
様式第２号の１－②【 実務経験のある教員等による授業科目の配置】 

※専門学校は、この様式を用いること。大学・短期大学・高等専門学校は、様式第２号の１

－①を用いること。 

学校名 大原法律公務員専門学校 
設置者名 学校法人名古屋大原学園 

１．「実務経験のある教員等による授業科目」の数 

課程名 学科名 

夜間･

通信

制の

場合 

実務経験のあ

る教員等によ

る授業科目の

単位数又は授

業時数 

省令で定める

基準単位数又

は授業時数 

配

置

困

難 

文化教養 

専門課程 

行政法律科 

２年制 

夜 ・

通信 
0 160 単位時間 ※ 

行政法律科 

１年制 

夜 ・

通信 
0 80 単位時間 ※ 

法務ビジネス科 
夜 ・

通信 
630 単位時間 160 単位時間

夜 ・

通信 

（備考） 

２．「実務経験のある教員等による授業科目」の一覧表の公表方法 

閲覧できる書類として公表 

３．要件を満たすことが困難である学科 

学科名 

（困難である理由） 

入学生のほぼ全員が官公庁への就職を希望しており、学校として公務員にふさわしい

人材教育、採用試験対策を重視して授業科目を設定している。就職先として各種官公

庁・職種への受験が行われており、特定の職業を想定していない。 

専門学校卒業見込みを対象とする公務員試験の出題状況を鑑み、学問分野としては、

いわゆる国社数理英等、一般教養科目を中心とする教育を実施している。 

以上の理由に基づき、学問分野の特性等により実務経験のある教員等による授業科目

を設置することは困難である。



様式第２号の２－①【 -①学外者である理事の複数配置】 

※ 国立大学法人・独立行政法人国立高等専門学校機構・公立大学法人・学校法人・準学校

法人は、この様式を用いること。これら以外の設置者は、様式第２号の２－②を用いる

こと。 

学校名 大原法律公務員専門学校 

設置者名 学校法人名古屋大原学園 

１．理事（役員）名簿の公表方法 
https://www.ohara.ac.jp/info/pdf/yakuin.pdf

２．学外者である理事の一覧表 

常勤・非常勤の別 前職又は現職 任期 
担当する職務内容 

や期待する役割 

非常勤 
無職（元上場会社役員秘

書役） 

2018.10.2 

～ 

2022.10.1 

経営全般及び利益

相反の監督機能 

非常勤 
無職（元大原法律公務員

専門学校浜松校校長） 

2019.10.2 

～ 

2022.10.1 

経営全般及び利益

相反の監督機能 

（備考）



様式第２号の３【 厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表】 

学校名 大原法律公務員専門学校 

設置者名 学校法人名古屋大原学園 

○厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表の概要 

１．授業科目について、授業の方法及び内容、到達目標、成績評価の方法

や基準その他の事項を記載した授業計画書(シラバス)を作成し、公表し

ていること。 
（授業計画書の作成・公表に係る取組の概要） 

年２回実施される教育課程編成委員会において、現行授業科目の見直しや授業方法

の改善など、カリキュラム改善のための提案をいただき、校長・教員により改善検討

し決定する。 

授業科目が改定された場合には、授業計画（シラバス）を見直し、3月に公表する。

授業計画書の公表方法 ホームページにて公表

２．学修意欲の把握、試験やレポート、卒業論文などの適切な方法により、

学修成果を厳格かつ適正に評価して単位を与え、又は、履修を認定して

いること。 
（授業科目の学修成果の評価に係る取組の概要） 

1．履修する授業科目の成績評価は、原則として試験（筆記試験・論文・レポート･実

技･その他）により行う。 

2．成績評価基準、および成績証明書などの成績の表記は、下記のとおりとする。 

判定 評価点 成績 成績評価内容 

合格 

100～80 点以上 

（概ね、上位 40％以内） 
優 

十分に到達目標を達成し、優れた成

果をおさめている。 

80 点未満～60点以上 

（概ね、中位 40％以内） 
良 

到達目標を十分に達成している 

60 点未満～40点以上 

（概ね、下位 20％） 
可 

到達目標を達成している 

不合格 
40 点未満 

不可 
到達目標を達成していない（欠席者

を含む） 

※当該授業担当者の定める授業日数を満たしていない場合原則として2/3以上の出席

が必要）、最終試験を受験したとしても、出席不足という扱いで「不可」となることが

ある。



３．成績評価において、ＧＰＡ等の客観的な指標を設定し、公表するとと

もに、成績の分布状況の把握をはじめ、適切に実施していること。 
（客観的な指標の設定・公表及び成績評価の適切な実施に係る取組の概要） 

1. GPA 制度 
授業科目の成績評価に対して点数（Grade Point）を与え、その点数の合計を、履修登

録した総科目数で割って算出した平均値で示す。 

2. 成績評価と GP 
成績評価 GP 点数 備考

優 5 100 点～80点以上（概ね、上位 40％） 

良 4 80 点未満～60点以上（概ね、中位 40％以内）

可 3 60 点未満～40点以上（概ね、下位 20％）

不 0 40 点未満・欠席

認定 ‐ － 対象外とする

3. GPA 算出方法 
GPA＝（ 科目 GP ）の合計／履修登録科目の合計  

客観的な指標の 

算出方法の公表方法

ホームページにて公表

４．卒業の認定に関する方針を定め、公表するとともに、適切に実施して

いること。 
（卒業の認定方針の策定・公表・適切な実施に係る取組の概要） 

1．卒業認定に関する方針具体的な内容 

卒業基準 

 ①出 欠 席・・前期（ 4月～9月）欠席換算 10 日以内 

 後期（10 月～3月）欠席換算 10日以内 

 ②資 格・・学科ごとに卒業に必要とされる資格を定める 

 ③試 験・・各職種別効果測定の合格又は上記資格と同等の能力を有すること 

 ④履修科目・・不可のないこと 

 ⑤学費納入・・学費および経費が全額完納、またはそれに相当する手続きが完了し

ていること。 

2．卒業の認定に関する方針の適切な実施状況 

年度末の卒業審査会において、上記の基準を総合的に判断して卒業の可否を決定す

る。 進級基準、卒業基準を満たさない者は留年処分とする。また、学校長は所定の

全課程を修了したと認める者に卒業証書を授与する。

卒業の認定に関する 

方針の公表方法

ホームページにて公表



様式第２号の４－②【 財務・経営情報の公表（専門学校）】 

※専門学校は、この様式を用いること。大学・短期大学・高等専門学校は、様式第２号の４

－①を用いること。

学校名 大原法律公務員専門学校 

設置者名 学校法人名古屋大原学園 

１．財務諸表等 
財務諸表等 公表方法

貸借対照表 https://www.ohara.ac.jp/info/pdf/zaimu.pdf 

収支計算書又は損益計算書 https://www.ohara.ac.jp/info/pdf/zaimu.pdf 

財産目録 https://www.ohara.ac.jp/info/pdf/zaimu.pdf 

事業報告書 https://www.ohara.ac.jp/info/pdf/jigyou.pdf

監事による監査報告（書） https://www.ohara.ac.jp/info/pdf/zaimu.pdf 

２．教育活動に係る情報 

①学科等の情報 

分野 課程名 学科名 専門士 高度専門士 

文化教養 文化教養専門 行政法律科 ○ - 

修業 

年限 
昼夜 

全課程の修了に必要な総

授業時数又は総単位数 

開設している授業の種類 

講義 演習 実習 実験 実技 

2 年 昼 
2,160

単位時間／単位

1,820 

単位時間 

550 

単位時間 

60 

単位時間 

0 

単位時間 

0 

単位時間 

2,430 単位時間／単位 

生徒総定員数 生徒実員 うち留学生数 専任教員数 兼任教員数 総教員数 

240 人 189 人 0 人 18 人 2 人 20 人

カリキュラム（授業方法及び内容、年間の授業計画） 

（概要）年２回実施される教育課程編成会議において、現行授業科目の見直しや授

業方法の改善など、カリキュラム改善のための提案をいただき、校長・教員により改

善検討し決定する。 

 授業科目が改定された場合には、授業計画（シラバス）を見直し、3月に公表する。

成績評価の基準・方法 

（概要）出欠席の状況および、科目ごとの定期試験・資格試験の成績により、優・良・

可・不可の 4段階で評価。

卒業・進級の認定基準 

（概要）所定の課程を修了し卒業試験に合格した者について進級・卒業を決定してい

る。

学修支援等 

（概要）学習面での支援として「個別面談」「保護者相談会」等を実施。就職面での

支援として、就職サポート部のスタッフが学生一人ひとりにわかり易く「就職活動」

をサポートしている。 



卒業者数、進学者数、就職者数（直近の年度の状況を記載） 

卒業者数 進学者数 
就職者数 

（自営業を含む。）
その他 

100 人

（100％）

15 人

（  15％）

83 人

（  83％）

2人

（  2％）

（主な就職、業界等） 

国家公務員・県庁職員・市役所職員・警察官・消防官などの公的機関  

（就職指導内容） 

 担当教員の就職カウセリング、志望動機、面接指導、官公庁担当者による定期的な業

界説明会など。 

（主な学修成果（資格・検定等）） 

漢字検定・簿記検定 

（備考）（任意記載事項） 

中途退学の現状 

年度当初在学者数 年度の途中における退学者の数 中退率 

  207 人 9 人 4％

（中途退学の主な理由） 

公務員試験の中途採用試験合格、進路変更など。 

（中退防止・中退者支援のための取組） 

カウンセリング、他の学科への転科、公務員受験サポートなど。 



分野 課程名 学科名 専門士 高度専門士 

文化教養 文化教養専門 行政法律科 - - 

修業 

年限 
昼夜 

全課程の修了に必要な総

授業時数又は総単位数 

開設している授業の種類 

講義 演習 実習 実験 実技 

1 年 昼 

1,080

単位時間

1,764 
単位時間

306 
単位時間

60 
単位時間

0 
単位時間

0 
単位時間

2,130 単位時間 

生徒総定員数 生徒実員 うち留学生数 専任教員数 兼任教員数 総教員数 

80 人 75 人 0 人 7 人 1 人 8 人

カリキュラム（授業方法及び内容、年間の授業計画） 

（概要）年２回実施される編成会議において、現行授業科目の見直しや授業方法の

改善など、カリキュラム改善のための提案をいただき、校長・教員により改善検討し

決定する。 

 授業科目が改定された場合には、授業計画（シラバス）を見直し、3月に公表する。

成績評価の基準・方法 

（概要）出欠席の状況および、科目ごとの定期試験・資格試験の成績により、優・良・

可・不可の 4段階で評価している。

卒業・進級の認定基準 

（概要）所定の課程を修了し卒業試験に合格した者について進級・卒業を決定してい

る。

学修支援等 

（概要）学習面での支援として「個別面談」「保護者相談会」等を実施。就職面での

支援として、就職サポート部のスタッフが学生一人ひとりにわかり易く「就職活動」

をサポートしている。 



卒業者数、進学者数、就職者数（直近の年度の状況を記載） 

卒業者数 進学者数 
就職者数 

（自営業を含む。）
その他 

60 人

（100％）

14 人

（ 23.3％）

44 人

（  73.3％）

2人

（  3.3％）

（主な就職、業界等） 

 国家公務員・県庁職員・市役所職員・警察官・消防官などの公的機関 

（就職指導内容） 

 担当教員の就職カウセリング、志望動機、面接指導、官公庁担当者による定期的な業

界説明会など。 

（主な学修成果（資格・検定等）） 

 漢字検定 

（備考）（任意記載事項） 

中途退学の現状 

年度当初在学者数 年度の途中における退学者の数 中退率 

  77 人 7 人 9％

（中途退学の主な理由） 

 公務員試験の中途採用試験合格、進路変更など。 

（中退防止・中退者支援のための取組） 

 カウンセリング、他の学科への転科、公務員受験サポートなど。 



分野 課程名 学科名 専門士 高度専門士 

文化教養 文化教養専門 法務ビジネス科 ○ - 

修業 

年限 
昼夜 

全課程の修了に必要な総

授業時数又は総単位数 

開設している授業の種類 

講義 演習 実習 実験 実技 

2 年 昼 

2,160

単位時間

2,856 
単位時間

384 
単位時間

60 
単位時間

0 
単位時間

0 
単位時間

3,300 単位時間 

生徒総定員数 生徒実員 うち留学生数 専任教員数 兼任教員数 総教員数 

80 人 26 人 0 人 6 人 1 人 7 人

カリキュラム（授業方法及び内容、年間の授業計画） 

（概要）年２回実施される教育課程編成会議において、現行授業科目の見直しや授

業方法の改善など、カリキュラム改善のための提案をいただき、校長・教員により改

善検討し決定する。 

 授業科目が改定された場合には、授業計画（シラバス）を見直し、3月に公表する。

成績評価の基準・方法 

（概要）出欠席の状況および、科目ごとの定期試験・資格試験の成績により、優・良・

可・不可の 4段階で評価している。

卒業・進級の認定基準 

（概要）所定の課程を修了し卒業試験に合格した者について進級・卒業を決定してい

る。

学修支援等 

（概要）学習面での支援として「個別面談」「保護者相談会」等を実施。就職面での

支援として、就職サポート部のスタッフが学生一人ひとりにわかり易く「就職活動」

をサポートしている。 



卒業者数、進学者数、就職者数（直近の年度の状況を記載） 

卒業者数 進学者数 
就職者数 

（自営業を含む。）
その他 

15 人

（100％）

0人

（ 0％）

 13 人

（  86.7％）

2人

（  13.3％）

（主な就職、業界等） 

 不動産業界・銀行など 

（就職指導内容） 

 担当教員の就職カウセリング、志望動機、面接指導、官公庁担当者による定期的な業

界説明会など。 

（主な学修成果（資格・検定等）） 

 宅地建物取引士、FP3 級など 

（備考）（任意記載事項） 

中途退学の現状 

年度当初在学者数 年度の途中における退学者の数 中退率 

  36 人 3 人 8％

（中途退学の主な理由） 

 進路変更 

（中退防止・中退者支援のための取組） 

 カウンセリング、他の学科への転科、公務員受験サポートなど。 



②学校単位の情報 

ａ）「生徒納付金」等 

学科名 入学金 
授業料 

（年間） 
その他 備考（任意記載事項） 

行政法律

科 2年制
200,000 円 720,000 円 260,000 円

行政法律

科１年制
200,000 円 720,000 円 260,000 円

法務ビジ

ネス科 200,000 円 720,000 円 260,000 円

円 円 円

修学支援（任意記載事項） 



ｂ）学校評価 
自己評価結果の公表方法 

（ホームページアドレス又は刊行物等の名称及び入手方法） 

https://www.ohara.ac.jp/info/pdf/nagoya_olc.pdf 

学校関係者評価の基本方針（実施方法・体制） 

当学園は、教育理念として、学生に、資格取得教育、実践教育を施し、人格の陶冶を行

い、もって、有為な産業人を輩出することを掲げている。学校関係者評価の基本方針

は、この教育理念に照らし、実践的な教育が実現できているか、そのための環境が整

っているか、教育課程・進路指導は適切か、社会貢献活動などを評価し、次年度の学校

運営に反映させることである。 

学校関係者評価の委員 

所属 任期 種別 

磯井隆之 

やまねこ総合保険事務所 

令和 4 年 4 月～令和 6

年 3月 

企業等役員 

宇佐見栄二 

株式会社ウサミハウス 

令和 4 年 4 月～令和 6

年 3月 

卒業生 

片桐慎治 

岩倉市役所 税務課 

令和 4 年 4 月～令和 6

年 3月 

卒業生 

学校関係者評価結果の公表方法 

（ホームページアドレス又は刊行物等の名称及び入手方法） 

https://www.ohara.ac.jp/info/pdf/assessment_n_olc/pdf 

第三者による学校評価（任意記載事項） 

ｃ）当該学校に係る情報 
（ホームページアドレス又は刊行物等の名称及び入手方法） 

https://www.ohara.ac.jp/nagoya 








