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中村学园于1954年创办于福冈市，这里不仅是九州政治、经济
和文化的中心，而且与海外的交流也有着悠久的历史。

自创办以来半个多世纪，我们秉承要实现学园创始人中村HARU先
生之教育理想的热血信念，倚靠着大家对学园的理解和支援，才有
了今天这样的发展。

今后技术革新将进一步发展，生活中AI（人工智能）无所不在的时代
亦将到来。随着AI的不断进步，知识也将不分国界地全球化，使得竞
争和技术革新层出不穷。

不论男女老幼大家都要参与社会，对知识的丰富性和思考的柔软性
都有更高的要求。

中村学园在这样的国际化时代下也要发挥“建学精神”的作用，努力
把学园建设成为每一位学子都能生动地描绘自己理想、有魅力的学
园，同时进一步强化学园所具有的教育和研究功能，并把其成果全
部提供给社会，一如既往地为社会的发展做出贡献。

　中村学園は、1954年九州における政治、経済、文化の中枢都市で海外との交流の歴史
も古い福岡市に、誕生しました。
以来半世紀を越えて、学園創立者である中村ハル先生の教育の理想を実現したいという熱
い想いを受け継ぎ、また、学園を理解し支援してくださる多くの皆様のおかげで、今日ま
で発展してまいりました。
　これからは技術革新が益々進み、AI（人工知能）が生活のあらゆる面に影響を与える時
代となってきます。AIの進歩とともに知識に国境がなくなりグローバル化が進展し、競争
と技術革新が絶え間なく生まれます。
　年齢や性別に関係なく社会参画が促進され、さらに幅広い知識と柔軟な思考力が求めら
れます。
　中村学園は、こうしたグローバル化の時代にあってもなお『建学の精神』が脈々と生き、
学園に学ぶ者一人ひとりが夢を語れる生き生きとした魅力ある学園づくりに取り組むと
ともに、学園が持つ教育・研究の機能をさらに高め、その成果を余すことなく提供するこ
とで、これからも社会の発展に貢献してまいります。

学校法人 中村学园　理事长

中村 量一

学校法人 中村学園　理事長

中村 量一
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中村学园是由中村HARU女士于1954年私人斥资创办的。HARU先生信奉“对人来

说‘好好做人’比智力高低、比学力优劣、比什么都基本”的信条，当时69岁。在那正从

战后复兴向高速成长转化的时代，她把对人来说最为重要的品德教育放在了首位。

HARU先生于1971年走完了她87年的生涯。在她的一生中，从事教育70年、料理研究

50年，把毕生的心血都献给了教育和研究事业。

人与人相互尊敬、敞开心扉，这才是我们从事教育的原点，至今未变。

1954 年、中村学園は、「人間は頭の良し悪しや学力の優劣よりも何よりも人間ができていることが基本である」を
信念とされた学園祖中村ハル先生が、私財を投げ打ち設立されました。このときハル先生は69歳。戦後の復興から
高度成長に向かおうとしていた変化の時代に、人間として変わることのない心の教育を第一に標榜するものでした。
ハル先生は、1971年に87歳で生涯閉じられましたが、教育の道70年、料理研究50年、教育と研究に心血を注ぐ
燃えるような生涯でした。
人と人が尊敬しあいこころとこころを結び合う「絆」、 それこそが今も変わらぬ私たちの教育の原点です。

中村学园大学位于福冈县福冈市(城南区别府)。
福冈县位于日本列岛西部的“九州”岛北部，福冈市为福冈县政府的所在
地。
福冈市的人口约达141万人。如今，在福冈市，不仅许多企业将总公司设
在此地，而且全国各公司的分公司、分店、营业所也很多。位于福冈市中
心的“天神地区”是福冈县最大的商业集散地，“博多车站近郊”是商务
中心区。并且，整个福冈市以亚洲为主，积极与各国交流，作为国际城市
而繁荣发展。
福冈还富有“玄界滩”和“背振山地”等得天独厚的自然环境，在市中心
近处就有许多可享受大自然的景点。从本校也可利用公共交通手段，在
短时间内到达“志贺岛”、“能古岛”等地。

中村学園は福岡市（城南区別府）にあります。
福岡市は、西日本の九州北部に位置し、福岡県の県庁所在地で、人口約155万人の都市です。
全国展開している企業の支店や営業所と同様、地元企業も多くあります。福岡市の中心街

「天神」は福岡県の商業の中枢で、「博多」エリアはビジネス街だといわれています。また、アジ
ア各国との関係性を築くための交流を行う、地方における中心的な国際都市でもあります。
福岡は、玄海灘や脊振山などをはじめ、多くのレジャースポットがある自然豊かなとこ
ろです。本学のキャンパスからも、海の中道、志賀島、能古島など、公共交通機関を利用
して短時間で行けるスポットがあります。

学园创始人 中村HARU
学園祖 中村ハル先生

	 	中村学园大学研究生院
 中村学園大学大学院

	 	中村学园大学
 中村学園大学

	 	中村学园大学短期大学部
 中村学園大学短期大学部

	 	中村学园女子中学
 中村学園女子中学校

	 	中村学园女子高中	
 中村学園女子高等学校

	 	中村学园三阳中学		
 中村学園三陽中学校

	 	中村学园三阳高中
 中村学園三陽高等学校

	 	中村学园大学附属朝日幼稚园
 中村学園大学付属あさひ幼稚園

	 	中村学园大学附属壹岐幼稚园
 中村学園大学付属壱岐幼稚園

	 	中村学园事业部
 中村学園事業部

	 	中村学园大学附属Ohisama保育园
 中村学園大学付属おひさま保育園

	 	有限会社	GN	Services
 有限会社 ジーエヌサービス

	 	中村调理制菓专门学校
 中村調理製菓専門学校

	 	中村国际宾馆专门学校
 中村国際ホテル専門学校

学校法人	中村学园
学校法人 中村学園

GN	Fukushikai	Inc.
社会福祉法人 ジーエヌ福祉会

有关公司
関連会社

学校法人	中村专修学园（姊妹法人）
学校法人 中村専修学園

中村学园集团

所在位置

中村学園グループ

ロケーション

Korea Tokyo

Shanghai

Beijing

Fukuoka

China

Seoul

Busan
Osaka

Nagoya

Taibei
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中村学园大学研究生院
中村学園大学大学院

学校法人 中村学园　学校法人 中村学園

				营养科学研究科
营养科学研究科是以中村学园大学有关饮食科学的悠
久历史和所做出的成绩为基础于1990年开设的，又于
2004年作为日本西部的营养系统教育研究机关率先开
设了博士后期课程。
博士前期课程由机能营养科学部门、健康和病态营养科
学部门、以及食品科学部门三个部门构成，综合地学习最
先进的营养科学。博士后期课程为了对前期课程的专业
知识进行进一步探究也由三个学系构成。
研究生们为了加深校外实际体验，一边努力与地区社会
进行交流一边在各自的专业领域深入研究，还积极地在
各种学会上发表研究成果。
家和研究人员活跃在大学、高中、医院、保健所和企业等
单位。

　栄養科学研究科
中村学園の「食」に関する長い伝統と実績を基盤に1990年に開設
された栄養科学研究科は、2004年には西日本の栄養系教育研究機
関で初の博士後期課程を開設。博士前期課程は、機能栄養科学部門、
健康・病態栄養科学部門、食品科学部門の３つの部門で構成され、
総合的な視点で最先端の栄養科学を学びます。博士後期課程におい
ては、前期課程の専門性をさらに究める３つの学系で構成されてい
ます。院生は学外での実体験を深めるため、地域社会との交流にも
努めながらそれぞれの専門分野の研究を進め、各学会で研究成果を
積極的に発表。修了者は、大学・高校、病院、保健所、企業等で、栄
養科学専門家・研究者として活躍しています。

　教育学研究科
教育学研究科は、子どもの発達、教育、保育に関わる確かな理論的
基盤ととともに、すぐれた実践力を備えた教育と保育の専門家を養
成することを目的としています。そのため、本研究科では「教育学
系」「保育・教科教育系」「教育臨床系」の3つの系を置き、自己の専
門分野における深い探求とともに関連諸分野における幅広い学修
を通じて、高度な知識・スキルの修得を図っています。さらに、本学
附属の幼稚園・保育園や発達支援センターとの緊密な連携も大きな
特徴です。それらを通じて、教育・保育や障害児教育、子育て支援の
現場に即した実践力を身につけることができます。

				教育学研究科
教育学研究科的目的是以有关儿童发育、教育和保育的
正确理论为基础，培养具备高超实践能力的教育和保育
专家。
为此本研究科设置了“教育学系”、“保育和教科教育系”
和“教育临床系”三个系，在对自己的专业进行深入研究
的同时广泛学习有关领域的知识，从而掌握高水平的知
识和技能。此外，我们的另一特点是与本校附属的幼稚
园、保育园以及发育支援中心联系密切。通过这些渠道可
以学到教育、保育和育儿支援第一线所需要的实践能力。

				流通科学研究科
本研究科是九州唯一一所流通科学系统的硕士点，培养
能够活跃在流通商务第一线的专业人才。设有以培养流
通科学领域的研究和分析人员等为目标的研究指导课程
和以培养流通领域的高级专家为目标的科目履修课程。
在所学科目上也设有两大系统，“流通市场系统”是对市
场和流通等领域进行教育和研究的系统，培养能够为流
通过程中的革新做出贡献的专家；而“流通管理系统”是
对战略性经营、管理及会计领域进行教育和研究的系统，
培养能够为管理上的革新做出贡献的专家。

　流通科学研究科
九州で唯一の流通科学系大学院として、流通ビジネスの第一線で活
躍できる専門職者を育成します。本研究科では、流通科学の研究者・
アナリストなどを目指す研究指導コースと、流通分野の高度専門職
者の養成を目指す科目履修コースを設置。科目履修についても2つ
の系統を設け、「流通マーケティング系」では、マーケティング、ロ
ジスティクス等の領域を教育・研究する系統であり、流通プロセス
の革新に貢献できるプロフェッショナルを育成します。また「流通
マネジメント系」では、戦略的経営、マネジメント及び会計の領域
を教育・研究する系統であり、マネジメントの革新に貢献できるプ
ロフェッショナルを育成します。

为了回应每一位学子求知的好奇心，研究生院在营养科

学、教育学和流通科学三个领域开展最新的科学研究，把

研究生们培养成研究专家，成为未来社会之栋梁。另外，

为了满足社会上在职人员的学习需求，还导入了“昼夜开

课制”。

一人ひとりのさらなる知的好奇心に応え
るため、大学院では栄養科学、教育学、
流通科学の3つの最先端の研究を行い、
将来は研究者や専門家として明日の社会
を担います。また、勉強の必要性を感じ
る社会人のニーズに応えて、昼夜開講制
を取り入れています。

●博士前期課程
●博士後期課程

●博士前期课程（硕士）
●博士后期课程（博士） ●硕士课程 ●硕士课程

●修士課程 ●修士課程
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中村学园大学
中村学園大学

学校法人 中村学园　学校法人 中村学園

				食品管理学系
食品经营管理系于2017年4月开设，以一般教养和营养
科学的基本知识为基础，通过学习食品的研究、开发和制
造，以及把食品科学与商务经营管理相结合的有关知识，
培养能创出新食品产业的“食品专业人才”。为了使学生
们具备实际工作能力，在我系与本地区九州的食品相关
企业和团体一起制订的教学计划和内容里，设有许多由
在职的食品专家授课、通过参加现场实习来积攒实际工
作经验等培养实践能力的课程。毕业后不仅可以成为食
品相关领域的食品开发和研究人员、地方政府等的公务
员，还能为食品相关企业的海外发展以及出口部门等作
出贡献，就业面十分宽广。

				营养科学系
随着超高龄社会的到来、社会和经济环境的变化以及健
康意识的提高等，饮食的作用越来越广泛。作为这方面专
家的“管理营养士”不仅要对人们的营养环境进行管理、
指导人们在饮食生活中保持营养均衡从而维持和改善健
康状况，而且还要在宣传营养和食品管理与健康的重要
性方面发挥作用。
营养科学部培养掌握了高级营养科学知识和技术、拥有
综合管理能力、具备宽广的视野和高水平的伦理观及使
命感、富有爱心的二十一世纪型专业管理营养士，学生们
在日本资格考试中成绩优异。

　栄養科学部 フード・マネジメント学科
2017年4月に開設したフード･マネジメント学科では、一般教養
や栄養科学の基礎をベースとして、食品を研究・開発・製造する知
識、食品科学をビジネスにつなげる知識など、専門的な知識とスキ
ルを身に付け、新たな食産業を創出する「食のスペシャリスト」を
育成します。即戦力となる人材を育むために、本学科と地元九州の
食関連企業・団体との共同で作り上げたカリキュラムは、現役の食
のプロによる授業やインターンシップでの実務体験など、実践力を
培うプログラムが充実しています。卒業後は食品関連業界の食品開
発、研究者、地方自治体などの公務員、食関連企業の海外展開や輸
出部門に貢献するなど、さまざまな可能性が広がります。

　栄養科学部 栄養科学科
超高齢社会、社会的・経済的環境の変化、健康意識の高まりなど

「食」の果たす役割はますます幅広くなっています。管理栄養士は
人々の栄養環境を スペシャリストとして、健康を改善･維持するた
めのバランスがとれた食生活を指導します。さらに、栄養や食べ物
の管理と健康の大切さを世の中に伝える指導者としても期待され
ています。日本でトップクラスの合格実績を誇る栄養科学部では、
高度な栄養科学の知識や技術を修得し、総合的管理能力はもとよ
り、幅広い視野と高い倫理観や使命感を備えた、人間性豊かなスペ
シャリストとして21世紀型の管理栄養士を養成します。

　教育学部 児童幼児教育学科
教育学部では、教育と福祉に関する基礎知識と実践をふまえた専門
知識を修得。人間の発達を理解し、子どもたちの成長を適切に支援
できる教育者・保育者として養成します。本学付属幼稚園や保育所
などでの現場実習やボランティア活動を通して、実践力と心豊かな
人材の育成を目指します。また、免許・資格取得を意識した指導や
サポートにより、小学校、幼稚園、保育所、教育機関、福祉分野と幅
広い分野での活躍が期待されています。

				儿童幼儿教育学系
教育学部让学生们学习有关教育和福祉的基本知识和实
践技能，以及以此为基础的专业知识，把他们培养成为理
解人的成长发育、能够对儿童成长给予妥善帮助的教育
者和保育者。
通过在大学附属幼稚园和保育园等地进行现场实习、参
加志愿者活动，努力培养具有实践能力和爱心的人才。另
外，还有意识地为获取“免许”或资格提供指导和帮助，
学生们将来可在小学、幼稚园、保育所、教育机关和福祉
等各种领域一展身手。

					流通科学系
流通科学部以宽广的视野洞察新时代流通的特点，为了
培养能够应对各种商务场面的人才，以有关流通、市场、
物资流通以及企业经营的理论和实践为中心、教授现代
流通最新领域的知识和技能。
在教育体制上考虑到将来不仅在地区社会而且还要在国
际社会上一展身手，不仅安排了丰富的教养内容而且还
要训练交流能力。还邀请产业界领袖来讲课、组织学生去
现场实践、参加实习等，校企联合的教育项目也很充实。

　流通科学部 流通科学科
流通科学部では、新しい時代の流通を幅広い視点でとらえ、さま
ざまなビジネス現場で活躍する人材を育成するため、流通・マーケ
ティング・ロジスティクス、および企業経営に関する理論と実践を
中心に現代流通の最先端領域を学びます。地域社会をはじめ、国際
社会での活躍を想定した豊かな教養、コミュニケーション能力の教
育体制、産業界のトップリーダーを招いた講義、現場で実践・学習
するインターンシップ制度など、産学連携プログラムも充実してい
ます。

我校以学校法人中村学园为母体，于1957年开设中村营

养短期大学后，又于1965年开设了有家政学部的中村学

园大学。自开办以来，在“建校精神”指导下，把人性教育、

社会性教育、教养教育和专业教育有机地结合起来，努力

开展“学生满足度”高的教育活动。

本学は、学校法人中村学園を母体とし、
1957年開設の中村栄養短期大学を経て、
1965年に家政学部を擁する中村学園大
学として開設しました。開学以来、建学
の精神に則り、人間教育、社会性教育、
教養教育、専門教育を有機的に連携させ、
「学生満足度」の高い教育に努めていま
す。

营养科学部 教育学部 流通科学部
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中村学园大学短期大学部
中村学園大学短期大学部

学校法人 中村学园　学校法人 中村学園

				食品营养学系
“食”是健康生活不可或缺的存在。食品营养学系自创立
以来已有五十多年的历史传统，是日本屈指可数的“‘营
养士’养成设施校”，培养在实际工作中大显身手的优秀
营养师。
不仅调理实习内容充实而且还有补充授课，完善的教育
辅导体制使学生们的调理技术和知识都有大幅度提高。
毕业生们在学校、企业的食堂设施，或医院、高龄者设施、
保育所和幼稚园调理膳食、进行营养指导，在各种领域作
为“食”之专家大显身手。

　食物栄養学科
「食」は、健やかな生活のために切っても切れない存在です。創立
50年以上の伝統ある食物栄養学科では、日本屈指の栄養士養成施
設校として、現場で活躍する優秀な栄養士を輩出しています。充実
した調理実習や補完授業の実施など、手厚いバックアップ体制によ
り、学生の調理技術や知識も一段と向上。卒業生は学校や企業の給
食施設、病院、高齢者
施設、保育所、幼稚園
での給食と栄養指導、
食品企業などさまざ
まな現場で、「食」の
スペシャリストとし
て活躍しています。

　キャリア開発学科
キャリア開発学科では、仕事や生活をする上で、自分らしさを生か
しながら、社会に貢献できる人間性豊かな人材を育むことを目標
としています。したがって、自分だけの価値を見出し、自分に合っ
た職業、分野を知るためのキャリア形成を重視しています。また、
ビジネスや社会の第一線で活躍する特別講師の講演やインターン
シップ、マナー教育な
どをとおして社会の動
向を掴むチカラや実践
力を備えた人材を育て
ます。

				阅历开发学系
阅历开发学系的目标是培养富有爱心、能够在事业和生
活上发挥自己特长为社会做贡献的人才，所以注重让学
生们发掘自我价值，培养和开发在选择适合自己的职业
和专业领域时所必须的阅历。
此外，还通过活跃在商务或社会第一线的特别讲师的演
讲以及企业实习、礼仪教育等活动培养具备社会洞察力
和实践能力的人才。

					幼儿保育学系
乳幼儿期对人格的形成和社会性的养成非常重要，幼稚
园的教师和保育士在这方面发挥着重要的作用。为了将
来能够帮助孩子们身心健康地茁壮成长，学生们在幼儿
保育学系丰富自己的涵养、提高实践能力。
为此，除了学习幼儿教育基础理论和实际技术的讲义之
外，还要让学生们进一步在实践中学习体会，所以特别致
力于教育实习和保育实习。努力培养对孩子们怀有爱心、
能够为建设让孩子们能安心地健康成长的环境和社会做
出贡献的保育人员。

　幼児保育学科
人格形成や社会性を養ううえで大切な乳幼児期。そこで重要な役割
を担うのが幼稚園教諭そして保育士です。幼児保育学科では、子ど
もたちの心と体の健やかな成長を支えるために豊かな人間性と実
践力を学びます。そのため、幼児教育の基礎理論を身に付けるため
の講義や実技に加え、より実践的な学びを体感するための、教育実
習、保育実習に力を注いでいます。子どもたちへの愛情を持ちなが
ら、子どもたちが安心して健やかに成長できる環境や社会づくりに
貢献できる保育者を養成します。

我校前身是1954年创办的福冈高等营养学校，后根据学

园创始人中村HARU女士“要培养社会有为人才”的思想

于1957年开办了中村营养短期大学。

自开办以来，在“建校精神”的指导下，把人性教育、社会

性教育、教养教育和专业教育有机地结合起来，努力开展

“学生满足度”高的教育活动。

本学は、1954年開校の福岡高等栄養学校
を前身とし、学園祖中村ハル先生の「社
会有為の人材を育てたい」との思いで
1957年に中村栄養短期大学を開学しま
した。
開学以来、建学の精神に則り、人間教育、
社会性教育、教養教育、専門教育を有機
的に連携させ、「学生満足度」の高い教育
に努めています。
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中村学园 研究设施 
Pioneering Initiatives with Eyes on the Future 

保健中心
健康増進センター
开展有益于增进国民健康的研究活动

以本校的学生及地区居民为对象，就饮食和运动等日
常生活习惯对健康造成的影响进行调查，通过纵向和
横向的分析，开展有益于营养教育、疾病预防和病情
改善的研究活动。

发育支援中心
発達支援センター
通过“保育和教育支援部”和“发育临床支援
部”两个部门在两个方面开展活动

本设施对“儿童发育支援”进行基础性和临床性的研究
并开发教育方法等，为实际保育和教育工作中的各种
问题提出解决方案或应采取的支援方法等建议。

为“管理营养士”的教育以及生活习惯
病等疾病的预防和病情改善做贡献。

“营养门诊”既是促进地区居民身体健康的保
险诊疗机关，也是培养有实践能力的“管理营
养士”的教育设施。它于2008年在保健中心
内开设，是在全国亦不多见的立足于“治未病”
的诊疗设施。

「保育・教育支援部」「発達臨床支援部」の 2 本の
柱を両輪に活動
　子どもの発達支援に関する基礎的研究、臨床的研究、教育方法
の開発等を行い、保育・教育の現場で求められているさまざまな
問題の解決や支援のあり方を提案していく施設です。

国民の健康増進に還元できる研究活動を推進。
　本学の学生や地域住民を対象に、食事や運動などの日常の生
活習慣が健康に及ぼす影響を調査し、横断的かつ縦断的に解析
することによって、栄養教育、疾病予防、病態改善に寄与する研
究活動を行っています。

管理栄養士教育と生活習慣病な
どの予防や病態改善に貢献。

「栄養クリニック」は地域住民の健康増
進に寄与する保険診療機関であるととも
に、実践力のある管理栄養士の育成をめ
ざす教育施設として、2008年に健康増
進センター内に開設された全国的にもま
れな先制医療を見据えた診療施設です。

药膳科学  
研究所
薬膳科学研究所
科学地弄清饮食与健康的关系。

在日本随着高龄化的发展和疾病结构的变化，如何拓
展健康寿命已成为重要的课题。本研究所的目的是在
有关饮食与健康的药膳领域构建综合性的学问体系，
并用研究成果为社会做出贡献。
本所由分子营养部门、生物科学部门、营养流行病学
和开发教育部门组成。从预防和营养的观点，研究和
开发把基于中医学的药膳融入日本传统文化而形成的
健康模范餐和日本式药膳。
通过学术杂志和研究所办的研究纪要向社会宣传新的
见地，在举办讲习会、研修会时也努力开展药膳普及
活动。

流通科学研究所
流通科学研究所
从学术和全球角度研究流通科学，为实际社
会做出贡献。

本所是通过研究食品流通的功能和作用来实现食品安
全、食用安心之目的的研究设施。让研究成果应用于
教育和实际社会，为地区社会的发展做出贡献。此外，
从国内外邀请研究人员每年举办向市民公开的国际研
讨会，努力深化校内外有关人员对亚洲和世界流通的
认识。

营养门诊
栄養クリニック

中村学園大学 研究施設 ～時代を見据えた先進の取組み～

食と健康の関係を科学的に解明しています。
　日本では、高齢化の進展および疾病構造の変化を踏まえ、健康
寿命の延伸が重要な課題となっています。
　研究所では、食と健康に関する薬膳の総合的な学問体系を構
築し、その研究成果を社会に還元することを目的としています。
部門は、分子栄養学部門、生体応答部門、栄養疫学部門、開発・
教育部門から構成され、中医学を基本とした「薬膳」を日本の伝
統食文化に取り入れた、健康モデル食・日本型薬膳を予防栄養の
視点から研究・開発を行っています。新しい知見は学会誌や研究
所の研究紀要の発行等より社会へ発信し、講習会や研修会にて
も薬膳の普及活動に力を注いでいます。

流通科学を学術的・国際的に研究し、実社会に還元。
　食品流通の機能と役割の研究により、食の安全・安心を目指す
ための研究施設です。研究成果は、教育や実社会に反映させ、地
域社会の発展に貢献しています。また、国内外から研究者を招い
た市民公開の国際セミナーを毎年開催し、アジアや世界の流通
について学内外の関係者の認識を深めることにも力を注いでい
ます。
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 学校法人	中村学园　学校法人 中村学園

	
		中村学园女子中学

中村学園女子中学校

		中村学园女子高中
中村学園女子高等学校

■邮政编码814-0103 福冈县福冈市城南区鸟饲7-10-38　 
〒814-0103 福岡県福岡市城南区鳥飼7-10-38 

■Telephone 092-831-0981　■Facsimile 092-831-0985　■HP http://nakamura-njh.ed.jp/

培养能够在国际社会上大展身手、“德”“智”双优的
女性人才。

根据学园创始人中村HARU先生的教育理念，注重礼仪教育，
目标是培养了解日本传统美、能够在国际社会上大展身手的
女性人才。为了让每个人都能朝着自己所希望的方向发展，不
仅提供各种课程，而且还为扎实的体育运动训练和学习准备
了良好的环境。
剑道部、软式网球部、田径部等都具有日本一流实力。

「知」「徳」円満なグローバル社会で活躍できる女性を育
てます。

　学園祖中村ハル先生の教育理念に基づき、躾教育を重んじて
います。また、日本の伝統的な良さを理解し、グローバル社会
で活躍できる女性の育成を目指しています。各人の希望する進
路に向けて確実に学力を向上させるための様々なカリキュラ
を提供し、スポーツに勉学にじっくりと取り組むことのできる
環境が整っています。
剣道部・ソフトテニス部・陸上部などは、日本のトップレベル
の実力を持っています。

国际交流活动
学术交流

中村学园大学积极推动与海外协约学校的交换留学、学生
交流、学术交流等各项活动，以培养拥有全球性视点、因
应时代迅速变化、能够在世界舞台上活跃的人才为目标。

协约学校一览
国家和地区 协约学校

美国

波士顿大学医学院

夏威夷大学 利沃德社区学院

夏威夷大学 卡比奥拉尼社区学院

堪萨斯州立大学

特拉华大学

美国烹饪学院

加州州立大学富尔顿分校

阿肯色大学小石城分校

加拿大 西蒙弗雷泽大学

巴西 米纳斯联邦大学

澳大利亚联邦 昆士兰大学附设语文中心

中华人民共和国

上海中医药大学

辽宁卫生职业技术学院

中国人民大学商学院

中国人民大学农业与农村发展学院

辽宁大学

青岛农业大学

盘锦职业技术学院

浙江树人大学

华东师范大学

台湾

美和科技大学

崇仁医护管理专科学校

玄奘大学

长荣大学

韩国

明知大学

福冈 - 釜山大学联盟

釜山大学 贸易国际学部

江原大学

东西大学

东元大学校

韩国海洋大学校　世界海洋发展研究所

全北大学校

印度尼西亚共和国 印度尼西亚拉斯帕地大学

越南社会主义共和国 越南国立农业大学

学術交流
本学は、海外の協定校への留学や、学生交流、学術交流を進め、変
化の厳しい時代に求められるグローバルな視点も兼ね備えた、世界
で活躍できる人材の育成を目指しています。

協定校一覧
国・地域 協定機関名等

アメリカ合衆国

ボストン大学医学部

ハワイ大学 リーワード校

ハワイ大学 カピオラニ校

カンザス州立大学

デラウェア大学

カリナリー・インスティチュート・オブ・アメリカ（CIA）

カリフォルニア州立大学 フラトン校

アーカンソー大学 リトルロック校

カナダ サイモンフレイザー大学

ブラジル ミナス・ジェライス連邦大学

オーストラリア連邦 クイーンズランド大学付属英語学校

中華人民共和国

上海中医薬大学

遼寧衛生職業技術学院

中国人民大学 商学院

中国人民大学 農学・農村発展学院

遼寧大学

青島農業大学

盤錦職業技術学院

浙江樹人大学

華東師範大学

台湾

美和科技大学

崇仁医護管理専科学校

玄奘大学

長榮大学

大韓民国

明知大学校

福岡－釜山大学間 コンソーシアム

釜山大学校 貿易国際学部

江原大学校

東西大学校

東元大学校

韓国海洋大学校 世界海洋発展研究所

全北大学校

インドネシア共和国 レスパティインドネシア大学

ベトナム社会主義共和国 ベトナム国立農業大学

2018年8月現在

国際交流



1716 Guide to the Nakamura Gakuen Group  Guide to the Nakamura Gakuen Group

 学校法人	中村学园　学校法人 中村学園

	
		中村学园大学附属朝日幼稚园

中村学園大学付属あさひ幼稚園

■邮政编码814-0105 福冈县福冈市城南区城西团地9-1　 
〒814-0105　福岡県福岡市城南区城西団地9-1 

■Telephone 092-831-6291　■Facsimile 092-831-6317　■http://www.nakamura-u.ac.jp/asahi/

让每个孩子发挥个性、培养孩子们的自主性。

附属朝日幼稚园的保育理念是“强大”、“亲切”和“思考”。 园
内生活以孩子们的自发玩耍活动为中心、以培养“生存能力”
为基础开展教育活动。

		中村学园大学附属壹岐幼稚园
中村学園大学付属壱岐幼稚園

■邮政编码819-0043 福冈县福冈市西区野方2-14-43 
〒819-0043　福岡県福岡市西区野方2-14-43 

■Telephone 092-811-6831　■Facsimile 092-811-6851　■http://www.nakamura-u.ac.jp/iki/

通过为孩子们创造在大自然中感受四季变化、尽情
玩耍的环境，培养他们的“生存能力”。

秉承中村学园的办学精神，以培育“坚强”、“有爱心”、“爱思
考”的孩子为教育理念，通过种菜和饲养小动物等活动培养孩
子们丰富的感知能力。

 GN Fukushikai Inc,　社会福祉法人 ジーエヌ福祉会

	
		中村学园大学附属Ohisama保育园

中村学園大学付属おひさま保育園

■邮政编码819-0006 福冈县福冈市西区姪浜站南2-31-6 
〒819-0006　福岡県福岡市西区姪浜駅南2-31-6

■Telephone 092-894-3456　■Facsimile 092-894-3457　■http://www.nakamura-jigyobu.jp/

让孩子们像太阳那样明亮、充满新的生命力。

以“健康明快”、“温暖亲切”和“爱动脑筋”为保育目标，妥善
地安排生活和饮食、创出玩得入迷的游戏，让孩子们感性丰
富、自主而有创造性地活动，从而为他们的成长发育提供帮
助。

一人ひとりの個性を伸ばし、子どもの主体性を育てます。

　「つよい子」「やさしい子」「かんがえる子」を教育理念とする
付属あさひ幼稚園。遊びを基盤とした子どもたちの自発的な活
動を中心とする園生活を通して、「生きる力」の基礎を育む人
間教育を進めています。

四季を感じながらのびのびと遊べる環境の中で、「生き
る力」を育成。

　中村学園の建学の精神に基づき「強い子」「やさしい子」「考
える子」を教育（保育）理念として掲げています。野菜作りや動
物の世話などを通して、豊かな感性を育てています。

「おひさま」のように輝き、朝日のように新たな生命にみ
なぎる子どもの育成。

　「明るく元気な子」「あたたかくやさしい子」「よく考える子」
を保育目標に掲げ、ていねいな生活と食のいとなみづくり、夢
中で遊ぶ活動づくりをとおして、感性豊かに自ら創造的に活動
するよう、子どもの育ちを支援しています。

学校法人	中村学园　学校法人 中村学園

	
		中村学园三阳中学

中村学園三陽中学校

		中村学园三阳高中
中村学園三陽高等学校

■邮政编码819-0162 福冈县福冈市西区今宿青木1042-33 
〒819-0162　福岡県福岡市西区今宿青木1042-33 

■Telephone 092-882-6611　■Facsimile 092-882-4387　■HP http://www.nakamura-sanyo.ed.jp/

培养有日本人的自觉、作为一名男子能够广泛有益
于社会的人才。

以太阳的三大特点“普照”、“温暖”和“自燃”为学生的理想形
象，怀着让学生们长大后胸怀宽广的美好愿望，创设者为这
所中、高连读的男子学校起了一个融入了自己期盼的校名“三
阳”。我们的目标是培养具备自主、自律的精神和个性、拥有
自己创造新时代的力量和社会奉献精神、向着自己的未来理
想不断前进的学生。校区优美，整个福冈市区尽收眼底、自然
环境富饶，能够让学生们全身心地投入到学习和运动训练中
去。课余活动搞得火热，特别是帆船部不仅在全国大会上接连
称霸、而且出战世界大赛，拥有日本一流的实力。

日本人としての自覚を持ち、男子として広く社会有為の
人物を育成する。

太陽の持つ三つの働きである「あまねく照らす」「暖かく包む」
「自ら燃ゆる」を理想の生徒像として豊かな心を持った人間に
成長してほしいいという願いが、中高一貫の男子校「三陽」の
校名に込められた創設者の思いです。将来の夢に向かって、自
主的・自律的な精神と個性、新しい時代を自ら「創造」できる力
と豊かな社会性を持った生徒を育てることを目指しています。
福岡市街を見わたす豊かな自然に囲まれた環境の下、勉強や
スポーツに集中して打ち込むことができます。部活動も盛んで
特にヨット部は全国大会で連覇、世界大会に出場するなど日本
トップの実力を誇っています。
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学校法人	中村学园　学校法人 中村学園

	
		中村学园事业部

中村学園事業部

■邮政编码812-0013 福冈县福冈市博多区博多站东1-1-7

〒812-0013　福岡県福岡市博多区博多駅東1-1-7 
■Telephone 092-441-2731　■Facsimile 092-441-2734　 
■HP http://www.nakamura-jigyobu.jp/

通过提供伙食为改善营养和饮食生活质量做出贡
献。

中村学园事业部是学校法人中村学园经营的盈利事业部门，
创设于1959年。它以受托提供伙食为主业起步，现在已广泛
地为职员食堂、学生食堂、学校伙食、医院和福祉设施、餐厅、
伙食供应中心等提供服务。以“通过价廉物美地提供服务，广
泛地为社会做贡献”为理念，努力提高大家的健康水平和满意
度。此外，还注重“食材安全和食用安心”，努力开展“食育”普
及活动。

有关公司　関連会社

	
		有限会社	GN	Services

有限会社 ジーエヌサービス

■邮政编码812-0013 福冈县福冈市博多区博多站东1-1-7 
〒812-0013　福岡県福岡市博多区博多駅東1-1-7 

■Telephone 092-481-0392　■Facsimile 092-415-5373　

学校法人中村学园集团的福利事业中枢。

该公司是为了充实学校的学生、幼稚园的儿童以及教职员工
们的福利待遇，有效地利用中村学园周边丰富的经营资源，于
1995年设立的。其主要业务包括损害保险和生命保险代理、
以及不动产的管理运营等。因为同属一个集团，所以可以放心
交办。

給食事業を通して栄養改善・食生活改善に寄与。

　中村学園事業部は、学校法人中村学園が経営する収益事業部
門として1959年に創設されました。
受託給食を主業としてスタートし、現在、社員食堂・学生食堂、
学校給食、病院・福祉施設、レストラン、ケータリングセンター
など幅広く事業を展開しています。「おいしいものを安く、気
持ちよく提供することにより、広く社会に貢献する」を理念と
して、皆さまの健康や満足度を高めることに努めています。さ
らに、食材などの「安全・安心」には重点を置き、食育普及活動
にも力を注いでいます。

学校法人中村学園グループの福利厚生事業の中枢。

　学生、生徒、園児、教職員などの福利厚生の充実に貢献する
とともに、中村学園を取り巻く数々の経営資源を有意義に活用
することを目的として、1995年5月に設立されました。主た
る業務は損害保険や生命保険の代理店業務、および不動産の管
理運営業務。グループ企業だからこそ、安心して任せることが
できます。

 学校法人	中村专修学园（姊妹法人）　学校法人 中村専修学園（姉妹法人）

	
		中村烹饪点心专门学校

中村調理製菓専門学校

■邮政编码810-0014 福冈县福冈市中央区平尾2-1-21 〒810-0014　福岡県福岡市中央区平尾2-1-21 
■Telephone 092-523-0411　■Facsimile 092-521-0951　■HP　http://www.nakamura-s.com/chori/

在培养烹调、点心和面包制作专业人员方面做出了
成绩、获得了很高的评价。

本校于1949年创立、在1959年开设了日本全国首个可取得
调理师免许（执照）的学科。后又于1995年设置了糕点专业
学科。因为设备齐全且师资力量雄厚，作为日本有代表性的烹
调和制作糕点、面包的教育机关获得了很高的评价。
另外，在韩国首尔市于2009年开设了专门教授日本料理及西
洋糕点、面包制作的学校“Nakamura Academy”，以韩国人
为对象进行技术教育。

		中村国际酒店专门学校
中村国際ホテル専門学校

■邮政编码810-0014 福冈县福冈市中央区平尾2-1-21 
〒810-0014　福岡県福岡市中央区平尾2-1-21 

■Telephone 092-523-0410　 
■Facsimile 092-521-0963　 
■http://www.nakamura-s.com/hotel/

有很多毕业生活跃在宾馆、婚
礼行业。

培养在宾馆和婚礼行业工作的人才。
实际经验雄厚的教师们热情传授有
关接待服务的专业技术和“待客之
道”，以及英语能力等。此外，还与海
外的教育机关合作培养能够应对国
际化的接待服务人员，在日本的一流
宾馆和婚礼行业得到了很高的评价。

調理、製菓･製パンの専門職養成で高い評価と実績を挙
げています。

　1949年に開校し、1959年には日本で最初の調理師免許が
取得できる学科を開設。また、1995年には製菓専門学科も設
置しました。充実した施設と講師陣により、日本における代表
的な調理および製菓･製パンの教育機関として高い評価を得て
います。
　さらに2009年には韓国ソウル市に日本料理および洋菓子･
製パンの専門教育を行うナカムラアカデミーを開校し、韓国の
方々に対する技術教育も行っています。

ホテル、ブライダル業界で数多くの卒業生が活躍。

　ホテル及びブライダル業界で活躍する人材を養成する教育
を行っています。実務経験豊かな教授陣により、接客における
専門技術と、「もてなしの心」、そして英語能力の習熟に力を入
れています。また、海外の教育機関との提携により国際化に対
応できる接客スタッフを輩出しており、日本のトップホテル、
ブライダル企業から高い評価を受けています。


