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琉球大学工学部工学科 概要
2017（平成29）年4月、琉球大学工学部は従来の4

工学部長からのメッセージ

学科を再編強化し、1学科7コース制による新たな教育
体制を展開します。コース制への移行による学際的な
カリキュラム体系により、従来の枠にとらわれない幅広

地域社会・産業構造の変革と
新産業創出に貢献できる人材育成を目指して、

い視野、基礎学力と専門技術力、社会的ニーズに対応
できる実践力を身につけることが可能になります。

工学部が大きく変わります

あわせて大学院博士前期課程を含む6年一貫教育
グローバルエンジニアプログラム（GEプログラム）を

工学部長

新設します。このGEプログラム履修希望者は2年次の

有住

康則

修了時に学業成績等による選抜を行ない、3年次から

琉球大学工学部では、地域社会・産業構造の変革と新産業創出に貢献できる人材の育成を目指して、現在

大学院科目や「技術英語」、
「国際インターンシップ」な

の教育システムをさらに進化させ、社会のニーズにより柔軟かつ迅速に対応できるように教育改革を行い、平

どの専用科目を体系的に学修していきます。さらに短

成29年4月に新しい教育システムに移行します。新教育システムでは、各研究分野に跨る亜熱帯島嶼性という

期・長期の留学もカリキュラムに組み込み、国際的に貢

地域性、自然性、歴史・文化性に基づいた工学に関連した教育と研究をさらに深化させ、情報通信関連産業、

献できる高度専門技術者へと養成します。

製造業、建設業、電力産業などでの新たなビジネスモデルの展開や、国際物流、資源開発及びエネルギー産業
などの新産業の展開推進など、新たな価値の創造へとつながる展開とグローバル化に対応した人材の育成を

琉球大学工学部では、このような教育をとおして、地

目指します。そこで、幅広い分野を網羅した体系化された人材育成教育システムを構築し、社会ニーズの変化

域の産業を牽引し、製造（次世代型ものづくり）、エネ

に柔軟かつ機敏に対応できる教育コースの提供を図るため、現在の４学科を１学科（工学科）に再編統合し、新

ルギー、情報通信、建設、環境、防災、電力などの産業

たにコース制を導入し、７つのコースを提供します。新たなコースは、①機械工学コース、②エネルギー環境工

に新たな価値を創造しつつ、社会のグローバル化に対

学コース、③電気システム工学コース、④電子情報通信コース、⑤社会基盤デザインコース、⑥建築学コース、

応できる人材の育成をめざします。

⑦知能情報コースです。
大学卒業後も引き続きより高度な教育・研究を目指す人々のために、大学院理工学研究科（工学系）
「博士前
期課程（2年）」、
「博士後期課程（3年）」が設置されています。今回の教育改革では、グローバル化に対応し特
定の分野に優れたリーダー的人材を育成するために、学士課程から修士課程への教育接続を強化した６年間
一貫教育プログラムを各コースに新たに設置します。本プログラムでは、英語によるコミュニケーション能力の
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向上、国際感覚の養成、複眼的なものの見方の獲得、異文化の理解向上を目指し留学制度を導入します。
入学される方々が、幅広い教養と高度な専門知識、豊かな創造力と実践力を身につけ社会に貢献できる人材
として成長することを祈念しています。本学部は、大学院を有する地域唯一の工学系の教育研究拠点として、
今後とも更に教育・研究・社会貢献
（地域貢献・国際貢献）を柱とし、発展に努めていきます。
※平成29年度設置予定、
設置認可申請中。
※上記の内容は予定であり、
変更する場合があります。

工学部工学科の新体制
7つのコース

入学定員（予定）
：350名

機械工学コース

社会基盤デザインコース

エネルギー環境工学コース

建築学コース

電気システム工学コース

知能情報コース

電子情報通信コース
※工学科および各コースは2017（平成29）年度設置予定（認可申請中）であり，内容は変更されることがあります。
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アドミッション
入学者受入方針

◆学力・思考力・主体性を身に着けた「多様な人材」を
「多面的・総合的な評価」で選抜します。
◆一般入試では基礎学力（特に数学ならびに物理学）や思考
力、推薦入試Ⅱでは十分な基礎学力を有し、高等学校において優
秀な成績をおさめ、積極的に行動してきた模範的な人、AO入試では
総合能力（十分な基礎学力を有するとともに、高いコミュニケーション能
力を持ち、各専門分野に関する学習意欲が強い人）を重視します。

カリキュラム

【アドミッションポリシー】
・工学を学ぶ意欲と目的意識を有し、高等学校で学んだ基
教育方針
礎学力を身につけた人
・習得した知識等を活用できるための思考力、判断
◆1学科7コース制導入による「共通科目」と
力、表現力を身につけている人
「融合科目」を整備します。共通科目では、充実し
・様々な諸 課 題 等を与えられた条 件下で 最
た基礎教育や幅広い知識習得機会が提供されます。
良の成果を得るために主体的に努力出
「融合科目」を履修することにより、複眼と広い視野を獲
来る人
得できます。
◆グローバル化に対応し、特定の分野に優れたリー
ダー的人材を育成するため「6年一貫プログラム
（グローバルエンジニアプログラム）」を導入し
養 成 する人 材
ます。このプログラムでは，体系化された英
語教育を実施し、JICA連携科目、国際
◆最先端の工業技術、幅広い教養
インターンシップ、留学などが提供
と技術者倫理、グローバルに活躍で
されます。
きるコミュニケーション能力を身に付け、

ディプロマ

地域社会の発展と新産業創出に貢献でき
る人材を養成します。

新たな
教育方法の導入

「行動できる」
「社会か
◆「自ら考える」
ら必要とされる」エンジニアを養成します。
◆アクティブラーニングやPBLなどの能動
的学習・協働学習を取り入れます。
◆基礎学力不足の学生のためのリメディア
ル教育を行います。
◆大学院博士前期（修士）課程までの
6年一貫のグローバルエンジニア
プログラムを設置します。

地域社会や産業構造の変革と新産業創出に貢献できるグローバルな人材を育成する つのコース

琉球大学 工学部工学科の特色
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機械工学コース

車・飛行機・ロボット・IT・食品・医療・福祉機器などあらゆる分野の
“ものづくり”
の技術者をめざします。
専門分野

○材料加工学 ○応用材料力学 ○流体工学 ○熱工学 ○機械制御

エネルギー環境工学コース

エネルギーや環境に関して系統的に学びエネルギー環境問題の
複合的解決に寄与します。
専門分野

○エネルギー変換工学 ○流体システム工学 ○システム設計 ○材料環境学 ○システム計測

電気システム工学コース

電気エネルギー技術の発展により社会基盤の
未来を切り拓きます。
専門分野

○電力工学 ○電力変換 ○電気機器 ○制御工学 ○ロボティクス

電子情報通信コース

安全・安心・健康で豊かな社会を創るために高度な知識と
実践能力を備えた技術者を育成します。
専門分野

○電子工学 ○電子物性 ○電子材料 ○電子デバイス ○情報通信
○計算機工学 ○組込み技術

社会基盤デザインコース

災害に強く、
自然環境と調和した魅力あふれる
“まち創り”
を
デザインする技術者を育成します。
専門分野

○社会システム計画学 ○水圏環境工学 ○地盤環境工学 ○構造設計工学 ○建設材料学

建築学コース

人・社会・自然の共生を図り、
国内外で活躍できる建築技術者を
目指して専門的に学びます。
専門分野

○建築デザイン・計画 ○都市計画・地域生活空間 ○環境工学・建築設備
○建築材料・建築生産 ○建築構造・耐震工学 ○建築防災工学

知能情報コース

人々がより良く暮らせる情報社会の実現に向けて
コンピュータ・ネットワーク・人工知能分野を探究します。
専門分野

○コンピュータサイエンス ○情報通信ネットワーク ○人工知能

※工学科および各コースは2017（平成29）年度設置予定（認可申請中）であり、内容は変更されることがあります。
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新しいカリキュラムの概要
新しい教育方法（アクティブ・ラーニング、PBL教育など）や教育ツールを導入します。

能動的学習や協働学習を取り入れた科目を設定することで、教育効果を向上させます。
評価を見えるようにし、学生自身が学習到達度を評価（確認と振り返り）することで自己の形成を促します。

少人数教育による教員と受講生のフェイスtoフェイスな講義・演習を行います。

▲

工学共通科目群

新たな教育方法を導入
▲

幅広い教養を身につけ，多面的視野の重要性や地域・国際社会との関わりを学ぶ共通教育科目
工学を学ぶ基礎となる数学・物理を定着させる専門基礎科目
各コースに共通の数学・技術英語・プログラミング・キャリアデザインなどを学ぶ工学共通科目
所属コースの専門分野を学ぶコース専門科目
所属コース以外の専門領域の知識を身につける工学融合科目

工学共通科目群の設定により、基礎教育の充実と幅広い知識習得機会を提供します。

1クラス概ね50名程度の少人数教育によるきめ細やかな指導により、教育の質的保証を図ります。

▲

工学共通科目群

キャリアデザイン入門

キャリアデザイン
入学からこれまでの振り返りと改善、
ならびに就職活動を意識させます。

工学基礎演習
動的な学習姿勢への意識改革と自立性を高めることに加えて、
コース専門分野の導入教育により基礎能力の獲得を図ります。

工学基礎（微分積分など）の学力レベルの判定を行い、基礎学力不足の学生に対しては、
基礎数学I、同IIにより、学力改善を図ります。

大学生活のサポートを行います。

▲

コースの専門性や身につけていくべきスキル、卒業後の
進路のイメージからモチベーションの向上を図ります。

リメディアル教育を実施します。

▲

①工学基盤科目群（内容：課題解決能力の向上およびキャリア形成）、②基礎学力定着科目群、
③基礎学力強化科目群、④コミュニケーション能力強化科目群、⑤キャリア教育強化科目群
例えば、①工学基盤科目群（必修）の内容は以下のようなものです。

エンジニアリングデザイン演習

生活指導や履修指導などを行う指導教員を配置することで、きめ細やかなサポートを行います。

異分野との相互協力による課題解決能力を向上させます。

▲

育成する人材のイメージ

工学融合科目群

幅広い工学分野の学習機会を提供し、視野の広い技術者を養成す
るため、各コースで他コース学生が履修可能な科目群を提供します。

▲

科目群

◎ものづくり技術 ◎エネルギー変換と環境
◎電気エネルギーの応用 ◎センシング技術
◎都市デザイン技術 ◎海底資源開発・島しょ防災技術
◎生活環境デザイン技術 ◎情報システムの設計と開発

グローバルエンジニア
（GE）
プログラム
グローバル化に対応し、特定の分野に優れたリー
ダー的人材を育成するため、学士課程から博士前期
（修士）課程への接 続を強化した6 年間一貫 教育プ
ログラムを各コースに設置します。英語によるコミュ
ニケーション能 力の向上、国際 感 覚の養 成、複眼的
な見 識の獲 得、異 文化の理 解 向上をめざして 留学
制度を導入し、成績優 秀者には博士前期（修士）課
程における短縮修了制度を活用できるよう、履修上
の配慮をします。

コース専門科目群
コース専門基礎科目
各コースの専門領域の基礎となる
必修科目です。

強みを活かした人づくりと研究力・開発力強化で
安心・安全で豊かな地域社会の実現をリード
● 一般プログラム
（視野の広い専門技術者育成）

コース専門応用科目

● 6年一貫・グローバルエンジニアプログラム
（国際的な視点を持つ高度専門技術者の育成）

各コースの専門領域を深く学ぶための
科目です。

地域ものづくり産業

機械工学コース

知能情報コース

ビッグデータを
活用した新産業
建築学コース

蒸暑気候地域の
デザイン産業
亜熱帯環境下における
社会基盤産業

社会基盤
デザインコース

ー ス 専門 科 目
コ
科 共 通 科目
学
工学融合
科目

エネルギー環境
工学コース

再生可能エネルギーを
活用したエネルギー産業

電気システム
工学コース
電子情報
通信コース

キャリア教育強化
工学基盤科目
（キャリアデザイン、アクティブ・ラーニング、技術者倫理等）

グローバル
対応力強化
電気エネルギー
利用産業
高度情報通信産業

工学基礎科目
（必修：数学系・情報系） コース専門基礎
（必修）
共通教育
（人文・社会・総合領域）
基礎力強化
※工学科および各コースは2017（平成29）年度設置予定（認可申請中）であり、内容は変更されることがあります。
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本コースの教育カリキュラムは、コース概要にて述べた技術者となることを目指して、卒業までに以下の知識・能力を身に付けら
れるように構成されています。カリキュラム構成と主な科目を下図に示します。

1. 分析・行動（地域・国際性、自立性）

国内外における機械工学の現状を多面的に考え、
地域社会が要望する問題を自主的、
継続的に学習する能力をもつ。

2. 倫理（社会性）

幅広い教養と倫理観を備えて、
深い洞察力や思考力を駆使し、
物事を多面的に捉えて社会に対する責任感を有する。

3. 知識（専門性、情報リテラシー）

数学、自然科学、情報技術の基礎分野および機械工学の専門分野に関する知識を習得し、これらを工学的問題に応用する能力をもつ。
他者との協働作業を通して論理的な説明ができるコミュニケーション能力を有し、英語などによる国際的なコミュニケーション能力
を身につけている。

5. 解決・統合（問題解決力）

習得した知識を有機的に統合し、安全性・経済性・環境負荷を考慮した機械をデザインし、計画的に問題を解決できる能力を身につ
けている。

2.倫

理

島嶼環境下にある沖縄県の製造業においては、自らの知識・能力を活かして、機
器の設計、製造、研究開発に取り組める機械技術者が求められており、国際物流
ハブにおける新産業への応用・展開も期待されています。
本コースの教育カリキュラムでは、ものづくりに関する科目を初年次から高年次
にかけて体系的に学ぶことができます。
また、
グループワークによる実践的な科目
を複数開講し、自立したものづくり能力、コミュニケーション能力、問題解決能力
等を育み、自然と共生し、社会の持続的発展に寄与できる実直な技術者を育成す

産業社会学原論

技術者の倫理

知的財産権

工業力学

3.知

識

微分積分学
化学入門

4.

協働・
コミュニケーション

大学英語
日本語表現法入門

機器構造学

弾性力学

溶接工学

亜熱帯材料学

高分子合成論

流体力学

流体機械学

高速空気力学

航空工学

熱力学

伝熱工学

熱機関工学

物質移動工学

機械力学

基礎メカトロニクス

ロボット工学

材料加工学

物理学・物理学実験

工学基礎演習

機器設計基礎学

材料力学

工業数学

基礎制御工学

機械材料

計測工学

工学融合科目

機械製図
英語購読演習

英会話演習

技術英語
エンジニアリングデザイン演習

5.解決・統合

1年終了時
コース確定

材料加工学実習

基礎科目（必修）

■学生の声

機械システム工学科

大城和樹（3年次）
向陽高等学校卒

機械システム工学科では機械の製造に必要
な四力学
（流体力学、
材料力学、
熱力学、
機械力
学）
を中心に工学の基礎を学びます。
この四力
学では物理的な問題を微積分を用いて解くの
で少し難しく感じますが、
微積が苦手な学生の
為に「基礎数学」があり、講義の中でも先生方
が詳しく解説してくださるので安心です。
また2年次に受講する「材料加工学実習」で
は実際に機械科の工作工場で鋳造、
鍛造、
そし
て溶接といった金属加工の実習を行います。
こ
の講義では座学で学んだことを本当に体験し
て学ぶことができるのでとても面白いです。
機械システム工学科は、航空機、自動車、船
舶といった機械やものづくりに興味がある人に
最適の学科です。
ぜひ検討してみて下さい。

機械工学実験
機械設計製図

応用科目（必修・選択）
【卒業研究】

主な研究テーマやキーワード
神経回路モデル、人工知能、進化と生態系の数理、高速空気力学、伝熱工
学、数値流体力学、衝撃波工学、複合材料学、高分子工学、無機材料、金属
疲労、材料の損傷検知、材料の接合と破壊、流動・熱物質移動工学、流れの
遷移、太陽熱利用、海水濃縮技術、知能制御工学、機械工作、結晶成長、内
燃機関（エンジン）工学、力学シミュレーション、亜熱帯資源材料、燃料電
池、バイオディーゼル など

主な進路先
【県内】沖縄電力、りゅうせき、拓南製鐵、MRO Japan、沖縄ターミナル、
ダイハツビジネスサポートセンター、サンエー、沖縄県庁、
沖縄市役所、琉球大学（技術職員）など
【県外】三菱重工冷熱、三菱電機エンジニアリング、ANA福岡空港、NOK、
東海精機、タダノ、長崎キヤノン、ヨネックス新潟生産本部、
九電工、
宇部情報システム、トヨタ車体研究所 など
【進学】琉球大学大学院、九州大学大学院、東京工業大学大学院 など
※詳細はP22参照

■学生の声

機械システム工学科

菊地ねね（2年次）

登別明日中等教育学校卒 ( 北海道 )

機械システム工学科では工学を学ぶにあたって必要な数学・理科
の知識から専門的な分野まで幅広く学ぶことが出来ます。
また、1年次後期には「物理学実験」や「機械基礎工学」といった実
際の実験を通して授業から得た知識を活用する技術を身に着けるこ
とが出来ます。特に「機械基礎工学」では少人数のグループに分かれ
てそれぞれ出された課題を成功させるために何度も試行錯誤して実
験を行うことになります。私の参加したグループではバルサ材という
軽くて薄い板の素材を利用して作成した簡単な飛行機の模型をどれ
だけ遠くに長く飛ばせるかという課題に約3ヶ月間取り組みました。
他にもソーラーカーを走らせる実験や簡単なプログラムを組み込む
実験など、1年次だけでも様々な実験を実際に行うことが出来ます。
機械に興味を持っているのであれば、是非機械システム工学科で
学んで、
充実した大学生活を過ごしてみませんか？

※工学科および各コースは2017（平成29）年度設置予定（認可申請中）であり、内容は変更されることがあります。
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知能情報コース

福祉機器等の様々な分野で応用可能です。

国際協力論

建築学コース

等）、工作機械、材料、エネルギー、電気機器、精密機械、ロボット、IT、食品、医療・

地域創生論

インターンシップ

社会基盤デザインコース

制御等の広範な機械工学の基礎を学ぶことによって、輸送機械（自動車、航空機

キャリアデザイン

卒業研究

知能情報コース

な分野で活躍できます。材料力学、機械材料及び加工学、流体力学、熱力学、機械

4年次

情報リテラシー

学

建築学コース

ゆる産業の基幹となる重要な学問分野であるため、就職先のニーズも高く、様々

キャリアデザイン入門

3年次

共通教育
（教養（健康・人文・社会）
総合・基幹領域）

入

社会基盤デザインコース

機械工学コースは近年の社会ニーズを踏まえ、従来の機械システム工学科を発
展的に継承し、次代の機械技術者を育成するためのコースです。機械工学はあら

2年次

電子情報通信コース

1.分析・行動

1年次

卒 業（進学・就職）

電子情報通信コース

身に付けるべき
知識・能力等

電気システム工学コース

電気システム工学コース

4. 協働・コミュニケーション（チームワーク、コミュニケーション・スキル）

エネルギ ー 環 境 工 学 コ ー ス

エネルギ ー 環 境 工 学 コ ー ス

「機械工学を基礎から学び、
あらゆるものづくり産業のエンジニアを目指します」

Mechanical Engineering Program

コース概要

ることを目指します。

機械工学コース

機械工学コース

機械工学コース

学習教育目標とカリキュラム構成

本コースの教育カリキュラムは、コース概要にて述べた技術者となることを目指して、卒業までに以下の知識・能力を身に付けら
れるように構成されています。カリキュラム構成と主な科目を下図に示します。

1. 分析・行動（地域・国際性、自立性）

広く国際社会を俯瞰したエネルギー・環境問題の現状を捉えつつ、地域との関わりを意識した持続可能な社会と人との諸問題につ
いて自主的かつ継続的に学習し、
自らの考えを構築する能力を身につけている。

2. 倫理（社会性）

知識や情報を、
社会規範と高い倫理性をもって適切に判断し、
責任感をもって行動する能力を身につけている。

3. 知識（専門性、情報リテラシー）

4. 協働・コミュニケーション（チームワーク、コミュニケーション・スキル）

自らの考え方が説明でき、かつ他者の考え方をも理解できるコミュニケーション能力を有するとともに、他者と相互に協力しながら
行動する能力を身につけている。
また国際社会で必要な英語などによるコミュニケーション基礎能力を身につけている。

5. 解決・統合（問題解決力）

獲得した知識やスキル、考え方や経験等を総合的に活用することによって、エネルギー・環境に関する課題に対して、計画性をもって
実行・解決する能力を身につけている。

1.分析・行動

1年次

2年次

3年次

キャリアデザイン入門

4年次

キャリアデザイン

地域創生論

インターンシップ

国際協力論

電子情報通信コース

電子情報通信コース

身に付けるべき
知識・能力等

産業社会学原論

共通教育
（教養
（健康・人文・社会）
総合・基幹領域）

2.倫

理

技術者の倫理

材料力学

環境工学

腐食防食工学

品質管理

流体工学

制御工学

エネルギー流体機械

環境流体工学

機構学

物理学・物理学実験

熱力学

環境計測工学

エネルギー移動工学 エネルギー空調機器

化学入門、
化学実験

材料工学

電気工学概論

工学融合科目

製図基礎

4.

協働・
コミュニケーション

機械システム工学科

我那覇遥奈（4年次）
エネルギー環境工学コースでは、自然エネ
ルギーの効率的な変換技術や省エネ制御、
環境への負荷が少ない材料の開発など、これ
からの21世紀を担う幅広い専門知識を身につ
けることができます。
また、工学実験やマネジメント工学といった
実習形式の講義も充実しています。そのため、
就職活動のときに広い視野を持って職種を
選ぶことができると思います。
これらの分野で基礎となるのは微分・積分
です。なので、当コースに来ようと思ってる方
は、高校生のうちに微分・積分をきちんと勉強
しておくと、大学に入ってからすっごく役に立
つと思います！

英語購読演習

英会話演習

工学基礎演習

プロジェクトマネジメント演習

技術英語
エネルギー環境工学実験

1年終了時
コース確定

基礎科目（必修）

エンジニアリングデザイン演習

エネルギー環境工学
プロジェクト演習基礎

数値計算
エネルギー機器設計演習

応用科目（必修・選択）
【卒業研究】

主な研究テーマやキーワード
エネルギー工学、環境工学、エネルギー移動工学、数値流体力学、環境計測工学、
腐食防食、複合材料学、伝熱工学、熱力学、磁気制御溶接、金属疲労、自動車軽量
化技術、熱応力解析、知能制御工学、信号処理、人工知能、神経回路モデル、進化
と生態系の数理、画像処理、バイオインフォマティクス、ブレインマシンインター
フェイス、セイバーメトリクス、Webマイニング、流れの遷移、再生可能エネル
ギー、メタンハイドレート、電析電気化学、二酸化炭素固定化技術、プロジェクト
マネジメント工学 など

想定される進路先

【製造業】
三菱重工業、UACJ、日立パワーソリューションズ、
三菱マテリアル、三重金属工業、金秀アルミ工業、琉球セメント など
【電気・ガス】九州電力、九電工、新菱冷熱工業、沖縄電力、
沖縄エネテック、沖縄新エネ開発 など
【技術サービス】
NTTファシリティーズ、大気社、アルトナー、
沖縄プラント工業、沖縄日立 など
【建設業】高砂熱学工業、五洋建設、国場組、環境設計国建 など
※詳細はP22参照

■学生の声

機械システム工学科

河田侑樹（2年次）

福知山高校卒（京都府）

大学に入ってからの授業は、高校までと違って自分たちが主体的
に活動する内容のものが多数あります。例えば、情報科学演習では、
学習の仕上げとしてグループに分かれてプレゼンを体験しました。他
にも機械基礎工学では、モノづくりの基礎を学ぶために実際にヤス
リやノコギリを用いて0.1ミリ単位の加工を行いました。基礎製図で
は、定規やコンパスを用いてネジや豆ジャッキなどを製図しました。そ
のどれもが初めて体験するものばかりで、
とても刺激的でした。
もちろん、数学や物理、専門科目（熱・流体・材料・機械力学）などの
座学も履修します。全く新しい内容もあれば、今までの学習を深く掘
り下げたものもあり、理解するのは簡単ではないですが勉強を続け
て分かってくると面白いです。
数学・物理・工作・実験がお好きな皆さん、琉球大学で楽しい大学
生活を送ってみませんか？

※工学科および各コースは2017（平成29）年度設置予定（認可申請中）であり、内容は変更されることがあります。
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知能情報コース

知能情報コース

那覇国際高等学校卒

大学英語

建築学コース

建築学コース

5.解決・統合

プロジェクトマネジメント工学

日本語表現法入門

社会基盤デザインコース

確率及び統計

卒 業（進学・就職）

学

社会基盤デザインコース

識

工業数学
微分積分学

卒業研究

入

工業力学

3.知

■学生の声

知的財産権

基礎情報処理

電気システム工学コース

電気システム工学コース

幅広い教養と自然科学の基礎知識を有するとともに、エネルギー・環境についての専門知識を体系的に理解し、活用できる能力を身に
つけている。

エネルギ ー 環 境 工 学 コ ー ス

エネルギ ー 環 境 工 学 コ ー ス

「エネルギーと環 境 を幅 広 く学 び、
エネルギー環 境 問 題 を 地 球 規 模で考 えま す 」

Energy and Environment Program

コース概要
将来にわたって持続可能な人間活動、安全・安心な社会を実現するために、安定
的なエネルギーの供給および環境との共生が強く求められています。周囲を海に
囲まれた沖縄県ならびに海洋社会を共有する近隣の島嶼地域においても、ほぼす
べてのエネルギー源を輸入に頼っていること、また地域が保有する自然は大事な
観光資源であることからも、将来のエネルギー供給や環境保全・共生などエネル
ギー環境問題は地域が 直面する非常に重要な課題です。本コースは、エネル
ギー・環境に配慮したエネルギー源や環境負荷低減技術の開発と利用、および機
械・電気工学におけるエネルギーの効率的な変換や制御と環境に配慮した材料な
どの幅広い専門的な知識を有すると共に、それら複数の分野を統合マネジメント
し、総合的な問題に対応できる技術者を育成します。
教育カリキュラムは、共通教育科目により、持続可能な社会構築等の多面的視
野の重要性や地域と国際社会との関わりを学ぶことができます。また専門科目に
おいて、初年次からエネルギー・環境に必要な自然科学に関する基礎を学び、エ
ネルギーの効率的な変換・制御、および環境に配慮した材料に関する知識を習得
することができます。そして高年次では、習得した知識を活用し、計画性をもって
実行・解決するための統合マネジメントおよびコミュニケーション基礎能力を習
得することによって、総合的な問題であるエネルギー・環境分野に対応できる技
術者を目指します。

機械工学コース

機械工学コース

エネルギー環境工学コース

学習教育目標とカリキュラム構成

機械工学コース

機械工学コース

電気システム工学コース

コースの教育・研究内容
Electrical and Systems Engineering Program

■教員の声
准教授

原田繁実
「電気」という言葉を聞くと皆さんは古臭いイメージを
持つかもしれません。しかし、電気を発生させ、届け、皆
さんが消費する仕組みは、どんどん進化しています。例

エネルギ ー 環 境 工 学 コ ー ス

えば、最近ではスマートビルディングやスマートホームと

電気システム工学コース

電力工学・電力変換・電気機器分野
【教育・研究のキーワード】
電力システム、スマートグリッド、再生可能エネルギーの活用、電気自動車・
電動機の制御、太陽電池の効率的利用、プラズマによる滅菌、磁性材料、電
池材料

呼ばれるように、家庭やビルなどの電気を消費する側で
も、使うタイミングや量を調整して、社会全体として電気
をより良く使うための仕組みが研究されています。この
ためには、電気の発生・送電・消費に関わる多数の機器
をまとめて一つの「システム」とみなして、状況の変化に
応じて常に調整をする必要があります。
本コースでは、電気の発生・送電・消費の基礎から最
先端のスマートグリッドまでを学び研究することができ

電気システム工学コース

ます。皆様の入学をお待ちしています。

電子情報通信コース

電子情報通信コース

社会基盤デザインコース

▲電力系統シミュレーション

■学生の声

電気電子工学科

金城亮汰（4年次）
向陽高校卒

私が電気電子工学科に進学した理由は、目に見えない

社会基盤デザインコース

「電気」というものを見てみたいという気持ちがあったか

建築学コース

▲プラズマによる滅菌実験

▲高電圧実験

らです。
世の中には電気で動いているものがたくさんありま
す。テレビ、ケータイ、パソコンや自動車など、いろいろな
ものが電気電子の技術を使って作られています。しかし、

制御工学・ロボティクス分野

高校の知識だけでは、内部でどのような現象が起きてい

【教育・研究のキーワード】
制御工学、
組込み制御、
生体信号の計測、
介護支援ロボット

建築学コース

「 電 気エネルギー技 術の発 展により
社 会 基 盤の未 来 を 切 り拓 きま す」

エネルギ ー 環 境 工 学 コ ー ス

本コースでは、電気電子システム工学の基礎から、スマートグリッドや再生
可能エネルギーの制御、健康医療関連産業の制御に関する専門的知識と技
術を身につけることができます。
それらの教育を通して、現代社会の基盤である電気エネルギーの効率的
な発生や変換技術に加えて、人口減少や超高齢化社会に向けて持続可能な
社会の形成に必要とされる再生可能エネルギーやロボットの活用を推進し
ていくため、電気工学やシステム制御工学の専門知識を有し、幅広い視野と
柔軟的思考を兼ね備えた人材を育成することを目的とします。

るからこのような機能が生まれるといったことを具体的
に学ぶことはできません。しかし、この学科では、トラン
ジスタやMOSFETなどの素子の内部での電流の動き
や、携帯に使われる電波の仕組みや、動機器や発電機の
仕組みなど電気が使われている様々な分野を網羅して

電気エネルギーは現代社会の基盤を形成する重要な要素
となっており、環境問題の観点から、電気エネルギーの効率
的な発生や変換技術が求められています。また、沖縄県のよ
うに離島を多く有する島嶼地域におけるエネルギー確保も
重要であり、再生可能エネルギーの活用や新たな電力シス
テムであるスマートグリッドの開発が求められています。さ
らに、人口減少や超高齢化社会を本格的に迎えることから、
ロボットの活用や医用電子工学分野の発展も必要されてい
ます。
本コースは、このような社会要請に応えるために、電気工
学やシステム工学の専門知識を有し、幅広い視野と柔軟的

ます。

思考を兼ね備えた技術者や研究者を育成することを目指し
ています。本コースでは、共通教育課程において、幅広い教
養と外国語を主としたコミュニケーション能力を養成しま
す。専門教育課程においては、１、２年次において、電子情報
通信コースとともに工業数学や電気電子工学分野の基礎学
力を養成します。３、４年次においては、電気工学やシステ
ム工学に関する専門科目を提供し、専門知識や技術を修得
させます。これらを系統的に履修することによって、電気主
任技術者、電気工事士、電気工事施工管理技士などの各種
資格へ繋げていきます。

私は、初めに入学したばかりのころはプログラミングや
FPGAといった通信系の道に進もうと考えていたのです
が、数多くの分野を学ぶうちに発電所から家庭までの電

▲ロボット制御実験

力のやりとりに興味を抱くようになり、今ではその分野を
中心に勉強しています。
電気電子工学科は電気に関する様々な分野を幅広く
学ぶことができます。具体的に何がやりたいのかわから
なくとも、自分がやりたい分野を見つけるチャンスが多い
所だと思います。
電気が使われているものに興味がある人は、ぜひこの
コースに入学してみてください。

▲風船ロボットの制御

▲脳波計測実験

※工学科および各コースは2017（平成29）年度設置予定（認可申請中）であり、内容は変更されることがあります。
10 Faculty of Engineering
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知能情報コース

知能情報コース

います。もちろん、プログラムについても学ぶことができ

コース概要

機械工学コース

機械工学コース

コースの教育・研究内容

電子情報通信コース

Electronic and Communication Engineering Program

准教授

野崎伸也
携帯電話が普及し始めて約３０年が経過しました。そ
れまでの間にどこでもつながるようになり、
そして簡単に
ポケットに入るほどに小型化され音質も向上しました。
こ

術によるものです。
これらは携帯電話だけではなく多くの

【教育・研究のキーワード】無機半導体、有機半導体、誘電材料、デバイス作
製技術、太陽電池、トランジスタ、薄型ディスプレイ、センサー

システムにも必要な、
社会を支える大切な技術です。
さら
に近年では音声だけでなく動画などのデータ通信もでき
るようになり、
電子情報通信の技術が社会に果たす役割
は今後も重要となっています。
そこで、電子情報通信コースでは、電子部品、情報処
理、
通信と、
そしてこれらの技術に必要な計測技術などに

電気システム工学コース

電気システム工学コース

電子部品、情報処理、そして通信などの電子情報通信技

電子材料・デバイス分野

ついて学ぶカリキュラムを用意しています。
電子情報通信

▲気相合成した
ダイヤモンド薄膜

▲トランジスタアレイ

これらを学ぶおもしろさを体験してもらえるかと思いま
す。
そして皆さんの創造力で新たな電子情報通信技術の
開発にも挑戦してみませんか。

▲多孔質シリコン

【教育・研究のキーワード】
無線通信、光通信、リモートセンシング、信号処理、レーダ、アンテナ

■学生の声

電気電子工学科

牧野信夫（4年次）

土浦工業高校卒（茨城県）

私は、高校生の頃、大学教育の必要性を感じておらず、
高校卒業後はビジネススクールを経てシステムエンジニア
として働いていました。
しかし、
リーマンショック後のソフト
ウェア開発業界の落ち込みをきっかけに、大学教育の必
要性を認識するとともに、ソフトウェアよりもハードウェア

▲海洋レーダの洋上観測

建築学コース

建築学コース

▲フェムト秒レーザを
用いた超広帯域光源
発生実験

社会基盤デザインコース

社会基盤デザインコース

通信工学・計測工学分野

電子情報通信コース

電子情報通信コース

技術は私たちの生活に身近なものに使われているので、

の分野においてエンジニアとして働きたいという思いから、

▲開発中のアンテナ

琉球大学電気電子工学科で学ぶことを決めました。
大学の講義では、
専門的な勉強だけでなく、
ブランクの
あった基礎的な部分や、まったく新たな分野の知見も学
ぶことができました。
また、
かねてよりハードウェアの開発
に進みたいとの思いがあったため、
選択科目は、
半導体物
性など、
電子物性工学に関連する科目を中心に受講し、
ま
た、
現在、
有機EL素子や有機太陽電池などを試作・評価し
ている研究室で卒業研究に取り組んでいます。未だ専門
家への道は遠いですが、
再び学ぶ場を得られたこと、
そし
て新しい道を模索する機会を得られたことは、
とてもうれ
しく思っています。
受験生の皆さんも、
自身の選ぶ道に迷うことはあるかと
思いますが、
現時点でどのような道を選んだとしても、
それ
は終わりまでの一本道ではなく、
様々な可能性をもった道

▲2.5mm 角チップの
エミュレータ

▲次世代スパコン

ですので、
臆することなく進んで欲しいと思います。

▲VLSI レイアウト設計
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知能情報コース

知能情報コース

【教育・研究のキーワード】計算機工学、量子計算機、計算知能工学、コン
ピュータサイエンス、コンピュータビジョン、ディペンダブルシステム、VLSI設
計、コンピュータアーキテクチャ

※工学科および各コースは2017（平成29）年度設置予定（認可申請中）であり、内容は変更されることがあります。
12 Faculty of Engineering

エネルギ ー 環 境 工 学 コ ー ス

「 安 全・安 心・健 康で豊かな 社 会 を 創るために
高 度な知 識と実 践 能 力 を 備 えた 技 術 者 を 育 成 しま す 」

エネルギ ー 環 境 工 学 コ ー ス

(Internet of Things)技術により、効率的な機器運用や医
療への応用、ビッグデータの解析など新しい社会変革が始
まっています。近い将来、1兆個のセンサー（トリリオンセン
サー）が日常的に使われ、IoTと共に未来の社会を支える技
術となるでしょう。本コースでは、これらを幅広く体系的に学
べるカリキュラムを用意しており，電気通信主任技術者等の
各種資格へも繋がります。本コースの前身となる電気電子工
学科の卒業生は、日本のみならず世界で活躍しております。
皆様が将来の夢を実現できる環境を準備していますので、
是非当コースへ入学されお会い出来ることを楽しみにしてお
ります。

■教員の声

れらが実現できるようになったのはLEDや半導体などの

電子回路・計算機工学分野

コース概要
電子情報通信コースでは、全ての産業を支える基盤技術
である電子情報通信技術について学び、高度な専門知識を
身につけ、新たな応用を切り開く能力を持つ人材の育成を目
指しています。電子情報通信工学はコンピュータや環境、情
報まで幅広い分野を扱い、様々な機器を生み出してきまし
た。現在、
「 安心して暮らせるコト」、
「 健 康な生 活を送るコ
ト」、
「 持続可能な社会であるコト」等を実現するために、太
陽電池や燃料電池などの発電機器や省エネルギー素子、セ
ンサーなどの電子素子、組み込み技術、計測技術、高速大容
量の情報通信技術の開発がこれまで以上に必要とされてい
ます。最近では、あらゆる物をインターネットにつなぐIoT

本コースでは、電子材料、電子デバイス、回路設計、計算機、ソフトウェア、
信号処理、情報通信工学など、エレクトロニクスならびに情報通信工学に関
する専門的知識と技術を身につけることができます。
それらの教育を通して、進展する高度ICT社会を根幹から支えるエレクト
ロニクス技術と情報通信技術の基礎知識を有し、さらに情報通信機器の高
機能化を実現する集積回路技術や新機能デバイス、高度通信技術、高度セン
シング技術などの専門知識を備え、情報通信、エレクトロニクス、またその融
合分野で活躍できる人材を育成することを目的とします。

機械工学コース

機械工学コース

社会基盤デザインコース

主な教育内容
Civil Engineering Program

神谷大介
本コースでは、私たちが生活する基盤、観光等の経

・社会システム計画学

災害リスクマネジメント、交通計画、
住民参加型まちづくり、観光地域計画

・水圏環境工学

河川・沿岸環境デザイン、波・ビーチ設
計、津波防災、コンピュータシミュレー
ション

・地圏環境工学

海底環境・資源、地盤災害、斜面崩壊

・構造設計工学

橋梁設計、防食設計、耐風・耐震工学、金
属疲労強度学

・建設材料学

維持管理、劣化診断技術、モニタリング
新素材開発、計算力学

済・産業の基盤をデザインする工学を学びます。安全・
安心・快適な生活を送るためには、水道等のライフライ
ン、地震・津波・台風等の災害から社会を守るための施
設整備、人々の移動を支える道路や橋等の構造物が必
要です。これらは自然環境と調和しなければならず、近
年では自然環境・生態系を再生するための技術開発も
行っています。物を造るだけでなく、社会をマネジメント
する技術開発も行っています。渋滞緩和のために車を賢
く使う社会の仕組みづくり、災害に対して被害を軽減す
るための情報技術等の研究も行っています。生活・観

海浜公園のデザイン

光・防災等多様な視点から社会を創る技術を共に学び

多くの人が利用する公園は、大切な社会基盤のひとつです。公園をデザイ
ンするにあたっては、景観を考えるだけでなく、車椅子やベビーカーの利用
者も利用しやすいようにバリアフリー設計とする必要があります。

ましょう。

電子情報通信コース

“

”

電子情報通信コース

■学生の声

環境建設工学科（土木コース）

松田愛子（4年次）
読谷高校卒

三年間本コースで学習してきて思うことは、社会基盤

▲瀬長島サンセットビーチのデザイン

▲バリアフリー設計

工学はかっこいいということです。入学当初は、分からな
いことや難しいことが多く、不安になることもありまし
た。しかし、各授業で先生方が熱心に教えてくれて、社会

社会基盤構造物である橋、モノレール、ダム、トンネ
ル、防波堤などの維持管理は重要な課題であり、その
構造物の変状を検査する計測システムやコンピュータ
シミュレーション技術の研究開発を行っています。

かっこよさに気が付くことができました。

基盤工学に関する知識が増えていき社会基盤工学の
講義は座学だけではなく、実験や実習、現場に足を運
ぶ機会もあります。自分自身で現場を見て、話を聞くこと
が出来るのでとても良い経験になります。また、沖縄なら
ではの話を聞けることが琉大の本コースの魅力のひとつ
です。
将来、建設関係の職に就きたいと思っている人や興味
がある人はもちろん、今からでも勉強してみたいと思って
いる人でも楽しんで学んでいけると思います。ぜひ、琉大

▲非破壊検査と構造解析による橋脚の健全度診断

の社会基盤デザインコースで学んでみてください。

進路状況
本コースの進路の特徴は、
技術公務員（国家公務員、地
方公務員：沖縄県庁・市役所
など）と建設会社などに就職
し、道路、離島架橋、空港、港
湾、鉄軌道の整備や災害に強
く、環境に優しい街づくり等
で活 躍する技 術 者を輩出し
ています。

その他民間 4%

進学 24%

進路状況 公務員

（過去5年間） 44%

▲卒業した技術公務員が活躍した伊良部大橋の架橋

コンサルタント
7%

建設業
21%
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▲コンクリート構造物の異常検知計測

※工学科および各コースは2017（平成29）年度設置予定（認可申請中）であり、内容は変更されることがあります。
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建築学コース

建築学コース

社会基盤構造物の維持管理

社会基盤デザインコース

社会基盤デザインコース

本コースでは、社会基盤施設の計画・設計・建設・維持管
理までを体系化された専門知識の習得を通して、持続可能
な社会基盤の創生へ貢献できる技術者を育成します。また、
フィールド科学、実験科学および計算科学などの先進手法
を融合した専門知識を習得し、気候変動や自然災害に対す
る超域環境防災の諸問題解決へ貢献できる技術者を育成し
ます。さらに、日本で唯一の亜熱帯性・島嶼性・海洋性の地
域特性を活用した教育・研究を推進し、グローバル社会へ貢
献できる専門技術者を育成します。

准教授

電気システム工学コース

電気システム工学コース

「社会基盤」とは、都市を形成する公園、道路、橋、モノレー
ル、トンネル、空港、港湾、ダム、海岸など、私たちの生活を支
える公共施設の総称です。また、
「 デザイン」とは、解決すべ
き問題に関して、幅広い知識と高度な専門技術を活用して、
公共の福祉、環境保全、経済性などの制約条件下において、
社会ニーズに応える最適な解決方法を創造できる能力を示
し、本コースでは災害に強く自然環境と調和した安全・安心・
快適なまちを創造できる能力を意味します。

育成する人材像

研究キーワード

■教員の声

エネルギ ー 環 境 工 学 コ ー ス

「 災 害に強 く、自 然 環 境と調 和 した
まち創 り をデザインする技 術 者 を 育 成 します。」

エネルギ ー 環 境 工 学 コ ー ス

コース概要

1、2年次では、社会システム計画学、構造力学、水理学、土質力学、建設材料学、測量
学、基礎流体力学、デザイン基礎、情報処理解析法などの数学や物理をベースとする自
然環境や科学技術を理解する専門基礎能力を修得します。3、4年次では、海岸、地盤、
橋デザイン、インフラ維持管理、都市計画、減災計画、海底資源工学などの専門応用能
力を修得し、災害に強く、環境と共生した魅力あふれる社会基盤をデザインするため
の専門知識を習得することができます。

建築学コース

Architecture and Building Engineering Program

コースの教育・研究内容

【建築デザイン・計画分野】
●建築設計 ●空間設計
●建築計画 ●建築史
●沖縄建築研究
●リノベーション
●東南アジア建築研究

▲建築物視察

▲設計製図課題

●都市計画の理論と実践
●計画策定支援
●地域生活空間計画
●高齢者や子どもの
生活と都市
●亜熱帯都市のデザイン
●沖縄の風土とまちづくり

▲意見交換セミナー

●航空機騒音
●室内音響
●採光・照明
●温熱環境

環境建設工学科の建築コースは「人間生活の基礎」
となる建物や都市を作るための学問を勉強するところ
です。
今日我々は、自然と地球環境との共生、自然災害に
対する安全性の高い建築・都市のデザイン、建物の維
持管理や歴史建築物の保 全と再生、さらには環境問
▲外部温熱環境

【建築材料・建築生産分野】

らの課題を解決するために建築に携わる技術者が重
要な役割を果たすことが期待されていると考えます。
そこで建築学コースでは幅広い視野を持つ研究や教
育を行っています。よりよい建築技術を目指して一緒に
学んでみませんか。

▲スランプ試験

■学生の声

【建築構造・耐震工学分野】

環境建設工学科（建築コース）

●鉄筋コンクリート構造

尾身頌吾（4年次）

●構造設計 ●耐震診断

八重山高校卒

小さな離島に生まれた私にとって内地の町並みや、
建物
にとても強いあこがれを抱いており、
こんな建物を自分の
手で作りたく、
大学で建築学を学ぶことに決めました。
大
学で学んでみて感じたことは、
建築学という学問の幅の広
▲耐震構造実験

計、設備の設計を身に付けなければなりません。
工学の中にあって文化・芸術としての側面を持つことは
建 築学の特色です。さらに都市・農 村の生活環境、都市の
計画と社会 制度のあり方まで人と社会に関わる分野に広
がります。
琉 球 大 学 の 建 築 学コースは 、沖 縄 の 特 色 ある自然 、文
化 、社 会 のもとで地 域に根 差した 建 築を探 求 するととも
に、世界に視野を広げた普遍的な技術を習得し、国内外で
活躍する建築技術者を養成します。

▲損傷導入実験

さです。
皆さんは建築と聞くと建築設計を思い浮かべると
思います。しかし、
実際には設計製図の他に構造や、
設備

【建築防災工学分野】

についてなど様々な分野があります。
そのため、
講義の内

●自然災害による被害
（地震、津波、台風）に
関する研究

幅広くなっており、大変ではありますがとてもやりがいの

容も物理や数学といった計算から建築の歴史に至るまで
ある学問だと思います。
2年次に受けた設計製図の授業で
は友達と作品の案や建築についての考えを語り合ったり、
実際に敷地を見に行って現地の人の話を聞いたりとても充

●木質構造に関する研究

実した時間を過ごすことができました。
作品が完成した時

●基礎構造に関する研究

の達成感は今でも忘れられません。
みなさんも私達と共に
建築を学んでみませんか。
▲木造修復現場

▲基礎杭の調査

※工学科および各コースは2017（平成29）年度設置予定（認可申請中）であり、内容は変更されることがあります。
16 Faculty of Engineering
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知能情報コース

知能情報コース

●耐震補強

コース概要

建築学コース

建築学コース

▲微粉砕作業

社会基盤デザインコース

社会基盤デザインコース

題対策などについて多くの課題を抱えています。これ
▲無響室バイオリン実験

●RC構造物の長寿命化に
関する研究
●塩害環境評価に関する研究
●コンクリート充填シミュレーション
●廃棄物の有効利用に関する研究
●各種建築材料の特性に
関する研究

電子情報通信コース

電子情報通信コース

教授

カストロ ホワン ホセ

●耐震構造実験

建築学は、人間が 安全・安心で豊かな生活を送るための
生 活空間を築く知 識と技 術の体系です。様々な分野の素
養が求められる総合的な工学です。
台風、地震、津波などの災害から人間を守るためには、自
然の営みを理解するとともに、建物に加わる力についての
理論、建築材料に関わる知識とこわれにくい建物をつくる
技術が必要です。
快適で住みやすい建物を実現するには、人と環境の関係
を知り、空 気やエネルギーの性 質を理 解し、建 築・都市 設

■教員の声

▲プログレスミーティング

【環境工学・建築設備分野】
●建築音響
●建築設備
●騒音制御
●日射・日照
●伝熱工学

電気システム工学コース

「 人・社 会・自 然の共 生 を 図 り
国 内 外で活 躍できる建 築 技 術 者 をめざしま す」

電気システム工学コース

【都市計画・地域生活空間分野】

エネルギ ー 環 境 工 学 コ ー ス

エネルギ ー 環 境 工 学 コ ー ス

●建築デザイン

本コースでは、沖縄の地域特性を生かした
教育や研究を行っています。例えば、亜熱帯地
域の自然環境と調和した建築計画やまちづく
り（都市計画）、快適な住環境や騒音といった
環境問題，沖縄の建物の大部分を占める鉄筋
コンクリート構造、建築材料の特性や耐久性、
沖縄の地震・津波・台風，木造などの教育や研
究が充実しています。
将来、建築の設計、施工、構造、設備、行政、
都市計画など幅広い分野で、地域はもとより
国内外で貢献する業種で活躍する仕事がした
い人は、ぜひ建築学コースで学んでください。

機械工学コース

機械工学コース

教育・研究のキーワード

機械工学コース

機械工学コース

Computer Science and Intelligent Systems Program

知能情報分野の専門知識・実践力及び幅広い教養と技術
者倫理を身につけるとともに、変動する複雑な社会で柔軟
かつ自律的に対応できる人材を育成することを目的として
います。

■学生の声
情報工学科

仲村渠亨（4年次）

エネルギ ー 環 境 工 学 コ ー ス

エネルギ ー 環 境 工 学 コ ー ス

普天間高校卒

情報工学科に進もうとしているそこのあなた！その選択は間違っていませ

育成する人材像

ん。是非情報工学科に進んでコンピューターの『スペシャリスト』になりません

①知能情報コースは、コンピュータサイエンスをベースに人
工知能を融合することで、21世紀の新しい情報技術を創
出できる人材を養成します。
②進展著しい情報技術分野で持続的に成長可能な技術者
にするために、専門知識とスキルのみならず、幅広い教養
と、自律性、柔軟性、コミュニケーション能力、課題解決力
を修得させます。
③卒業後は、大学院進学や民間企業（情報通信産業、他産
業の情報関連部門）での技術者としての活躍が期待され
ます。

か？琉球大学情報工学科では、はじめにプログラミング等の基礎技術を高めな
がら様々なことを学ぶことができます。またこれからの情報工学科は英語に力
を入れていくためグローバルで活躍したいという人にもとてもオススメです。
英
語苦手で心配だな～という人にも大丈夫！情報工学科には面白い先生や心強
い優秀な先輩方がたくさんいます。講義以外にも、学科ネットワークを自ら保

電気システム工学コース

電気システム工学コース

守・運用してネットワークについて学ぶことができたり、最近ではIGDA琉球大
学というゲーム開発を行う世界的な組織があり、ゲームを作りたいという人に
もオススメです。情報工学科は就職にも強い学科です。今までには富士通・
NEC・日立・東芝のような大手電気機器メーカーから、最近ではサイバーエー
ジェント・ミクシィ・コロプラ・ドワンゴのようなWebサービスやスマホアプリな
どの開発を行う企業への就職も増えており、就職先も様々です。そんな情報工
学科に入学して輝かしい大学生活を過ごしてみませんか。

AR
（拡張現実）
に関する研究

超音波大容量海中通信装置の開発

拡張現実（AR）は、カメラで撮影した映像に対してリアル
タイムに情報を付加する技術であり、屋外の観光施設（城跡
など）
での利用に向けて研究しています。

海洋資源探査などへの利用を目指し、水中でも通信が
できる超音波帯域信号を用いた大容量通信装置を開発し
ています。

視線追跡装置による入力操作の研究

環境のリアルタイム計測と自律ロボットによる作物収量
の高効率と省力化を目指した研究を行っています。

現状ではまだ高価な視線追跡装置を、できるだけ安価
に提供する事を目指した研究を行っています。

▲

▲

赤外線webカメラの利用

の3分野に加えて、新分野として④ビッグデータ収集分析等
のデータサイエンス、⑤サイバー空間の平和を守るネットワー
クセキュリティの教育・研究を充実させ、
「 アジア太平洋で活
躍できるグローバル人材の育成」や「世界的競争力のあるイノ
ベーションを創出できる人材の育成」を新たな目標として掲
げることとしました。具体的には、人とつながり、忍耐強く、そ
して創造力に富んだ情報技術者育成と言えるかと思います。
今後増々高度化するコンピュータ・ネット―ワーク・人工知能
を人間社会で役立てていける、技術力と伴に人格的に尊敬さ
れる人間を育成する教育・研究機関を目指しています。

自律ロボット

日本 の人口はピークを 過ぎ減 少 傾 向に入り 、沖 縄 県も
2020年以降には人口減少になると予測されています。戦後７
２年・復帰45年を迎える若者の多い沖縄県は、これからは日
本の中核プレイヤーとして自立的に経済発展することが強く
期待されています。
沖縄県策定の「21世紀ビジョン」構想で大きな原動力とし
て期待されているのが、
「情報通信産業の高度化・多様化」で
す。琉球大学工学部情報工学科は、改組により、知能情報コー
スとして生まれ変わり、他コースとの連携を強化しつつ、これ
までの①コンピュータシステム、②ロボットや人工知能のよう
なコンピュータ応用、③インターネットに代表される情報通信

知能情報コース

知能情報コース

コース概要

※工学科および各コースは2017（平成29）年度設置予定（認可申請中）であり、内容は変更されることがあります。
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建築学コース

施設園芸用自律ロボットの研究

社会基盤デザインコース

建築学コース

船舶と潜水艇の超音波通信の様子

▲

屋外ARアプリのイメージ図

社会基盤デザインコース

▲

電子情報通信コース

電子情報通信コース

「 人 々がより良 く暮 らせる情 報 社 会の実 現に向 けて
コンピュータ・ネットワーク・人工 知 能 分 野 を 探 究 しま す」

知能情報コース

コースの教育・研究内容

University of the Ryukyus 2016 19

大学院理工学研究科（工学系）

高度に進歩した科学技術は、自然環境や人間社会に大きな影響を与え、変化させています。現代、科学技術
に携わる者には人類と環境の共生を追求することが要求されます。
本研究科は、社会の要請に応えるために学問の総合化、学際化を通して新しい研究分野の開発を進めてい
ます。自らの資質を高め、高度な専門知識を自ら修得し、広い視野と国際感覚を兼ね備えた創造力豊かな研究
者の養成に努めています。社会人入学制度により、意欲的な社会人に大学院の門戸を開き、高度な教育研究の
機会を提供しています。多数の留学生を受け入れ、国際的な要請にも応えています。一般留学生の他に英語で
授業を行う特別コ−スがあり、一層の交際貢献に努めています。
大学院は、学部の上に積み上げられた博士前期課程と博士後期課程から成ります。院生は、研究室におい
て、学部で学んだ専門知識や研究成果をより一層深めます。そして、更に未知の分野に新しい展開を試み、問
題解決の能力を磨きます。

学生からのメッセージ
知識を深めつつ就職活動も円滑に進めることが可能です。
機械システム工学専攻では自分が興味を持ったことについて指導教員の先生とともに日夜研
究をしています。学会間際では忙しくしていますが、普段は研究室の学生と食事に行ったり、
雑談をしたりできる、明るく、落ち着いた環境となっています。指導教員の先生は、厳しいとき
もありますが学生のことを第一に考えて対応してくださる先生ばかりです。また、就職に関して
も学部卒よりも院卒の方が内定率が高くなっているので、知識を深めつつ就職活動も円滑に進
めることが可能です。少しでも、研究に興味のある方、より専門的な知識を得たい方は一度琉
球大学大学院への進学を考えてみてはいかがですか。

▲

博士前期

冨岡

功哉

機械システム工学専攻

電子工作教室等のボランティアに参加して、地域貢献活動にも取り組んでいます。

アドミッションポリシー
【機械システム工学専攻】
機械工学およびその関連領域において、十分な基礎学力を有し、高度な専門知識や技術を修得することによって、
広く国内外で活躍する意欲のある人材を求めます。

【環境建設工学専攻】
自然と調和し安全で快適な社会基盤施設、建築物、それらの集合した都市について、高度な技術の修得と研究に
意欲を持って取り組む次のような人を求めます。

（1）安全で豊かな社会の建設に関わる高度な技術の修得と研究に取り組もうとする人
（2）人間社会と環境の関係についての高度な技術の修得と研究に取り組もうとする人
（3）グローバルな視点に立った専門家として社会貢献することに価値を見出す人
【電気電子工学専攻】
電気電子工学に関する幅広い基礎知識を有し、さらに高度な専門知識を修得して将来、技術者・研究者として
社会に貢献したいという意欲のある学生を求めます。

【情報工学専攻】
情報工学、数学および英語の基礎学力を有するとともに、以下の項目に対して強い向学心を持っている人を求めます。

（1）情報工学分野の深い知識と応用力
（2）広い視野と柔軟性を持ち関連分野あるいは異分野を理解する能力
（3）情報工学分野の課題設定を行い解決する能力
（4）コミュニケーション能力、
リーダーシップ能力

下地

翔

電気電子工学専攻

私は再生可能エネルギーを導入した建物のエネルギーマネジメントに関する研究に興味があ
り、大学院に進学しました。大学院では、電気に関する専門的な理論を深く学習するだけでなく、
習得した知識から新たな制御手法を提案し、ゼミを通じてブラッシュアップします。また、国内
学会や国際会議の研究発表を通じて、プレゼンテーション能力を身につけていきます。研究活
動以外にも，地域の子どもたちを対象とした電子工作教室等のボランティアに参加して、地域
貢献活動にも取り組んでいます。このように、大学院では、多岐にわたる活動をしていますが、
英語に触れる機会がとても多いです。研究で参考にする資料はほぼ英語論文であり、国際会議
では英語で口頭発表します。私は当初、英語は得意な方ではありませんでしたが、研究活動や
外国からの留学生とのコミュニケーションを通じて、英会話能力を上達させました。将来は，こ
の経験を活かして、グローバルに活躍できる技術者になりたいと考えています。

建築を学び、建築の持つ様々な面白さを見つけてもらいたいです。
私は小さい時からものづくりが好きで、中学生の頃から建築士になりたいと考えていまし
た。私の中では、建築物の図面を引いて設計図を作成することが建築のイメージでした。しかし
実際は意匠、都市計画、建築構造、建築材料、音響工学、環境工学など様々な分野があり、どの
分野もとても興味深いものでした。私はこれらの分野を学んでいく中で建築材料についてもっ
と学びたいと思うようになり、学部卒業後は大学院に進学して建築材料についてより深く学び
ました。上述したように建築には様々な分野があり、私のように大学で学んでいく中で考えが
変わることも出てくるかと思います。そこで皆さんには是非、琉球大学で建築を学び、建築の持
つ様々なおもしろさを見つけてもらいたいです。

清水

峻

環境建設工学専攻

急速に進化していく、IT分野を楽しく学ぼう。

▲

博士後期

アドミッションポリシー
【生産エネルギー工学専攻】
生産エネルギーの研究に関係する理工学分野に強い関心を持ち、国際的な研究者、技術者として世界をリードする
意欲のある学生を求めます。

【総合知能工学専攻】
環境情報工学及び電気情報工学分野に関する幅広い基礎知識を有しており、さらに高度な専門知識を修得して将来，
技術者・研究者として社会に貢献したいという意欲ある学生を求めます。

安里

悠矢

情報工学専攻

ITは急速に進化していく面白い分野です。今では様々な物がインターネットに接続されるようになり、冷蔵庫や電
子レンジ、さらには炊飯器までが接続されるようになりました。また、クラウドコンピューティングサービスもスト
レージやマシンだけでなくあらゆるソフトウェアがクラウドサービスとして提供されるようになりました。情報工学
科は、急速に進化していくITの分野でも、その基礎を学ぶことができる学科です。さらに、講義や研究などで利用す
るシステムのコア部分の構築・管理に直接関わることができ、自ら希望すれば基礎だけでなく、実践的に学ばせてく
れる素晴らしい環境があります。私は、そのシステムのコアを管理するチームに所属し、日々勉強しています。システ
ムを利用する側でなく運用する側に立つと、大変な部分もあります。ですが、新たな知見を得たり、日々新たな刺激
を受けることができるので、それ以上に面白いです。先生方も指導に熱心な方ばかりで、学業はもちろんのこと、
困ったことがあれば何でも相談に乗ってくれます。例えば、入学後に不安に思うことがあっても先生方は親身になっ
て聞いてくれますので、安心して学生生活が送れると思います。

※上記は平成28年現在の記述であり、平成29年工学部入学生の進学時には変更の可能性があります。
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就職状況
平成25～27年度 卒業生の就職状況（平成28年6月1日現在）
改組前の工学部4学科
（機械システム・環境建設・電気電子・情報）および大学院理工学研究科（博士前期課程）の統計を掲載
しております。
平成25年〜27年度

平成25年〜27年度

学部卒業者の就職状況

博士前期課程
（修士）修了者の就職状況
その他 6%

その他
〈123名〉15%

公務員・教員 7%
民間企業就職
（県内）
〈200名〉
20%

公務員
〈86名〉7%
大学院進学（その他）
〈38名〉4%

民
民間企業就職
（合計）
〈447名〉53%
〈

民間企業就職
（関東）
〈136名〉
13%

大学院進学（琉大）
〈211名〉21%

民間企業就職
（九州）
〈40名〉
3%

民間企業就職
（その他）
〈51名〉
3%

民間企業就職
（その他）
14%

民間企業就職
（関西）
6%

民間企業就職
民間企業
（関東）
37%

想定される就職先（工学部・理工学研究科）
「機械工学コース ／ エネルギー環境工学コース」

※平成25〜27年度 機械システム工学科 ／ 機械システム工学専攻の卒業・修了生の就職先

【県 内】沖 縄 電 力、りゅうせ き、拓 南 製 鐵、拓 南 商

長崎キヤノン、ヨネックス新潟生産本部、九電工、テ

事、沖縄ソフトウェアセンター、沖縄ターミナル、沖

レビ山梨、NOK、タニザワフーズ、まさき電設、三

縄ハイシンク、光文 堂コミュニケーションズ、MRO

菱電機システムサービス、東海精機、タダノ、田中鉄工、

Japan、サンエー、ザ・テラスホテルズ、ダイハツビ

ANA 福岡空港、森鉄工、日本地工、ITO、宇部情報

ジネスサポートセンター、沖縄サバニテクノロジー、

システム、アルプス技研、フジケンエンジニアリング、

創和ビジネス・マシンズ、沖縄メディコ など

PAP、ゼネラルエンジニアリング など

【県外】三菱自動車工業、富士通九州システムサービス、 【公務員】沖縄県庁、沖縄市役所、
サンハウス食品、ミツワ電子、日本電産、NOK、モ

琉球大学（技術職員） など

バイルクリエイト、ボッシュエンジニアリング、トヨタ

【進 学】琉 球 大 学 大 学 院、九 州 大 学 大 学 院、お茶 の

車体研究所、タマディック、VSN、柳井電機工業、安

水女子大学大学院、信州大学大学院、東京工業大学

川シーメンスオートメーション・ドライブ、三菱重工冷

大 学 院、京 都工 芸 繊 維 大 学 大 学 院、University of

熱、河西工業、日水コン、三菱電機エンジニアリング、

Portsmouth など

「社会基盤デザインコース／ 建築学コース」

※平成25〜27年度 環境建設工学科（土木コース・建築コース）／ 環境建設工学専攻の卒業・修了生の就職先

【社会基盤デザインコース】

【公務員】沖縄県庁、那覇市役所、沖縄市役所、宜野

【県内】国場組、大城組、金秀建設、金秀鉄工、沖縄

湾市役所、豊見城市役所、浦添市役所、石垣市役所、

建設技研、ホープ設計、中央建設コンサルタント、大

内閣府沖縄総合事務局、防衛省沖縄防衛局、労働基

栄コンサルタント、沖縄しまたて協会 など

準監督署、長崎県庁、広島市役所、長崎市役所、静

【県外】鹿島建設、大成建設、五洋建設、西松建設、
大日本土木、大豊建設、不動テトラ、佐藤工業、銭

【建築学コース】

MATSU WORKS、朝日工業社、東条設計、エコワー

【県内】国建、金秀建設、仲本工業、大城組、國場組、

クス、伊藤喜三郎建築研究所、久米設計 など

パナホーム 、大鏡建設 、タマキハウジング、りゅうせ

【公務員】沖縄県庁、豊見城市役所 、西原町役場 、那

き建設、沖電工 、安永建築 、門建築都市研究室 、伊

覇市役所、琉球大学施設運営部、沖縄総合事務局、沖

志嶺敏子一級建築士事務所 、泉設計、studio jag 、

縄労働局、国土交通省関東地方整備局、林野庁、法務

二基設計、久友設計 など

省、長崎県庁、鹿児島県庁、茨城県庁、前橋市役所

タマホーム 、新菱冷熱工業 、大末建設 、大東建託 、

大学大学院、東京電機大学大学院 など

福田組、カシワバラ・コーポレーション、フジタ、重藤

「電気システム工学コース ／ 電子情報通信コース」

※平成25〜27年度 電気電子工学科 ／ 電気電子工学専攻の卒業・修了生の就職先

【県内】沖電開発、沖電グローバルシステムズ、沖縄ア

パンディスプレイ、東海精機、東京エネシス、東京計器、

イ・ビーエス、沖縄エネテック、沖縄ガス、沖縄テレビ

東芝セミコンダクター＆ストレージ、東芝三菱電機産

放送、沖縄電力、沖縄日立ネットワークシステムズ、

業システム、日立ビルシステム、日本放送協会、日立

沖縄富士通システムエンジニアリング、沖縄菱電ビル

製作所、日立プラントコンストラクション、三菱電機エ

システム、沖電工、OCC、岸本情報システム、ステー

ンジニアリング、三菱電機ビルテクノサービス、メイテッ

ション・ピー、那覇データセンター、琉球セメント、琉

ク、六興電気、明電舎、LINE（ライン）など

球ネットワークサービス、リウコム など
【県外】アイシ ン・エイ・ダ ブ リュ、アルプ ス 技 研、
SCSK ニアショアシステムズ、NTT ファシリティーズ東
海、VSN、MHIコントロールシステムズ、ＭＨＩプラン

【公務員】沖縄工業高等学校、沖縄県庁、沖縄総合事
務局、独立行政法人

高齢・障害・求職者雇用支援機

構、琉球大学職員 など
【進学】琉球大学大学院、九州大学大学院 など

トエンジニアリング、九州電力、九電工、きんでん、ジャ

「知能情報コース」

※平成25〜27年度 情報工学科 ／ 情報工学専攻の卒業・修了生の就職先

【県内】大同火災海上保険、レキサス、沖縄日立ネット

ソニーデジタルネットワークアプリケーションズ、福岡

ワークシステムズ、リウコム、りゅうせき、NECソフト

銀行、読売テレビ放送、富士通ミッションクリティカル

沖縄、日本トランスオーシャン航空、沖縄日立ネットワー

システムズ、西日本電信電話、NTTデータ、サイバーエー

クシステムズ、沖縄エジソン、トランスコスモス、シー・

ジェント、ミクシー、トヨタコミュニケーションシステ

アール・エム沖縄、クオリサイトテクノロジーズ、沖縄

ムズ、ヤフー、ドワンゴ、富士通ソーシャルサイエンス

ヤマト運輸、ジーエヌエー、テクノスジャパン、琉球銀行、

ラボラトリ、NTTデータ・アイ、コロプラ など

沖縄銀行、琉球銀行、沖縄銀行、沖縄セルラー電話、

【公務員】琉球大学、沖縄科学技術大学院大学 など

OCC、大同火災海上保険 など

【進学】東京大学情報理工学系研究科、筑波大学シス

【県外】ソフトバンクグループ、ミクシィ、シーテック、

テム情報工学研究科、奈良先端科学技術大学院大学情

古河インフォメーション・テクノロジー、IIJグローバル

報科学、北陸先端科学技術大学院大学先端科学技術

ソリューションズ、富士通ビー・エス・シー、コロプラ、

など

岡市役所、鎌倉市役所、倉敷市役所、広島県警、国
土交通省、林野庁 など

高組、鴻池組、前田建設工業、横河ブリッジ、宮地

【進学】琉球大学大学院、横浜国立大学大学院、埼玉

エンジニアリング、九電工、NIPPO、前田道路、大

大学大学院、熊本大学大学院、岐阜大学大学院、名

成ロテック、四国建設コンサルタント など

古屋工業大学大学院、佐賀大学大学院、首都大学東
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組 、吉原建設 、星野建設 、泉創建エンジニアリング、

【県外】大和ハウス工業、三井ホーム、高砂熱学工業、 【進学】琉球大学大学院 、首都大学東京大学院 、明治
民間企業就職
（県内）
（県内 23%

博士後期課程進学 7%

民間企業就職
（関西）
〈20名〉
2%

京大学院 など
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取得できる資格・受験資格

入試情報

その他の資格
学科名

新しい入試制度

コース名

機械工学コース

資格・試験名
（区分）

自動車整備士（3）航空整備士（7）ボイラー技士（6）
機械設計技術者3級（7）技術士補（1）技術士（5）他

・ 一般入試
（前期日程・後期日程）
は工学科として7コース一括で募集し、
合格者を決定します。
各コースの希望順位は出願時に申告します。
・ 全てのコースでAO入試・推薦入試IIが導入されます。
・ 特別入試
（AO入試・推薦入試Ⅱ・社会人特別入試・私費外国人入試）
はコースごとに募集します。
定

エネルギー環境工学コース

電気システム工学コース

工学科

電子情報通信コース

社会基盤デザインコース

ボイラー・タービン主任技術者（4）衛生管理者（5）冷凍空調技士（7）他

電気主任技術者＜指定科目の修得が必要＞（4）電気通信主任技術者＜指定科
目の修得が必要＞（2）第ニ種電気工事士＜指定科目の修得が必要＞（2）
２級電気工事施工管理技士（3）他

工学部工学科

種

350名

別

定

学科名

知能情報コース

区分（1）卒業単位を修得すること（卒業）により得られる資格

（5）卒業単位を修得後、実務経験を必要とする試験

（2）卒業単位を修得することにより試験の一部が免除される試験

（6）前提となる資格を取得後、実務経験を必要とする資格

（3）卒業単位を修得することにより受験資格のある試験

（7）国が認定する1～9以外の資格又は試験

個別学力試験

206名

5教科7科目又は5教科8科目

数学・物理

一般入試
（後期日程）

40名

3教科5科目又は3教科6科目

なし

AO入試

36名

なし

面接・プレゼン

推薦入試II

68名

3教科5科目又は3教科6科目

面接

コース名

専門分野

機械工学コース
（55名）

材料加工学、
応用材料力学、
流体工学、
熱工学、
機械制御
エネルギー変換工学、
流体システム工学、
システム設計、
材料環境学、

エネルギー環境工学コース
（55名）

工学科

技術士補（1）一級建築士（5）二級建築士（3）木造建築士（3）技術士（5）
一・二級土木施工管理技士（3）他

基本情報技術者試験（7）応用情報技術者試験（7）
ネットワークススペシャリスト試験（7）他

センター試験

一般入試
（前期日程）

システム計測

電気システム工学コース
（45名）

電力工学、
電力変換、
電気機器、
制御工学、
ロボティクス

電子情報通信コース
（45名）

電子材料・デバイス、
電子回路、
通信工学、
計測工学、
計算機工学

社会基盤デザインコース
（45名）

社会システム計画学、
水圏環境工学、
地盤環境工学、
構造設計工学、
建設材料学
建築デザイン・計画、
都市計画・地域生活空間、
環境工学・建築設備、

建築学コース
（45名）

建築学コース

員

コース名と専門分野

電気主任技術者＜指定科目の修得が必要＞（4）
電気通信主任技術者＜指定科目の修得が必要＞（2）
第ニ種電気工事士＜指定科目の修得が必要＞（2）
２級電気工事施工管理技士（3）他
技術士補（1）技術士（5）測量士補（1）測量士（5）
一・二級土木施工管理技士（3）甲種火薬取扱保安責任者（3）他

員

建築材料・建築生産、
建築構造・耐震工学、
建築防災工学

知能情報コース
（60名）

コンピュータサイエンス、
情報通信ネットワーク、
人工知能
工学科
（計350名）

コース配属と確定

①まず、入学時に入試成績と本人の志望で各コースへ配属します（一般入試の選抜は1学科で行います）
。
②2年次前期開始前に本人の希望と学力成果に応じてコース配属の確定を行います。
※ただし、最終的なコース配属は、1年次における成績やコースの受け入れ人数等の関係で、全学生の希望通りとならない可能性もあります。
上記に示す新学科（工学科）のコース名に記した数字は、目安の定員数を示しており、コースへの配属数は最終的に変動する場合もあります。

入学生の出身地

（4）卒業単位を修得後、実務経験を必要とする資格

中国 4%
近畿 7%

北海道

中部 7%

沖縄

東北

関東 6%
東北 1%

中部

中国
九州

四国 4%

四国

近畿

関東

沖縄 43%

出身地別
入学状況
（H27）

北海道 1%
九州 27%

※工学科および各コースは2017（平成29）年度設置予定（認可申請中）であり、内容は変更されることがあります。
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キャンパスライフ
沖縄での生活について
●宿舎・アパート：キャンパス内の工学部に近い場所に学寮（千原寮）があり、日常生活は非常に便利です。全て個室で、広さ
は一般棟9[m²]、諸経費は寄宿料・維持費・高熱水料をあわせて月額1～1.5万円程度です。また、混住型棟12[m²]は月額1.5
～2万円程度です。詳細は学寮事務室(TEL:098-895-8133)からパンフレットを取り寄せてください。一般のアパートやマンショ
ンの賃料は、工学部周辺の相場で、１ルームで3～4万円台（駐車場含）、2DKで4～6万円台（駐車場含）の価格帯が多いです。
他の大学周辺に比べても非常に安い物件が多くなっています。
●アルバイト：本学の学生部では、アルバイトの相談や紹介を行っています。時給は、家庭教師で1,200円（小学生）～1,800円
（高校生）程度、労務・軽作業で754～1,000円程度、事務で693～850円程度です。なお、この金額はあくまで目安です。
沖縄県の最低賃金は693円（平成27年10月9日現在）です。また、アルバイトは学業の妨げにならないように注意してください。

沖縄での生活について
【経済的支援】
奨学金制度：学業成績が優秀であるにもかかわらず、経済的理由により修学が困難な学生は、奨学金制度を利用し、学資の

モノレール

援助を受けることができます。現在本学では、日本学生支援機構（旧日本育英会）
、琉球大学後援財団、地方公共団体・民

沖縄自動車道

間の奨学財団等の奨学金を取り扱っています。
学費免除：経済的理由によって授業料納付が困難であり、かつ学業優秀と認められる場合は授業料が免除されることがあり
ます。但し、授業料をいったん納付した者は、免除申請はできません。
※参考：平成28年度 学部
（昼）授業料535,800円

高速バス・モノレールで琉球大学へ

路線バスで琉球大学へ

空港 琉球大学

空 港 バスターミナル

入学料 282,000円。

それ以外の授業料等については下記を参照してください。

高速バス

http://www.u-ryukyu.ac.jp/internal/campus_life/schoolfees/schoolfees.pdf（平成27年4月1日現在）
【健康管理】
本学には学生の心身の健康の保持、増進を図ることを目的として保健管理センターが設置されています。ここでは、医師・
カウンセラー・看護師が皆さんの相談にいつでも対応しており、心身両面にわたる指導助言を行っています。

体の健康管理（健康相談）

111

番線

琉球バス・沖縄バス・那覇バス・東洋バスの
4社が交互通行

113 123 152
経 路

路線バス

1時間に1本程度 / 所要時間：45分

番線

99
120

琉球バス

120 113 152
番線

空港→沖縄自動車道→琉大入口下車

モノレール

修学上の諸問題、対人関係、生き方に関すること、漠然とした不安など、心理的な悩みがあるときは気軽に保健管理センター

路線バス（98番線 所用時間:約23分）

路線バス

首里駅

琉大
北口方面

モノレール
所要時間
約10分

モノレール
所要時間
約27分

98

琉球バス
番線

那覇バス

97

番線

番線
経 路

タクシー
所要時間
約20分

琉球大学

各20～40分に1本程度 / 所要時間：40～50分

経 路

琉球大学
琉大東口
北口方面

モノレール
所要時間
約10分

25

沖縄バス

バスターミナル

古島駅

港

旭橋駅

空

を利用してください。専門のカウンセラーが相談に応じています。なお、相談内容は外にもれる心配は全くありません。

番線

路線バスで琉球大学へ

（琉大入口にて下車、琉大北口まで徒歩 4 分）

定期健康診断のほか、健康相談およびけがや病気の応急処置等を行っています。

心の健康管理（学生相談）

各50～60分に1本程度 / 所要時間：10～20分

琉球バス
バスターミナル→国際通り（牧志）→バイパス→
→真栄原→沖国大前→琉大北口（終点）

那覇バス
バスターミナル→国際通り（牧志）→儀保（首里）→
→琉大附属病院→琉大東口→琉大北口（終点）

路線バスで琉球大学へ
首里駅
首里駅琉大快速線
琉大
南口・北口
方面

94

番線
経 路

琉球大学
1時間に1本程度

琉球バス
首里駅前→汀良三丁目→城東小学校前→石嶺二丁目→
棚原→キリスト教短大入口→琉大附属病院前→
→琉大附属小学校→琉大法文学部前（琉大北口行きのみ）→
→琉大北口（終点）
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バス停〈琉大入口〉

130㎢もの広大な敷地を有する
琉球大学は、
亜熱帯の自然に
囲まれた豊かな学び舎です。

バス停〈琉大入口〉
ローソン



産学官
連携推進機構

沖縄県

地域創生
総合研究棟

熱帯生物圏研究センター
瀬底研究施設
亜熱帯フィールド
科学教育研究センター

（与那フィールド）

熱帯生物圏
研究センター
西表研究施設

西表島

中央食堂・生協
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