっているのか」

●まんがで解説 学校会計と税務 村山　英政

　　第33回：マイナンバーの利用 伊藤　由梨

●国際派リサーチ・アナリストの眼(84) 本間　政雄 ･･･38

●私立中高校長先生訪問記

　　その125：茨城高等学校・中学校　　　大塚真澄 校長先生 ･･･42

　　その126：東洋大学京北中学高等学校　石坂康倫 校長先生 ･･･43

○新刊のご案内

　山口 善久 著「学校法人会計実務総覧 ―改訂第6版―」 ･･･23

･･･36

福田　　隆 ･･･12

　contents

杉本　哲郎 ･･･27

潮木　守一 ･･･35

富川　昌之 ･･･45



月刊『学校法人』目次 平成 27（2015）年度 
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１月号目次 Vol.38／№10／2016（通巻第 455 号） 

 

 

  

●経営計画をサポートする財政計画と予算管理の役割

　　―学校法人福岡工業大学の事例―

●個人番号の収集等に関する初期手続き様式例 村山　英政 ･･･28

●私立大学をめぐるリスク諸相

　　第12回：大学のブランドやレピュテーションを

　　　　　　毀損する学生による事故、事件リスク

　　　　　　と対策概観（その3）

●Book Review

　中室牧子 著「『学力』の経済学」

●学校法人の税務に関する実務Ｑ＆Ａ(2)

　　―非居住者に対する課税―

●私立中高校長先生訪問記

　　その127：茗溪学園中学校高等学校　田代淳一 校長先生 ･･･35

　　その128：佐久長聖中学・高等学校　佐藤　康 校長先生 ･･･36

●まんがで解説 学校会計と税務 村山　英政

　　第34回：科目の組み替え 伊藤　由梨

●大学とソーシャルメディアリスク

　　第41回 気づかないうちに個人情報を

晒しているリスク

○日本私立学校振興・共済事業団編

　「平成27年度版 今日の私学財政―大学・短期大学編―」

田淵　義朗 ･･･46

潮木　守一 ･･･16

･･･38

･･･48

　contents

福田　　隆 ･･･40

富川　昌之 ･･･33

川口　敏弘 ･･･ 2



月刊『学校法人』目次 平成 27（2015）年度 

11 

 

２月号目次 Vol.38／№11／2016（通巻第 456 号） 

 

 

  

●予算と決算 ―経理課の年度末そして年度初め― 山口　善久 ･･･ 2

●私立大学等経常費補助金の動向(1)

　　平成27年度における配分方法の変更点

　　　（一般補助、私立大学等改革総合支援事業）

●私立大学をめぐるリスク諸相

　　第13回：大学生のアルバイトに係る問題概観①

●第9回 大学のグローバル戦略シンポジウム（UGSS 2015）概要報告

　大学改革の醸成に向けて 報告者：

　～ハーバード大学、国立台湾大学に学ぶ 松田志津代

　　　　　　　　　　　　イノベイティブマネジメント～

●学校法人神奈川大学の財務戦略

　　―将来構想と100周年戦略構想の実現に向けて―

●Book Review

　室井　尚 著「文系学部解体」

●私立中高校長先生訪問記

　　その129：清真学園高等学校・中学校　大津浩美 校長先生 ･･･25

　　その130：自由の森学園中学校・高等学校

　　　　　　　　　　　　　　　 高等学校長　新井達也 先生

●まんがで解説 学校会計と税務 村山　英政

　　第35回：収入・支出の帰属年度 伊藤　由梨

●大学とソーシャルメディアリスク

　　第42回 気づかないうちに個人情報を晒しているリスク

　　　　　　　 ～LINEの個人情報流出の責任は自分自身～

●学校法人の税務に関する実務Ｑ＆Ａ(3)

　　―月額表と日額表―

　contents

横山　昇一 ･･･ 9

福田　　隆 ･･･30

潮木　守一 ･･･16

永和田隆一 ･･･40

･･･38

富川　昌之 ･･･36

･･･28

田淵　義朗 ･･･33

･･･26



月刊『学校法人』目次 平成 27（2015）年度 

12 

 

３月号目次 Vol.38／№12／2016（通巻第 457 号） 
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