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事 業 報 告 書 

令和３年度（令和３年４月１日～令和４年３月３１日） 

 

１．法人の概要 

（１）法人の概要 

法 人 名：学校法人名古屋大原学園 （理事長 富樫 幸信） 

所 在 地：愛知県名古屋市中村区名駅三丁目２０番８号 

設   立：昭和５７年 

学校法人名古屋大原学園は、私立学校法第６４条による私立学校を運営

する法人として、また学園に所属する各学校は、学校教育法第１２４条に

よる専門学校として認可されています。 

 

基本方針：学校法人名古屋大原学園及び当学園が運営する各校は、教育基本法の精

神に則り「学校教育法」に従う教育を行うことを条件に認可を受けていま

す。そのため法律的には学園の教育は一定の制約の中で行われることにな

ります。この制約をどのように受け止めるかは、教育関係者の使命観を自

覚する際には非常に重要なことです。 

一つの受け止め方は、国家の管理のもとで制約された教育が行われるべ

きとする「国家制約説とする」教育です。この説によれば、国家の下請け

教育に甘んじて、その時々の政治や行政に翻弄されかねません。 

もう一つの受け止め方は、「国民期待説とする教育」です。教育は国家

百年の計といわれ、未来を担う若者を導き育てることから、将来の国家の

在り方や国民の幸せに大きな影響を与える大事業です。この影響があるた

め、国民はどのような若者に育てて欲しいかという願望を法律に定め、そ

の期待を教育者に託すという考え方です。この説によれば、自主性のある

教育は保たれますが、反面国民の期待に応えるという教育者の使命を担う

ことになります。 

明治の大教育者は「教育者の心得は如何に」の問いに、「百年の大事業

に携わる心意気をもって己の品格と学識を鍛え、不徳を自覚した上で己の

情熱を若者に注げ」と答えたそうです。 

名古屋大原学園は「国民期待説」の立場で取り組んでいきますが、各教

職員が教育使命をしっかり受け止めて、その大きな使命感を担うという教

職という仕事に感謝し、誇りと情熱をもって教育に当たる必要があります。 

 

 

（２）役員の概要 

    理 事：定員７名、現員７名 

    監 事：定員２名、現員２名 
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（３）教職員の概要（令和３年５月１日現在） 

名古屋地区 教員：本務９４名、職員：本務１７名 

岐阜地区  教員：本務１４名、職員：本務 ２名 

津地区   教員：本務１１名、職員：本務 ４名 

浜松地区  教員：本務２８名、職員：本務 ８名 

静岡地区  教員：本務２５名、職員：本務 ８名 

沼津地区  教員：本務１７名、職員：本務 ３名 

 

（４）設置する学校等（令和３年５月１日現在） 

  ①名古屋地区（３校） 

    大原簿記情報医療専門学校 （校長 榊原 義久） 

      愛知県名古屋市中村区名駅三丁目２０番８号 

大原トラベル・ホテル・ブライダル専門学校 （校長 一尾 二三夫） 

愛知県名古屋市中村区名駅三丁目１８番１０号 

大原法律公務員専門学校 （校長 中島 康登） 

愛知県名古屋市中村区名駅三丁目３番２２号 

  ②静岡地区（３校） 

大原簿記情報医療専門学校静岡校 （校長 諏訪 隆彦） 

大原トラベル・ホテル・ブライダル専門学校静岡校 （校長 柳川 信一） 

大原法律公務員専門学校静岡校 （校長 大石 健二） 

静岡県静岡市葵区柚木１０３番地の１（３校とも） 

  ③浜松地区（３校） 

大原簿記情報医療専門学校浜松校 （校長 鈴木 章文） 

大原トラベル・ホテル・ブライダル専門学校浜松校 （校長 松浦 朗人） 

大原法律公務員専門学校浜松校 （校長 村松 武） 

静岡県浜松市中区板屋町１０１番地８（３校とも） 

④岐阜地区（２校） 

大原簿記医療観光専門学校岐阜校 （校長 豊田 守希） 

大原法律公務員専門学校岐阜校 （校長 鶴見 達洋） 

岐阜県岐阜市西問屋町１１番（２校とも） 

⑤沼津地区（２校） 

大原公務員医療観光専門学校沼津校 （校長 芹澤 照之） 

大原介護福祉専門学校沼津校 （校長 富樫 幸信） 

静岡県沼津市大手町五丁目５番１１号（２校とも） 

⑥津地区（２校） 

大原簿記医療観光専門学校津校 （校長 山本 孝史） 

大原法律公務員専門学校津校 （校長 伊藤 好弘） 

三重県津市大谷町１４８番１（２校とも） 
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（５）専門課程学生入学及び在籍者数の状況（令和３年５月１日現在） 

 名古屋 岐阜 津 浜松 静岡 沼津 

在籍者数 881人 208人 192人 417人 275人 190人 

※上記のほか、社会人を対象とした附帯教育の在籍者がおります。 

 

（６）活動の概要 

 ① 専門課程 

２年制課程を中心に１年制から４年制の専門課程を設置しています。各種資格（国家

試験や検定試験）の取得と公務員や民間企業への就職を目標とします。入学対象は高校

卒業者以上です。高校新卒者を中心に大学や短期大学の卒業者、若年層の離職者等が入

学します。 

② 附帯教育（社会人を中心とした附帯教育） 

社会人や大学生の資格取得や公務員合格のための講座を提供しています。また、高校、

大学、他の専門学校及び企業からの依頼により、出張して資格取得や公務員合格のため

の講座も実施しています。さらに求職者向けの職業訓練も実施しています。 

 

２．事業の概要 

（１）今年度の行動目標 

① 激動時代における学園の社会貢献力 

昨年度から新型コロナウイルスの感染が続いていますが、各責任者が率先して感染拡

大防止策を講じ、それに各教職員が協力する形で対応しました。基本的な感染症対策を

校舎内で徹底し、校舎外でも感染する可能性が高い場所を極力避ける指導を教職員と学

生に対して繰り返し行いました。緊急事態宣言等に発令時にはオンライン授業の実施、

対面授業の時差登校、リモートワーク等で対応しました。 

修学支援新制度が２年目を迎えました。学園では毎年一定数の学生が支援対象になり

ます。その学生たちが資金的な事情で修学機会を失わないよう真摯に取り組みました。 

教育を通して社会に奉仕貢献をすることを基本運営方針とする学園として、どのよう

な時代でも学生受講生の期待を裏切らない「社会貢献力」を発揮できるよう努めます。 

 

② 専門教育のＤＸ化 

学園内からデジタル技術に秀でた教職員を各地区から横断的に選抜しＤＸ化を推進す

る研修部を設置しました。研修部の企画で教職員全体に向けた研修を実施しました。夏

季にはオンライン授業を高いレベルにする目的で機器やアプリケーションソフト使用の

研修を実施し、冬季には収録・編集技術の質的向上を目的として授業動画のコンテスト

を開催しました。１０年前から iPadを使用する授業展開や学生管理を継続していたため

教職員にデジタル技術への理解度は十分にありました。研修により学園内に蓄積された

技術や知識を各教職員で共有することが可能になりました。 
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③ 経費削減の徹底、教育環境・職場環境の整備と５Ｓの取り組み 

経費削減策として稟議の精査を行い、数年来継続している取引業者と契約内容を見直

しました。特に広報費について広告宣伝効果を落とさずに削減することができました。 

経費削減一辺倒ではなく質の高い教育機関にするため、校舎修繕や騒音対策等の措置

を講じ、学生及び受講生のための教育環境を整備しました。５Ｓ活動については教職員

が協力し合って取り組み、継続して職場環境を整備しています 

 

④ ボランティア活動について 

本年度は新型コロナウイルス感染防止策を講じて以下のボランティア活動に参加しま

した。 

・地域のイベント運営を支援するボランティア 

・駅周辺及び地域商店街の掃除ボランティア 

・献血ボランティア 

・プロサッカーの試合及びマラソン大会の運営ボランティア 
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３．財務の概要 

（１）主要科目の経年比較 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

学生生徒等納付金 2,747百万円 △4.6％ 2,660百万円 △3.2％ 2,850百万円 ＋ 7.1％ 

人 件 費 1,588百万円 △0.3％ 1,596百万円 ＋0.5％ 1,545百万円 △ 3.2％ 

経 費 1,112百万円 △4.8％ 1,069百万円 △3.9％ 1,202百万円 ＋12.4％ 

・学生生徒等納入金の増加は専門課程在籍者数と附帯教育の受講者数の増加及び昨年度

控えられていた大学からの受託講義の回復によるものです。 

・人件費の減少は主に教職員の定年退職や役職定年によるものです。 

・経費の増加は光熱水費と旅費交通費が増加によるものです。光熱水費は在宅勤務の減

少で校舎の利用頻度が上昇したためです。旅費交通費は昨年度控えられていた出張講

義の受託が回復等の理由で教職員の移動が増加したためです。 

 

（２）令和３年度の主要項目の地区比較 

 名古屋地区 静岡地区 浜松地区 

学生生徒等納付金 1,362百万円 ＋13.9％ 327百万円 △7.4％ 499百万円 △ 1.0％ 

人 件 費 742百万円 △ 3.6％ 222百万円 △4.3％ 247百万円 △ 4.3％ 

経 費 617百万円 ＋24.9％ 141百万円 △2.8％ 151百万円 △11.2％ 

 岐阜地区 津地区  沼津地区 

学生生徒等納付金 235百万円 △ 1.3％ 218百万円 ＋6.3％ 208百万円 ＋25.3％ 

人 件 費 97百万円 △ 4.0％ 90百万円 △7.2％ 127百万円 ＋ 7.6％ 

経 費 102百万円 ＋10.9％ 106百万円 ＋9.2％ 78百万円 ＋14.7％ 

 

 


