月刊『学校法人』目次

4 月号目次

平成 29（2017）年度

Vol.40／№1／2017（通巻第 470 号）

contents
●個人情報保護法の改正について
個人情報保護委員会事務局 ･･･ 2

●私立大学等経常費補助金の動向(3)
平成28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）

宮田

直樹 ･･･11

●学校法人会計基準逐条解説(10)
―第14条、第14条の２―

山口

善久 ･･･24

●米国大学における資産運用及び寄附募集について
第１回：視察旅行概要と
米国大学の資産運用（全般の状況）

永和田隆一 ･･･38

●Book Review 佐藤卓己 著
『青年の主張 まなざしのメディア史』

潮木

守一 ･･･16

●大学人事・労務の諸問題
第１回：ハラスメント処理①

三浦

春政 ･･･42

●中高・幼稚園法人経営相談Ｑ＆Ａ
第11回：「わかりづらい基本金の意味」と
「第２号基本金の組入れ手続き」

梶間

栄一 ･･･45

●大学とソーシャルメディアリスク
第54回：ソーシャルメディアリスクのテスト①

田淵

義朗 ･･･48
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月刊『学校法人』目次

5 月号目次

平成 29（2017）年度

Vol.40／№2／2017（通巻第 471 号）

contents
●財務状況からみた私学の運営課題
第１回：私立大学を取り巻く経営環境

野田

文克 ･･･ 2

●高大接続・教育改革最前線
第１回：なぜいま教育改革か

後藤

健夫 ･･･25

―第15条―

山口

善久 ･･･30

●私立大学をめぐるリスク諸相
第25回：学生をめぐる性関連人権リスク概観

福田

隆 ･･･42

●米国大学における資産運用及び寄附募集について
第２回：カリフォルニア工科大学の資産運用及び
スタンフォード大学の財務とガバナンス

永和田隆一 ･･･52

●大学人事・労務の諸問題
第２回：ハラスメント処理②

三浦

春政 ･･･14

●中高・幼稚園法人経営相談Ｑ＆Ａ
第12回：【決定版】早わかり、
事業活動収支計算書関係比率！

梶間

栄一 ･･･38

●国際派リサーチ・アナリストの眼(94)

本間

政雄 ･･･47

●Book Review 放送大学中国・四国Ｂ学習センター 編著
『放送大学に学んで 未来を拓く学びの軌跡』

潮木

守一 ･･･51

●大学とソーシャルメディアリスク
第55回：ソーシャルメディアリスクのテスト②

田淵

義朗 ･･･56

●資産総額の変更登記の期限の変更（１ヵ月延長）について

･･･37

●学校法人会計基準逐条解説(11)
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月刊『学校法人』目次

6 月号目次

平成 29（2017）年度

Vol.40／№3／2017（通巻第 472 号）

contents
●財務状況からみた私学の運営課題

野田

文克 ･･･ 2

後藤

健夫 ･･･ 8

―第16条～第18条― 山口

善久 ･･･25

福田

隆 ･･･45

第２回：私立大学の財務状況
●高大接続・教育改革最前線
第２回：高校までの教育はどのように変わるか
●学校法人会計基準逐条解説(12)
●私立大学をめぐるリスク諸相
第26回：SNSを巡るトラブルなどの
インターネットに係るリスク概観
●米国大学における資産運用及び寄附募集について
第３回：コモンファンド（Commonfund）

永和田隆一 ･･･52

●中高・幼稚園法人経営相談Ｑ＆Ａ
第13回：得なの？損なの？

梶間

栄一 ･･･13

潮木

守一 ･･･36

三浦

春政 ･･･37

田淵

義朗 ･･･50

「認定こども園」への移行！
●Book Review 小林雅之・山田礼子 編著
『大学のＩＲ 意思決定支援のための情報収集と分析』
●大学人事・労務の諸問題
第３回：大学ハラスメント判例①
●大学とソーシャルメディアリスク
第56回：ソーシャルメディアリスクのテスト③
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月刊『学校法人』目次

7 月号目次

平成 29（2017）年度

Vol.40／№4／2017（通巻第 473 号）

contents

●独立行政法人の監事監査の理論と実務(1)

●高大接続・教育改革最前線

甲斐田洋希 ･･･ 2

後藤

健夫 ･･･10

野田

文克 ･･･15

山口

善久 ･･･34

第３回：いま、注目される国際バカロレア教育

●財務状況からみた私学の運営課題
第３回：私学事業団実施の
経営相談・アンケートから

●学校法人会計基準逐条解説(13)

―第19条―

●米国大学における資産運用及び寄附募集について

永和田隆一 ･･･43

第４回：米国大学の寄附金募集

●Book Review 小川

洋 著

潮木

守一 ･･･42

三浦

春政 ･･･48

田淵

義朗 ･･･53

梶間

栄一 ･･･55

『消えゆく「限界大学」 私立大学定員割れの構造』

●大学人事・労務の諸問題
第４回：大学ハラスメント判例②

●大学とソーシャルメディアリスク
第57回：ソーシャルメディアリスクのテスト④

●中高・幼稚園法人経営相談Ｑ＆Ａ
第14回：どうなるの？「幼稚園」と
「認定こども園」間の資金の貸し借り！
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月刊『学校法人』目次

8 月号目次

平成 29（2017）年度

Vol.40／№5／2017（通巻第 474 号）

contents

●独立行政法人の監事監査の理論と実務(2)

甲斐田洋希 ･･･ 2

●高大接続・教育改革最前線
後藤

健夫 ･･･11

●学校法人会計基準逐条解説(14) ―第20条～第22条― 山口

善久 ･･･23

第４回：高大接続改革はどうなったのか①
（英語４技能と｢認定試験｣）

●私立大学をめぐるリスク諸相
第27回：大学の社会的責任（USR）

福田

隆 ･･･38

潮木

守一 ･･･16

三浦

春政 ･･･30

田淵

義朗 ･･･36

本間

政雄 ･･･44

梶間

栄一 ･･･50

実践の現状と課題①

●Book Review 渡辺

孝 著

『私立大学はなぜ危ういのか』

●大学人事・労務の諸問題
第５回：大学ハラスメント判例③

●大学とソーシャルメディアリスク
第58回：ソーシャルメディアリスクのテスト⑤

●国際派リサーチ・アナリストの眼(95)

●中高・幼稚園法人経営相談Ｑ＆Ａ
第15回：お馴染みだけどよく知らない
「財産目録」って何だろう!?
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月刊『学校法人』目次

9 月号目次

平成 29（2017）年度

Vol.40／№6／2017（通巻第 475 号）

contents
●学校法人におけるクラウドファンディングの
活用と実務上の留意点
●独立行政法人の監事監査の理論と実務(3)

栗井

浩史 ･･･ 2

甲斐田洋希 ･･･ 8

●高大接続・教育改革最前線
第５回：高大接続改革はどうなったのか②

後藤

健夫 ･･･25

●学校法人会計基準逐条解説(15) ―第23条―

山口

善久 ･･･35

●2017大学入試分析と奨学金制度について（前編）

安田

賢治 ･･･45

潮木

守一 ･･･16

三浦

春政 ･･･31

田淵

義朗 ･･･54

梶間

栄一 ･･･56

村山

英政 ･･･30

（共通テストへの記述式問題の導入と
新たな入学者選抜のルール）

●Book Review 小日向 允 著
『大学の経営管理

原論の試み』

●大学人事・労務の諸問題
第６回：大学ハラスメント判例④
●大学とソーシャルメディアリスク
第59回：ソーシャルメディアリスクのテスト⑥
●中高・幼稚園法人経営相談Ｑ＆Ａ
第16回：する？しない？８割借金での校舎建替え!?

●平成30年施行 所得税法の配偶者控除・
配偶者特別控除の適用要件改正
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月刊『学校法人』目次

10 月号目次

平成 29（2017）年度

Vol.40／№7／2017（通巻第 476 号）

contents
●独立行政法人の監事監査の理論と実務(4)

甲斐田洋希 ･･･ 2

●学校法人会計基準逐条解説(16) ―第24条―

山口

善久 ･･･12

●2017大学入試分析と奨学金制度について（後編）

安田

賢治 ･･･34

船戸

高樹 ･･･40

梶間

栄一 ･･･22

潮木

守一 ･･･24

本間

政雄 ･･･47

三浦

春政 ･･･51

●AI（人工知能）と大学の近未来
～求められる新たな大学像の構築～（前編）

●中高・幼稚園法人経営相談Ｑ＆Ａ
第17回：評議員に支給する「お車代」、
「交通費・宿泊費の実費」

●Book Review 赤江達也 著
『矢内原忠雄

戦争と知識人の使命』

●国際派リサーチ・アナリストの眼(96)

●大学人事・労務の諸問題
第７回：大学ハラスメント判例⑤
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月刊『学校法人』目次

11 月号目次

平成 29（2017）年度

Vol.40／№8／2017（通巻第 477 号）

contents
●リスク・マネジメントとしての教学監査(1)

奈尾

光浩 ･･･ 2

●AI（人工知能）と大学の近未来
～求められる新たな大学像の構築～（後編）

船戸

高樹 ･･･ 9

●学校法人会計基準逐条解説(17) ―第25条―

山口

善久 ･･･23

●私立大学をめぐるリスク諸相
第28回：大学の社会的責任（USR）
実践の現状と課題②

福田

隆 ･･･42

●ゆうちょ銀行への残高証明請求書の
様式が変更になりました

松本

香 ･･･38

●大学とソーシャルメディアリスク
第60回：ソーシャルメディアリスクのテスト⑦

田淵

義朗 ･･･15

●Book Review 苅谷剛彦 著
『オックスフォードからの警鐘』

潮木

守一 ･･･22

●大学人事・労務の諸問題
第８回：大学メンタルヘルス判例

三浦

春政 ･･･32

●中高・幼稚園法人経営相談Ｑ＆Ａ
第18回：最低限必要な
理事会と評議員会の開催って?!

梶間

栄一 ･･･35

●国際派リサーチ・アナリストの眼(97)

本間

政雄 ･･･49

8

月刊『学校法人』目次

12 月号目次

平成 29（2017）年度

Vol.40／№9／2017（通巻第 478 号）

contents
●共愛学園前橋国際大学の経営戦略
～教学改革と奨学金制度による
定員充足のシナリオ～（前編）

大森

昭生 ･･･ 2

●リスク・マネジメントとしての教学監査(2)

奈尾

光浩 ･･･11

●学校法人会計基準逐条解説(18) ―第26条―

山口

善久 ･･･31

●私立大学をめぐるリスク諸相
第29回：大学の社会的責任（USR）
実践の現状と課題③

福田

隆 ･･･39

●大学人事・労務の諸問題
第９回：精神療法（心理療法）の基礎①

三浦

春政 ･･･18

●大学とソーシャルメディアリスク
第61回：ソーシャルメディアリスクのテスト⑧

田淵

義朗 ･･･23

●Book Review 門脇厚司 著
『異色の教育長 社会力を構想する』

潮木

守一 ･･･30

●国際派リサーチ・アナリストの眼(98)

本間

政雄 ･･･43

●中高・幼稚園法人経営相談Ｑ＆Ａ
第19回：できるの？ 幼稚園の収益事業!!

梶間

栄一 ･･･46
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