4月号目次

Vol.32/No.1/2009(通巻第374号)

●平成20年度 学校法人の決算と監査の留意点
宮
直仁 ･･･ 2
●学校法人会計のこれから(2)
山口 善久 ･･･ 6
●資金運用の管理と内部統制
松尾
肇 ･･･11
●平成21年度 私学関係予算の概要
日本私立学校振興・共済事業団 ･･･27
●大学職員のための企画の創り方入門
木下
謙 ･･･31
●国際派リサーチ・アナリストの眼(31)
本間 政雄 ･･･39
●情報アクセス・ネット
山本 繁樹 ･･･41
●Book Review
草原克豪著「日本の大学制度―歴史と展望」
潮木 守一 ･･･26
●高等教育局座席表（平成21年4月1日現在） ･･･45

5月号目次

Vol.32/No.2/2009(通巻第375号)

●学校法人における内部統制システムの構築について
―第1回 内部統制システムの構築が
求められる背景と動向―
宮原
潤 ･･･ 2
●私学経営改善点の相関図（後編）
教職員の協力、財務の公開、
中長期計画の策定、適切な経営管理(1)
加澤恒雄・冠地和生 ･･･26
●会計士の倫理規範概念(1)
中村
譲 ･･･14
●平成20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 ･･･10
●学校法人委員会研究報告第13号
キャッシュ・フロー計算書導入に係る提言
日本公認会計士協会 ･･･31
●国際派リサーチ・アナリストの眼(32)
本間 政雄 ･･･40
●情報アクセス・ネット
山本 繁樹 ･･･23
●Book Review 西山雄二編「哲学と大学」
潮木 守一 ･･･39
●日本私立学校振興・共済事業団人事異動
･･･42

6月号目次

Vol.32/No.3/2009(通巻第376号)

●私学経営改善点の相関図（後編）
教職員の協力、財務の公開、
中長期計画の策定、適切な経営管理(2)
加澤恒雄・冠地和生 ･･･ 2
●学校法人における内部統制システムの構築について
―第2回 内部統制システムの構築手順―
宮原
潤 ･･･14
●会計士の倫理規範概念(2)
中村
譲 ･･･32
●勘定科目便覧(26)
秋山利明・安達富夫・杉﨑正彦・
藤原 卓・松本雄一郎 ･･･40
●国際派リサーチ・アナリストの眼(33)
本間 政雄 ･･･36
●情報アクセス・ネット
山本 繁樹 ･･･38
●Book Review
小林雅之著「進学格差―深刻化する教育費負担」
潮木 守一 ･･･31

7月号目次

Vol.32/No.4/2009(通巻第377号)

●学校法人における内部監査と事務組織

寺尾
謙 ･･･ 2
●学校法人における内部統制システムの構築について
―第3回 内部統制システムの構築手順（続き）―
宮原
潤 ･･･12
●会計士の倫理規範概念(3)
中村
譲 ･･･50
●学生向け無料コピーサービス「タダコピ」と
学生支援プロジェクト「タダコピRing」について
北山哲朗・板垣 愛 ･･･31
●新型インフルエンザ
―その次のステップ（質疑応答編）
小山富士雄・武井 勲・後藤俊彦 ･･･38
●国際派リサーチ・アナリストの眼(34)
本間 政雄 ･･･47
●情報アクセス・ネット
山本 繁樹 ･･･21
●Book Review
市川昭午著「教育基本法改正論争史」
潮木 守一 ･･･37

8月号目次

Vol.32/No.5/2009(通巻第378号)

●学校法人の永続性をさぐる
―どのような指標が経営を映し出すか―（第1回）
山口 善久 ･･･ 2
●「キャッシュ・フロー計算書導入に
係る提言」について
加藤 伸二 ･･･24
●減価償却処理に関わる考察
（芝浦工業大学における事例）
小田 達二 ･･･13
●会計士の倫理規範概念(4)
中村
譲 ･･･36
●東海大学における環境マネジメント・
システム（EMS）の構築
紅谷 龍司 ･･･ 9
●勘定科目便覧(27)
秋山利明・安達富夫・杉﨑正彦・
藤原 卓・松本雄一郎 ･･･30
●国際派リサーチ・アナリストの眼(35)
本間 政雄 ･･･40
●情報アクセス・ネット
山本 繁樹 ･･･43
●Book Review 猪木武徳著「大学の反省」
潮木 守一 ･･･23

9月号目次

Vol.32/No.6/2009(通巻第379号)

●学校法人の永続性をさぐる
―どのような指標が経営を映し出すか―（第2回）
山口 善久 ･･･ 2
●会計検査報告に見る大学法人の問題点(1)
有川
博 ･･･ 8
●早稲田大学の資金運用の方針と現状について
黒水 治雄 ･･･27
●大学職員のための問題解決実践入門
～「学生対応を行う窓口」から考える問題解決～
木下
謙 ･･･34
●会計士の倫理規範概念(5)
中村
譲 ･･･48
●学校法人委員会研究報告第11号
「委託審査制度における審査資料の
様式例」の一部改正
日本公認会計士協会 ･･･32
●平成21年度 私立大学等経常費補助金の
配分方法等の主な変更点
日本私立学校振興・共済事業団 ･･･14
●国際派リサーチ・アナリストの眼(36)
本間 政雄 ･･･41
●情報アクセス・ネット
山本 繁樹 ･･･44
●Book Review

増田ユリヤ著「新しい『教育格差』」
潮木

10月号目次

守一 ･･･20

Vol.32/No.7/2009(通巻第380号)

●学校法人会計の基礎講座(1)
渡邊
徹
●会計検査報告に見る大学法人の問題点(2)
有川
博
●大学主催の海外体験学習プログラム
における危機管理について(1)
齋藤百合子
●学生参加による教育改善
山内 太地
●会計士の倫理規範概念(6)
中村
譲
●勘定科目便覧(28)
秋山利明・安達富夫・杉﨑正彦・
藤原 卓・松本雄一郎
●国際派リサーチ・アナリストの眼(37)
本間 政雄
●情報アクセス・ネット
山本 繁樹
●Book Review
上杉道世著「大学職員は変わる
―東大SDトータルプランの実践」
潮木 守一

11月号目次

･･･ 2
･･･ 8

･･･25
･･･33
･･･37

･･･14
･･･41
･･･44

･･･24

Vol.32/No.8/2009(通巻第381号)

●リース会計処理変更に伴う最近の動向について
小田 達二 ･･･ 2
●学校法人会計の基礎講座(2)
渡邊
徹 ･･･ 8
●大学主催の海外体験学習プログラム
における危機管理について(2)
齋藤百合子 ･･･25
●学校法人委員会研究報告
第14号、第15号、第16号
日本公認会計士協会 ･･･34
●22年度税制改正・学校教育等の行方
編 集 部 ･･･36
●会計士の倫理規範概念(7)
中村
譲 ･･･37
●勘定科目便覧(29)
秋山利明・安達富夫・杉﨑正彦・
藤原 卓・松本雄一郎 ･･･14
●情報アクセス・ネット
山本 繁樹 ･･･40
●Book Review
坂本武信著「留学生は64歳―老学生の日記Ⅱ」
潮木 守一 ･･･24
○学校経理研究会
30周年記念講演会・祝賀会を開催しました ･･･44

12月号目次

Vol.32/No.9/2009(通巻第382号)

●財政に占める人件費の位置とその削減方策
―実態調査における各大学の事例を踏まえて―
篠田 道夫 ･･･ 2
●学校法人二松学舎における事業会社の活用
野田 恒雄 ･･･10
●これからの資金運用
―減損しにくい金融商品の選び方―
安岡 孝司 ･･･23
●学校法人会計の基礎講座(3)
渡邊
徹 ･･･28
●私学助成の現状と今後の方向性(1)
野田 文克 ･･･34
●大学におけるクライシス・
コミュニケーションについて(1)
宇於崎裕美 ･･･40
●会計士の倫理規範概念(8)
中村
譲 ･･･47
●情報アクセス・ネット
山本 繁樹 ･･･51

●Book Review 橋本健二著
「『格差』の戦後史―階級社会 日本の履歴書」
潮木 守一 ･･･16
●読者からのQ&A
編 集 部 ･･･15

1月号目次

Vol.32/No.10/2010(通巻第383号)

●私学助成の現状と今後の方向性(2)
野田 文克 ･･･ 2
●大学と地域の連携における
地域大学コンソーシアムについての考察(1)
清水 郁子 ･･･ 7
●大学におけるクライシス・
コミュニケーションについて(2)
宇於崎裕美 ･･･26
●学校法人委員会研究報告第8号
「計算書類の様式等のチェックリスト及び
科目別のチェックリスト」の一部改正
日本公認会計士協会 ･･･37
●経営実務Q&A
日本私立学校振興・共済事業団 ･･･38
●勘定科目便覧(30)
秋山利明・安達富夫・杉﨑正彦・
藤原 卓・松本雄一郎 ･･･40
●国際派リサーチ・アナリストの眼(38)
本間 政雄 ･･･47
●情報アクセス・ネット
山本 繁樹 ･･･49
●Book Review
専修大学の歴史編集委員会編「専修大学の歴史」
潮木 守一 ･･･46
●読者からのQ&A
編 集 部 ･･･16

2月号目次

Vol.32/No.11/2010(通巻第384号)

●学校法人会計の基礎講座(4)
渡邊
徹 ･･･ 2
●会計検査報告に見る大学法人の問題点(3)
有川
博 ･･･ 8
●私学助成の現状と今後の方向性(3)
野田 文克 ･･･23
●大学と地域の連携における
地域大学コンソーシアムについての考察(2)
清水 郁子 ･･･34
●派遣留学・海外研修の
リスク・マネジメント(1)
服部
誠 ･･･44
●学校法人委員会研究報告第17号
「学校法人の監査人と監事の
連携のあり方等について」
日本公認会計士協会 ･･･32
●情報アクセス・ネット
山本 繁樹 ･･･52
●Book Review
橘木俊詔著「東京大学 エリート養成機関の盛衰」
潮木 守一 ･･･16
●読者からのQ&A
編 集 部 ･･･43

3月号目次

Vol.32/No.12/2010(通巻第385号)

●内部統制の充実 ～停滞状況の打開は
経営トップの効果実感がカギ～
塩島圭一郎
●私学助成の現状と今後の方向性(4)
野田 文克
●会計検査報告に見る大学法人の問題点(4)
有川
博
●学校法人会計の基礎講座(5)
渡邊
徹
●学校法人のデリバティブ取引

･･･ 2
･･･ 8
･･･25
･･･30

管理体制の健全化について
野口 真人 ･･･36
●派遣留学・海外研修の
リスク・マネジメント(2)
服部
誠 ･･･46
●国際派リサーチ・アナリストの眼(39)
本間 政雄 ･･･43
●情報アクセス・ネット
山本 繁樹 ･･･13
●Book Review 伊良林正哉著「大学院生物語」
潮木 守一 ･･･24
●読者からのQ&A
編 集 部 ･･･42
●平成21年度総目次
･･･51

