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ＵＲＧＣＣ(琉大グローバルシティズン・カリキュラム)とは？

表１

自律性
社会性

市民として社会の規範やルールを理解し、倫理性を身に付け、多様
な人々と協調・協働して行動できる。

地域・国際性

地域の歴史と自然に学び、世界の平和及び人類と自然の共生に貢献
することができる。

コミュニケーション・スキル

言語とシンボルを用いてコミュニケーションを行い、自分の考えや
意思を明確に表現することができる。

情報リテラシー

幅広い分野の情報や知識を多様なチャンネルから収集し、適切に理
解した上で取捨選択し、活用することができる。

問題解決力

批判的・論理的に思考するとともに、これまでに獲得した知識や経
験等を総合して問題を解決することができる。

専門性

専攻する学問分野における思考法、スキル、知識等を体系的に身に
付け、活用することができる。

URGCC（University of the Ryukyus Global Citizen Curriculum）とは、21 世紀型市民を養成する
ために琉球大学が平成 24 年度から導入した取組です。他の国立大学とは異なった歴史を持つ本学では、
沖縄をはじめ県外の学生、アジアを中心とした外国より留学生が集うなど多様な人材が集まる場所と
しん りょう

なっています。世界へ拓かれ、沖縄と世界の「津 梁 （架け橋）」となる人材を輩出できるよう学士と
しての質を保証するためのカリキュラムが URGCC です。そして、新入生の皆さんに URGCC とはどのよ
うな取組であるのかを説明するためにこの冊子を作りました。
皆さんは琉球大学で学生生活を送るにあたって、本学が用意する 32 の学士教育プログラムのうちい
ずれかに所属することになります。図１は、URGCC と各学士教育プログラムの関係を示していますが、
この図から分かるように、URGCC の理念は皆さんがどのプログラムに所属していても共通に関わって
くるものなのです。

７つのＵＲＧＣＣ学習教育目標

自分自身が掲げる目標の達成に向けて、自律的に学習し行動するこ
とができる。

ところで、皆さんの中には、URGCC 学習教育目標とそれぞれの学士教育プログラムの学習教育目標
が同じ言葉で表現されていないことに気づいた方がいるかもしれません。これは全部で 32 ある学士教
育プログラムの内容が多彩であり、一つの言葉で全ての学習教育目標を表現することが難しいためで
す。しかし、たとえ言葉は違っていても URGCC 学習教育目標と各学士教育プログラムの学習教育目標
は、基本的に同じ方向を目指していると言えます。表２はこのことを例示したものです。
この表のように、URGCC では、URGCC と各学士教育プログラムの各学習教育目標の対応関係を設定
することで、大学教育全体のバランスをとるようにしているのです。
さて、これから皆さんは所属する学士教育プログラムにおいて、それぞれに掲げられている学習教
育目標の達成に向けて４（６）年一貫教育（共通教育等・専門教育）を受けていきます（図２参照）。
そして、皆さんが卒業するまでにその学習教育目標を達成することで、
「学士学位」が授与されること
になります。この時、URGCC 学習教育目標も同じく達成できたことになるのです。
新入生の皆さんは、学生生活を送る中で日頃からこれらの学習教育目標を意識し、その意味を十分
に理解するよう心掛けてください。そして、卒業するまでに自分がどのような能力を身に付けるべき
か、あるいはどのような進路を歩むべきか等について主体的に目標を定め、その目標の達成に向けて
大いに励んでください。皆さんの学生生活が充実したものとなることを心より願っています。
表２

対
応

□□学士教育プログラムの学習教育目標（例）
目標A

それでは URGCC とは、具体的にどのようなことを行う取組なのでしょうか？
URGCC では、琉球大学の学生が達成すべき学習教育目標として、
「自律性」、
「社会性」、
「地域・国際
性」、「コミュニケーション・スキル」、「情報リテラシー」、「問題解決力」、「専門性」の７つを定めて
います。表１には、その具体的な内容を示しています。新入生の皆さんは、これら７つの目標を卒業
時までに達成できるように取り組んでいくことになります。
皆さんが所属する学士教育プログラムのページを開いてみてください。そこには、卒業までの４（６）
年間をかけて歩む道のりをイメージできるように、卒業時に授与される学位の種類をはじめ、学部・
学科等に共通の教育目標、プログラムの学習目標、学習の内容・方法、学習教育目標の達成に向けた
具体的な取組、そして卒業後の進路について分かりやすく書かれています。

URGCC学習教育目標

各学習教育目標の対応関係の一例

図１ ＵＲＧＣＣと 32 の学士教育プログラムの関連イメージ図
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○
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○
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※表中の○は各学習教育目標の対応箇所を示しています。
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専門教育

○

図２
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学士学位授与までの流れ

「URGCC メタ・ルーブリック」って何…？
URGCCメタ・ルーブリック とは・・・
・本ルーブリックは、学士課程で卒業までに身に付けるURGCCの目標に対する達成度を、学習成果として各レベルで示しています。
・本ルーブリックは、琉球大学の学士教育プログラムの教育内容及び方法等の改善を進めるため、また教育の質の保証と向上のために
活用されます。

レベル

レベル４

レベル３

レベル２

レベル１

レベルのめやす

特に優れている

優れている

良好である

基準に達している

・大学で学ぶ意義を十分に理解し、自分自身
が掲げる目標の達成に向けて主体的かつ自律
的に学習・行動できる。
・生涯を通して学び続ける姿勢を持ち、心身
の健康の維持に努めることができる。

・大学で学ぶ意義を理解し、自分自身が掲げ
る目標の達成に向けて自律的に学習・行動で
きる。
・生涯を通して学び続ける姿勢を持ち、心身
の健康の維持に努めることができる。

・大学で学ぶ意義をある程度理解し、目標の
達成に向けて自律的に学習・行動できる。
・生涯を通した学びを理解し、心身の健康の
維持に配慮することができる。

・市民として社会の規範やルールを十分に理
解し、倫理性を身に付けることができる。
・多様な人々と進んで協調・協働し、リー
ダーシップを発揮し目標実現のために行動す
ることができる。

・市民として社会の規範やルールを理解し、
倫理性を身に付けることができる。
・リーダーシップを理解し、多様な人々と協
調・協働し、目標実現のために行動すること
ができる。

・基本的な社会の規範やルール、倫理性を理
解することができる。
・他者と協調・協働し、目標実現のために立
場に応じた行動ができる。

・地域の歴史と自然、社会等と世界を結び付
けて考察することができ、異文化への理解と
寛容な姿勢を持つことができる。
・世界の平和及び人類と自然の共生に進んで
貢献することができる。また、地域・国際社
会の発展に積極的に優れた働きかけができ
る。

・地域の歴史と自然、社会等と世界を結び付
けて理解でき、異文化への理解と寛容な姿勢
を持つことができる。
・世界の平和及び人類と自然の共生に貢献す
ることができる。また、地域・国際社会の発
展に積極的に関与することができる。

・地域と世界の関わりに目を向け、異文化を
認識し、世界の平和及び人類と自然の共生に
ついて考えることができる。
・地域・国際社会の発展に関わる姿勢を示す
ことができる。

・言語とシンボルを使いこなしてコミュニ
ケーションでき、他者の様々な立場を理解
し、自分の考えや意思を明確に表現すること
ができる。
・語彙、論理ともに適切で優れたレポート・
論文を作成することができる。

・言語とシンボルを用いてコミュニケーショ
ンでき、他者の様々な立場を理解し、自分の
考えや意思を明確に表現することができる。
・語彙、論理ともに適切な文書でレポート・
論文を作成することができる。

・言語とシンボルの基本的な活用ができ、自
分の考えや意思を表現することができる。
・語彙、論理ともに基本的なレベルでレポー
ト・論文を作成することができる。

・情報や知識を多様なチャンネルから効率よ
く収集・分析し、客観的に判断することがで
きる。
・信頼できる情報源を判断し、モラルに則っ
て活用することができる。

・情報や知識を多様なチャンネルからある程
・情報や知識を多様なチャンネルから収集・
度収集・分析し、客観的に判断することがで
分析し、客観的に判断することができる。
きる。
・信頼できる情報源を判断し、モラルに則っ
・情報源の信頼性と、モラルに配慮し活用す
て活用することができる。
ることができる。

批判的・論理的に思考するとともに、こ 確かつ主体的に問題を見いだすことができる。
・これまでに獲得した知識や経験等を総合して
れまでに獲得した知識や経験等を総合し
論理的に分析し、的確かつ主体的に問題解決で
て問題を解決することができる。

・様々な視座から批判的・論理的に思考し、
主体的に問題を見いだすことができる。
・これまでに獲得した知識や経験等を総合し
て論理的に分析し、主体的に問題解決でき、
幅広い分野から得られる知見を活用できる。

・様々な視座から批判的・論理的に思考し、
問題を見いだすことができる。
・これまでに獲得した知識や経験等を総合し
て論理的に分析し、問題解決でき、幅広い分
野から得られる知見を活用できる。

専攻する学問分野における思考法、スキ ・専攻する学問分野における高度な思考法、ス
ル、知識等を体系的に身に付け、活用す キル、知識等を体系的に身に付け、応用的に活
用することができる。
ることができる。

・専攻する学問分野における優れた思考法、
スキル、知識等を体系的に身に付け、十分に
活用することができる。

・専攻する学問分野における思考法、スキ
・専攻する学問分野における基本的な思考
ル、知識等を体系的に身に付け、活用するこ 法、スキル、知識等を体系的に身に付け、用
いることができる。
とができる。

・大学で学ぶ意義を深く理解し、自分自身が掲
げる明確な目標の達成に向けて主体的かつ自律

自律性

自分自身が掲げる目標の達成に向けて、
的に学習・行動できる。
自律的に学習し行動することができる。

社会性

ルを理解した上で尊重し、倫理性を十分に身に
市民として社会の規範やルールを理解
付けることができる。
し、倫理性を身に付け、多様な人々と協
・多様な人々との違いを理解し、進んで協調・
調・協働して行動できる。

・生涯を通して学び続ける姿勢を持ち、心身の
健康の維持を実践できる。
・市民としての自覚を持って社会の規範やルー

協働し、高いリーダーシップを発揮し目標実現
のために行動することができる。
・地域の歴史と自然、社会等と世界を結び付け

地域・国際性

地域の歴史と自然に学び、世界の平和及 て深く考察することができ、異文化への理解と
寛容な姿勢を持つことができる。
び人類と自然の共生に貢献することがで
・世界の平和及び人類と自然の共生に主体的に
きる。
貢献でき、地域・国際社会の発展に秀でた働き
かけができる。

・言語とシンボルを高度に使いこなしてコミュ

コミュニケーション・スキル

ニケーションでき、他者の様々な立場を理解し
言語とシンボルを用いてコミュニケー
尊重しながら、自分の考えや意思を明確に表現
ションを行い、自分の考えや意思を明確
することができる。
に表現することができる。

・語彙、論理ともに的確で完成度の高いレポー
ト・論文を作成することができる。

・精度の高い情報や知識を多様なチャンネルか

情報リテラシー

幅広い分野の情報や知識を多様なチャン ら正確に、効率よく収集・分析し、客観的に判
ネルから収集し、適切に理解した上で取 断することができる。
・信頼できる情報源を的確に取捨選択し、モラ
捨選択し、活用することができる。
ルに則って活用することができる。
・様々な視座から批判的・論理的に思考し、的

問題解決力

き、幅広い分野から得られる知見を発展的に活
用できる。

専門性

4
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・批判的・論理的な視点を持って問題を見い
だすことができる。
・持てる知識や経験を踏まえて分析し、問題
解決でき、他の分野の知見も参考に捉えるこ
とができる。

学部・学科等の教育目標
人文社会学部
人文社会学部の教育目標は、人文社会系の専門的、学際的分野において真理を探究し、それを基に、
個人の尊厳と基本的人権を尊重する平和・共生社会の形成者、社会全体の持続的発展に寄与する人材
の育成を目指します。
（１）国際法政学科の教育目標（法学、政治・国際関係学）
国際法政学科では、法学・政治学・国際関係学の分野で専門的かつ豊かな学際性を有する研究
を行い、それを基に、持続可能な発展と平和・共生社会を可能にするための構想力・実践力を備
えた人を育てます。
（２）人間社会学科の教育目標（哲学・教育学、心理学、社会学）
人間社会学科では、人間と社会に関する専門的かつ豊かな学際性を有する研究を行い、それを
基に、社会的弱者に配慮し、心豊かで、安心・安全に暮らせる社会を実現するための実践力を備
えた人を育てます。
（３）琉球アジア文化学科の教育目標（歴史民俗学、文学、言語学）
琉球アジア文化学科では、琉球とアジアを中心とする歴史・文化に関する専門的かつ豊かな学
際性を有する研究を行い、それを基に、文化の理解にとどまらず、それを発信し、継承発展させ
る実践力を備えた人を育てます。

国際地域創造学部
国際地域創造学部の教育目標は、グローバルな視野をもち、産業、地域及び文化の振興と多様化す
る地域課題の解決を担う実践的な能力を有する人材を養成することです。本学部は、複合分野(観光、
経営、経済、文学・言語、地理・歴史・人類学)の学際的学び及び各専門分野における体系的な学びを
通して、
「専門基盤力と地域国際基盤力」を身に付け、複雑化・多様化する国際及び地域課題に挑戦し、
解決する高い専門能力の教育・研究を目指します。

教育学部
（１）沖縄唯一の教員養成学部として、沖縄の歴史的・環境的・文化的及び社会的特性を活かし、持
続可能な地域社会の形成に主体的に参加し貢献できる小学校及び中学校教員など、沖縄を中心に
これからの教育界を担う人材を育成します。
（２）国際的な視野と教養を涵養するとともに、子どもの教育と、教育に関する深い専門性を自ら探
求し、発見・創造していく人材を育成します。
（３）学びの場を豊かにするための創造性や人と人とを結ぶなどのコーディネート能力を培うことで
現代的・地域的教育課題に柔軟かつ適切に対応できる総合的・実践的指導力をもった人材を育成
します。

日の急激な学問展開と社会状況を考慮し（１）基礎科学としての「理学」への期待と社会的要請に応
え、高い理想と広い視野、強い信念、国際的素養を備えた人材の養成、
（２）沖縄の地域的自然特性な
どの教育研究及び基礎科学が学問的土台になるような技術・環境・文化等の社会的要請に対応できる
教育研究の推進を理念としています。

医学部
医学部は、医学と保健学に関する専門の知識と技術を修得し、高い倫理性を身に付け、医学・医療
の進歩や社会的課題に柔軟に対応しうる医師、保健・医療従事者を育成することを基本目的としてい
ます。
加えて、沖縄県の置かれた自然的、地理的及び歴史的特性をふまえ、島嶼環境における地域完結型
医療の構築など地域特性に根ざした医学・医療の課題解決に努めるとともに、アジア・南太平洋地域
を中心とする国際的な学術交流及び保健医療を展開する医学部を目指しています。
（１）医学科の教育目標
医学科は、医学に関する専門の知識と技術を修得し、高い倫理性を身に付け、医学・医療の進
歩や社会的課題に柔軟に対応しうる医師、研究者を育成することを目的としています。
加えて、沖縄県の置かれた自然的、地理的並びに歴史的特性をふまえ、島嶼環境における地域
完結型医療の構築に努めます。また、国際性豊かな医学部医学科として発展させ、アジアを主と
する諸外国との学術交流を通して国際医療に寄与します。
（２）保健学科の教育目標
保健学科では、包括的保健医療の概念に基づき、健康に関わる科学と技術を教授することで、
健康問題を解決できる科学的思考力と健康科学の進歩に即応できる高度な能力を有しながら、社
会性及び豊かな人間性を兼ね備えた専門職を育成すること、並びに国際的視野を有する指導的人
材を育成することを教育理念としています。

工学部
工学部は、今日の工業・技術社会の要請に応え、幅広い教養と技術者倫理、コミュニケーション能
力及び高度な専門知識を身に付け、安全・安心な社会の創出及び地域環境保全や平和に貢献し得る、
豊かな創造力と実践力を備えた人材を育成し、基礎科学研究の成果を、実際の産業や人間の生活・福
祉などに役立てるよう応用・開発することを目的としています。
（１）幅広い教養及び高度な専門知識と技術を修得させます。
（２）自ら問題を発掘し、解決し、その成果を表現する能力を育てます。
（３）専門能力を効率良く発揮するための IT 等の応用能力を修得させます。
（４）グローバルな環境で活躍できるよう外国語の運用能力を高めます。

農学部

理学部は、
「理学」における伝統的学問分野をさらに充実させるとともに、沖縄の地理的特性を活か
した特色ある教育研究を一層推進し、広く社会で活躍できる人材を育成する学部です。本学部は、今

農学部は、沖縄の亜熱帯島嶼性という地理的・自然環境条件及び歴史的・文化的特性を活かし、生
物の生存環境と人間の共生を目指して、持続的食料生産、地域農業、環境保全、生物資源・エネルギ
ー利用、栄養・健康・長寿及び発酵・生命に関する専門教育と研究を深化させ、その成果の蓄積・活
用と人材育成によって、地域社会並びに国際社会の発展に貢献することを目的とします。
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理学部

人文社会学部

法学 学士教育プログラム
１

法学

３年次

４年次

必修科目

基礎演習Ⅰ
法学概論
政治・国際関係学
概論

基礎演習Ⅱ・Ⅲ

法学演習Ⅰ・Ⅱ

法学演習Ⅲ・Ⅳ

学部共通科目

共生社会入門、共生哲学、教育学入門、社会学原論Ⅰ、社会福祉原論Ⅰ、心理
学概論Ⅰ、マス・コミ原論Ⅰ、琉球アジア研究概論

学科共通科目

憲法、民法、刑法総論、刑事手続と人権、講義国際法、基礎行政法、刑事政策、
基礎社会保障法、政治思想史、政治過程論、日本政治外交史、行政学、国際政
治学、国際関係史、国際社会学、比較政治学、地方自治論、公共政策学

法学プログラム
専門科目

刑法各論、演習刑事人権論、基礎労働法、民事手続法、展開行政法、展開社会
保障法、展開労働法、応用行政法、応用社会保障法、応用労働法、倒産処理法、
商法、法学特殊講義、公法学特殊講義 、私法学特殊講義 、卒業研究、特修法
学基礎演習、特修憲法、特修民法、特修刑法、特修商法、特修民事訴訟法、特
修刑事訴訟法、特修憲法演習、特修民法演習、特修刑法演習、特修商法演習、
特修民事訴訟法演習、特修刑事訴訟法演習

共通教育科目

健康・運動系、人文・社会・自然系、総合系、琉大特色・地域創生系、キャリ
ア・情報系、平和共生・沖縄理解系、情報関係科目
第一外国語、第二外国語

）

学習目標（学位授与の方針：ディプロマ・ポリシー）

法学を中心として、社会科学の幅広い知識をあわせもち、必要な判断力やコミュニケーション能力
を身に付けます。その能力の第一として、「自律性」があります。その能力の第二として、「社会性」
があります。その能力の第三として、「地域・国際性」があります。その能力の第四として、「コミュ
ニケーション・スキル」があります。その能力の第五として、
「情報リテラシー」があります。その能
力の第六として、「問題解決力」があります。その能力の第七として、「専門性」があります。

３

２年次

授与する学位の種類

学士（

２

１年次

学習の内容・方法（教育課程編成・実施の方針：カリキュラム・ポリシー）

国際法政学科に入学後、希望と成績により、一年次修了時に「法学」プログラムの履修コースに入
ります。
「法学プログラム」という名称ですが、狭義の法学科目だけでなく、政治学・国際関係論など
の隣接学問分野の科目も学習します。
法学の専門授業は、各科目２単位に設定されており、半期でそれぞれの科目の履修を完結します。
そして、基礎的な講義科目を履修してから、発展的・応用的な科目に進みます。すなわち、基礎的
な講義科目として「基礎社会保障法」「基礎行政法」などの基礎科目を履修した上で、「展開社会保障
法」「応用社会保障法」・「展開行政法」「応用行政法」などの展開・応用科目の履修することが義務付
けられています。これにより、順を追って、より高度な内容にスムーズに入ることができます。
また、演習科目として１年次で「基礎演習Ⅰ」、２年次で「基礎演習Ⅱ・Ⅲ」、３年次及び４年次で
「法学演習」を履修します。４年間を通じたこれらの一連の演習科目を通じて、徐々に法学の理解を
深めていくとともに、法学の技術的な技法も習得していきます。これら「基礎演習」「法学演習」は、
学生の自主性・社会性・問題発見解決能力などを磨く上で、大変重要な科目と位置付けられています。
法学の専門性を身に付ける上で、当然のことながら、法学の専門科目の履修が重要であり、大学の
専門分野の学習の主要部分がここにあります。
具体的には、憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法、労働法、社会保障法、
国際法の諸分野を中心に学んでいきます。
また、法務研究科（法科大学院）教員の協力により、特修科目群が開講されており、法科大学院進
学を目指す学生にとっては、たいへん有用な科目群となっています。
さらに、情報リテラシーやコミュニケーション・スキルの習得・向上にも努めます。
また、地域・平和への理解に資する科目を履修することも重要です。
評価に関しては、それぞれの授業のねらいによって、多様な方法と多様な評価の仕方が採用されま
す。

8

４

学習教育目標の達成に向けた具体的取組

7 人の法学専任教員により教育指導を行います。指導教員制度を採用し、卒業まで同じ教員が履修
指導などを行います。３年次と４年次の「法学演習」では、法学のさまざまな分野について、専門的
総合的に学習する機会を提供します。法学専任教員による FD（より良い学習教育目標達成のための取
り組みの検討など）を定期的に行います。各専門科目において、授業評価アンケートの結果や各科目
の成績評価資料などをもとに、担当教員が学習教育目標達成のための方策を検討します。

５

想定される進路（主な就職先）

近年の卒業生の主な進路として、以下の就職先・進学先をあげることができます。
検察事務官、裁判所事務官、国税局、税関、沖縄総合事務局、労働基準監督署、沖縄県警、沖縄県
庁、那覇市役所、沖縄市役所などの官公庁への就職
また、琉球銀行、おきなわ証券、大同火災、JA などの民間企業への就職
そして、琉球大学法科大学院などへの進学
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人文社会学部
１年次

政治・国際関係学 学士教育プログラム
１

共
通
教
育

授与する学位の種類

学士（

政策科学・国際関係論

）

２年 次

３年次

４ 年次

卒業要 件

第１外 国語

8

第２外 国語

4

健康運 動系
そ の他の領域

2
人文系・社会系・自然系、情報関係科目から各２

20

平和共 生・沖縄理解 科目群から ６

２

学習目標（学位授与の方針：ディプロマ・ポリシー）

学部 共通基盤科目

本プログラムでは、政治・国際関係学を中心とし、法学を含めた社会科学の幅広い知識をもち、地
域社会や国際社会に貢献できる人材の育成を目標に、以下のような知識・能力を身に付けます。
（１）政治・国際関係学を中心とする基礎的・応用的専門知識（専門的知識）
（２）政治・国際関係学を含む社会科学の分野に関する資料収集・文献調査能力（専門的情報収集力）
（３）社会の諸現象に対して問いを立て、知識・調査と論理的思考に基づいて解決を見出す能力（社
会的問題解決力）
（４）現代社会の諸問題に対処するため必要とされるプレゼンテーション・討論・文章作成の能力（情
報発信力）

３

学習の内容・方法（教育課程編成・実施の方針：カリキュラム・ポリシー）

国際法政学科に入学後、希望と成績により、１年次終了時に「政治・国際関係学」プログラムの履
修コースに入ります。本プログラムで学ぶことで、政治や国際関係の諸問題を、専門的・学際的な視
点から分析できるようになります。そのため、履修モデルにしたがって政治・国際関係学の理論的・
実証的方法を学ぶほか、法学などの隣接学問分野の科目も修得し学際的な視点を得ます。
（１）入学から卒業まで、学部共通基盤科目及び学科基盤科目の少人数制の必修演習を履修し（１年
次後期を除く）、社会科学の分野に関する情報の収集・処理能力を確実に身に付けます。
（２）学科基盤科目に加えて、学科発展科目から 10 科目以上を履修し、政治・国際関係学を中心と
する基礎的専門知識を身に付け、さらにプログラム発展科目で地域・政策・理論など、学生の関
心にあわせた専門性を深め、学際性を広げます。
（３）卒業に際して必修である卒業研究を完成させます。講義科目の知識蓄積と演習科目での分析を
有機的に結び付け、自ら設定したテーマで２万４千字以上の卒業論文を執筆し、問題発見能力、
課題解決方法の提案能力を完成させます。
卒業研究は、①在学中に修得した政治・国際関係学に関する専門的知識を総合し、成果としてまと
めることができる、②自ら問いを立て、これについて説明するため、資料収集・調査を行い、論理的
思考に基づいて結論を導き、研究論文として執筆することができるといった目標を達成したかという
観点から、論文指導教員が評価します。

４

学習教育目標の達成に向けた具体的取組

・「基礎演習Ⅰ」ではパソコンとネットワーク、図書館を利用して、文献探索・読解・レポート執
筆のための方法を教授します。「政治・国際関係学概論」「法学概論」でプログラムでの学びを概
観します。
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6

基礎演習Ⅱ 基礎演習Ⅲ

基礎演習Ⅰ

4

平和共生・沖縄理解基盤科目

専
門
科
目

学 科基盤科目

法学概論

政 治・国際関 係学概論

4

学 科発展科目

20

プログラム基盤科目

専門演習Ⅰ 専門演習Ⅱ

専門演習Ⅲ 専門演習Ⅳ

卒業 研究

8
4

プログラム発展科目

22

専 門自由科目

22

・「基礎演習Ⅱ」では、基礎的な専門文献の読み書き能力及び議論展開能力を指導、「基礎演習Ⅲ」
で、専門的なテキストを使用した少人数の討議を採り入れ、「政治・国際関係学演習Ⅰ〜Ⅳ」に
備えます。
・「政治・国際関係学演習」（ゼミ）では、学生と教員との対話、学生相互の活発な議論を通して、
自らの問題関心を明確化し、専門性や学際性を鍛錬します。「卒業研究」に向けた準備段階とし
て３年次で１万字程度のゼミ論の提出があります。ゼミはまた、合宿研修、他大学との交流、フ
ィールドワークや旅行など、課外活動や内外との積極的な交流を図ることを通じた学習単位でも
あります。
・「卒業研究」は、４年間のプログラムで学んだ達成を総体的に評価するものです。１月末日に卒
業論文として提出されたものを指導教員が講評します。ゼミごとに優秀論文を選定し評価してい
ます。
・本プログラムの教員は授業、年次指導教員体制、ゼミの行事などを通じて学生との接点をもち、
教員間の情報交換を行い、カリキュラムの更新を実施しています。

５

想定される進路（主な就職先）

＜官庁・自治体＞沖縄県庁、市役所、町村役場、＜学校事務＞公立学校、琉球大学、沖縄科学技術
大学院大学、＜企業・団体＞朝日新聞社、北海道新聞社、沖縄タイムス社、琉球新報社、RBC、沖縄
テレビ、沖縄振興開発金融公庫、沖縄銀行、琉球銀行、沖縄海邦銀行、ゆうちょ銀行、シティバン
ク、野村證券、安藤證券、大同火災、サンエー、JAL、Singapore Airline、ANA セールス沖縄、JTB
沖縄、沖縄ツーリスト、ザ・テラス・ホテルズ、全保連、ユニクロ、日本生命、NTT 西日本、沖縄電
力 ＜大学院進学＞琉球大、早稲田大、九州大、大阪大、神戸大、一橋大、慶應義塾大、ソウル大
（韓国）
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人文社会学部

哲学・教育学 学士教育プログラム
１

人文社会

１年次
共通教育
科目

授与する学位の種類

学士（

《カリキュラムの概要》
２年次

３年次

４年次

教養領域・総合領域・基幹領域（情報関係）科目

）
学部・学科共通科目

２

学習目標（学位授与の方針：ディプロマ・ポリシー）

哲学・教育学学士教育プログラムでは、教育課程を通して培った専門性に基づいて、人間に対する
深い洞察力と豊かな人間性を基に、複雑化した社会の諸領域で柔軟かつ適正な問題解決を可能とする
能力を身に付けます。
具体的には、次のような能力を身に付けます。
（１）各学問分野と関連した高度な専門的能力
（２）人間や地域、国際社会に対する知識・理解に基づく深い洞察力
（３）自律的な学習による多様な情報の収集とそれを駆使した問題解決能力

３

学習の内容・方法（教育課程編成・実施の方針：カリキュラム・ポリシー）

本学科では全部で６つのコースが用意されており、学生の興味関心に応じて選択することができま
す（選択は１年次の後期に行い、２年次から正式に各コースに所属します）。
哲学・教育学学士教育プログラムでは、
「人間」の本質に関わるさまざまな問題について、理論的・
実証的に学びます。特に３つある基礎演習は、本学科の教育理念を体系的に学修することを目指しま
す。
なお、必修とされる科目は、プログラム全体で共通のものもありますが、コースによって異なるも
のもあります。
（哲学コース、教育学コース）
（１）１年次には「基礎演習Ⅰ」
「基礎演習Ⅱ」
「人間の探究」
「教育学入門」等を履修し、各学問分野
の特徴及び各コースの特徴を学び、自らにふさわしいコースを選択します。
（２）２年次から３年次にかけては、所属するコースの必修科目及び選択科目を中心に履修し、高度
な専門的能力、深い洞察力、問題解決能力を養います。特に「基礎演習Ⅲ」
「哲学・教育学演習Ⅰ」
「哲学・教育学演習Ⅱ」「プログラム専門演習Ⅰ」「プログラム専門演習Ⅱ」は、少人数のゼミ形
式で行われ、各自のテーマについて研究を深めていきます。
（３）４年次には「卒業研究Ⅰ」
「卒業研究Ⅱ」を履修し、これまでに養ってきた能力をさらに磨くと
ともに、それらを活用し、各自のテーマについての研究を卒業論文として完成させます。

専門科目

専門選択科目（各論）

演習科目

４

卒業研究

学習教育目標の達成に向けた具体的取組

哲学・教育学学士教育プログラムでは、学生それぞれの問題や関心にあわせて、多面的かつ総合的
に人間の本質を学びつつ、専門性を深め、問題解決能力を養うことができるように取り組んでいます。
各コースでの教育は少人数制を基本とし、それぞれの履修領域に即して演習あるいは実験や実習な
ど特色ある授業科目が提供されています。もちろん履修コースの授業だけでなく、他のコースやプロ
グラムが提供する授業科目も履修できるようにしています。学生の学習教育目標の達成度を、レポー
ト、アンケート、プレゼンテーション、GPA、試験などを通して評価し、また教員の間でも、学生の達
成度や学習状況の情報交換を行い、双方向で達成に向けた取り組みをしています。
（１）哲学コースでは、生と死、人間・世界、知、環境、生命、科学技術等について、文献読解や討
論を通じて原理的・本質的な探求を行い、同時に現実との具体的な関わりについても研究します。
そのために、
「宗教哲学入門」
「比較思想論」
「倫理学」
「科学と哲学」
「認知哲学」といった幅広い
科目を提供しています。
（２）教育学コースでは、現代日本社会に生起している様々な教育問題やそれらと取り組む教育実践
上の課題について、教育学部など他の教育学関係の教員の協力も得ながら、多様な観点から学ぶ
機会を提供しています。教育をめぐって、多くの文献・資料を精確に読み取り、自分自身で行う
調査によりデータを収集し、それらを基にしながら自分自身の考えを練り上げ、コースの他のメ
ンバーの前で発表し、討議し、考えをさらに深めていくというコースでの学びの経験を通じて培
うものは、卒業後の仕事と生活にとっても有用な糧となるはずです。

５

想定される進路（主な就職先）

大学院進学、公務員、矯正施設職員、教員、金融・保険業、IT 関連、流通業、商品営業、商品販売
業
【これまでの主な就職先】
＜官庁・自治体＞ 沖縄県庁、市町村役場、警察、法務教官 ＜学校＞ 中学校、高等学校、琉球大学、
沖縄大学 ＜企業他＞ 琉球銀行、沖縄銀行、沖縄海邦銀行、三井住友海上火災保険、新垣病院、JAL、
JTA、JTB 沖縄、JA 沖縄、公文教育研究所、イオン琉球、琉球セメント、琉球海運、ゼンリン
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人文社会学部

心理学 学士教育プログラム
１

《カリキュラムの概要》
１年次
共通教
育科目

授与する学位の種類

学士（

人文社会

２年次

３年次

４年次

教養領域・総合領域・基幹領域（情報関係）科目

）
学部・学科共通科目

２

学習目標（学位授与の方針：ディプロマ・ポリシー）
専門科
目

心理学学士教育プログラムでは、教育課程を通して培った専門性に基づいて、人間に対する深い洞
察力と豊かな人間性を基に、複雑化した社会の諸領域で柔軟かつ適正な問題解決を可能とする能力を
身に付けます。
具体的には、次のような能力を身に付けます。
（１）心理学専攻学生が獲得すべき高度な専門的能力
（２）人間や地域、国際社会に対する知識・理解に基づく深い洞察力
（３）自律的な学習による多様な情報の収集とそれを駆使した問題解決能力

３

学習の内容・方法（教育課程編成・実施の方針：カリキュラム・ポリシー）

本学科では全部で６つのコースが用意されており、学生の興味関心に応じて選択することができま
す（選択は１年次の後期に行い、２年次から正式に各コースに所属します（ただし、心理学プログラ
ムにはコースはない））。
心理学学士教育プログラムでは、
「人間」の本質に関わるさまざまな問題について、理論的・実証的
に学びます。特に「基礎演習Ⅰ・Ⅱ」、「共生社会入門」、「心理学実験」等は、本学科の教育理念を体
系的に学修することを目指します。
なお、必修とされる科目は、プログラム全体で共通のものもありますが、コース・プログラムによ
って異なるものもあります。
（心理学コース）
（１）１年次には「基礎演習Ⅰ」「基礎演習Ⅱ」「人間の探究」「教育学入門」「心理学概論Ⅰ」等を履
修し、各学問分野の特徴及び各コース・プログラムの特徴を学び、自らにふさわしいコース・プ
ログラムを選択します。
（２）２年次から３年次にかけては、所属するコースの必修科目及び選択科目を中心に履修し、高度
な専門的能力、深い洞察力、問題解決能力を養います。特に「心理学基礎演習」
「心理学課題演習」
は少人数のゼミ形式で行われ、各自のテーマについて研究を深めていきます。
（３）認定心理士、公認心理師となるために学部教育で求められている科目・科目内容を提供してお
り、専門性を身に付けることのできるカリキュラムとなっています。
（４）４年次には「卒業研究Ⅰ」
「卒業研究Ⅱ」を履修し、これまでに養ってきた能力をさらに磨くと
ともに、それらを活用し、各自のテーマについての研究を卒業論文として完成させます。
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専門選択科目（各論）

演習科目

４

卒業研究

学習教育目標の達成に向けた具体的取組

心理学学士教育プログラムでは、学生それぞれの問題や関心にあわせて、多面的かつ総合的に人間
の本質を学びつつ、専門性を深め、問題解決能力を養うことができるように取り組んでいます。この
コースでの教育は少人数制を基本とし、演習あるいは実験や実習など特色ある授業科目が提供されて
います。もちろん履修コースの授業だけでなく、他のコースやプログラムが提供する授業科目も履修
できます。学生の学習教育目標の達成度を、レポート、アンケート、プレゼンテーション、GPA、試
験などを通して評価し、また教員の間でも、学生の達成度や学習状況の情報交換を行い、双方向で達
成に向けた取り組みをしています。
心理学コースでは、心理学の基礎分野から応用的分野まで幅広くカリキュラムが提供されており、
包括的に心理学を理解することができるようになります。また統計法や実験などを体験的に学ぶこと
で、科学的な方法論やデータ分析、さらには報告の仕方まで、心理学のみならず社会で活用できる能
力も身に付けることができます。

５

想定される進路（主な就職先）

大学院進学、公務員、矯正施設職員、教員、金融・保険業、IT 関連、流通業、商品営業、商品販
売業
【これまでの主な就職先】
＜官庁・自治体＞ 沖縄県庁、市町村役場、警察、少年院 ＜学校＞ 中学校、高等学校、琉球大
学、沖縄大学 ＜企業他＞ 琉球銀行、沖縄銀行、沖縄海邦銀行、三井住友海上火災保険、新垣病
院、JAL、JTA、JTB 沖縄、JA 沖縄、公文教育研究所、イオン琉球、琉球セメント、琉球海運、ゼン
リン、Yahoo!Japan など
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人文社会学部

社会学 学士教育プログラム
１

共通教育
科目

授与する学位の種類

学士（

人文社会

１年次

２年次

基礎演習Ⅰ・Ⅱ

基礎演習Ⅲ

３年次

４年次

教養領域・総合
領域・基幹領域
(情報関係)科目

学部共通科目

）
学科共通科目

２

学習目標（学位授与の方針：ディプロマ・ポリシー）

専門科目

社会学プログラムでは、人間集団としての社会のあり方や暮らしを社会学的な視点と方法で読み解
き、現前の課題に対して適切な処方箋を提示し、社会制度づくりを提言できる人材に必要とされる能
力の涵養を目指します。
具体的には、以下に示される能力を身に付けることを目標とします。
（１）人間の行動、生き方、生活問題の発生過程及びその解決方法などの社会生活の諸側面を理論的・
実証的に捉える能力（論理的思考力）
（２）現実の社会で生じている様々な現象を多種多様な角度から分析し、社会の仕組み・変動を見極
める能力（分析力）
（３）市民社会の発展や生活問題・福祉問題の解決に貢献しうる能力（問題解決力）

３

学習の内容・方法（教育課程編成・実施の方針：カリキュラム・ポリシー）

社会学プログラムでは、社会学、社会福祉学、マスコミ学といった３つの専門分野を学際的に統合
した教育カリキュラムが提供されています。
（１）１年次では、「基礎演習Ⅰ」でインタビュースキル、レポート作成法、発表技法を修得し、「基
礎演習Ⅱ」で各分野における最適解の導出方法について学び、「社会学原論 I」「社会福祉原論 I」
「マスコミ原論 I」等の入門科目を通して２年次以降に各自の興味関心にあわせて履修コースを
１つ選択できるように専門性を深めます。
（２）２年次では、
「基礎演習Ⅲ」を通して基礎的な分析力を習得し、
「社会学実習 I、II」
「ソーシャ
ルワーク実習 I」「マスコミ実習 I」「マスコミ実習 II」において、実際の調査・フィールドワー
ク、福祉の現場での実習、新聞・TV 番組の制作を通して、コミュニケーションスキルを向上させ
るとともに現場での実践力を育み、問題解決力を高めます。
（３）３年次では、「ソーシャルワーク実習 II」において、２年次での実習の経験を活かして市民社
会に貢献しうる専門性や問題解決力を高めます。さらに、「専門演習 I・Ⅱ」、「卒業研究Ⅰ(社会
福祉学コースのみ)」において、講義で学んだ理論と実証方法、演習で培った情報収集力や分析力
を活かし、ゼミ論や卒業論文に向けての研究の取り組み方、研究発表の方法を修得します。
（４）４年次では、
「専門演習Ⅱ(社会福祉学コースのみ)」、
「卒業研究Ⅰ・Ⅱ」を履修し、卒業論文完
成に向けてのテーマの設定、リサーチの技法などについて学び、調査や文献の読み込みやフィー
ルドワークを行います。１年次から４年次にかけて培ってきた自律学習能力、問題探究力、論理
的思考力、多様な視点からの分析力を発揮し、卒業論文を完成させます。
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プログラムコア
基盤科目
プログラムコア

演

習

演習・卒業研究

発展科目
プログラム
発展科目
資格取得のため
の科目

４

学習教育目標の達成に向けた具体的取組

入学時には履修指導オリエンテーションを開き、在学生と教員で個別の質問に答えながら、卒業に
至るまで計画的な学習が進められるように指導します。
学習教育目標の達成度を、筆記試験、発表、レポート、ワークシート、グループワーク課題や自主
学習などで評価し、学生が講義や演習への理解を深め、積極的に参加できるように指導します。
多くの科目で少人数体制を整えるとともに、教員間で学生の学修状況の情報を共有し、多面的な支
援を行います。また、学生への授業アンケートを活用しながら授業内容の改善に努めています。
指導教員制度を採用し、４年間同じ指導教員が、GPA などの活用による学修状況の確認、個人面談
による履修指導を行います。
各コースとも社会に身を投じ経験を通して学ぶ実習科目が必修となっており、実際の社会調査を行
ったり、福祉事務所・病院・児童養護施設で実習したりする機会を提供しています。
宿泊研修を通して学生と教員、学生間の交流を促進し、学外の学びの経験を取り入れています。
社会福祉学コースでは、社会福祉士の資格取得に向けて、資格試験対策も行っています。

５

想定される進路（主な就職先）

民間企業・団体、官公庁・教員、社会福祉関連、マスコミ、大学院進学、NPO/NGO ほか
【これまでの進路実績】
＜企業・団体＞イオン琉球、沖縄銀行、琉球銀行、沖縄海邦銀行、コザ信用金庫、沖縄コンベン
ションビューロー、沖縄石油基地、沖縄ゼロックス、沖縄セルラー、近畿日本ツーリスト、サン
エー、JTB 沖縄、JA 沖縄、全日空、大同火災、日本たばこ産業、日本郵政株式会社、りうぼう、
リザンシーパークホテルほか
＜官庁・自治体・中学・高校（教員）＞内閣府、国税庁（国税専門官）、家庭裁判所(調査官補)、
裁判所(事務官)、沖縄県庁、那覇市役所、宜野湾市役所、浦添市役所、豊見城市役所
＜社会福祉関連＞沖縄県中央児童相談所、沖縄県社会福祉協議会、市町村社会福祉協議会、沖縄
県立若夏学院、介護老人保健施設桜山荘、那覇市立病院
＜マスコミ＞共同通信、NHK、沖縄タイムス、沖縄テレビ、ラジオ沖縄、琉球新報、琉球放送ほか
＜大学院進学＞琉球大学、東京大学、京都大学、大阪府立大学、一橋大学、カリフォルニア州立
大学、ハワイ大学
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人文社会学部

歴史・民俗学 学士教育プログラム

琉球アジア文化学科 プログラム共通 各学年次の科目履修イメージ
１年次
1年次

２年次
2年次

３年次
3年次

４年次
4年次

〇〇学基礎演習Ⅰ・Ⅱ

〇〇学演習Ⅰ・Ⅱ
卒業論⽂

健康運動系

１

教養領域

授与する学位の種類

学士（

人文学

共通教育
科⽬

）

総合領域
情報関係(2)
基幹領域

２

情報科学演習
第１外国語(8)
第２外国語(8)

学習目標（学位授与の方針：ディプロマ・ポリシー）

学部共通基盤科⽬

【学科共通－歴史・民俗プログラム】
琉球アジア文化学科では、対象領域（沖縄、日本、中国、台湾、朝鮮半島）の文化、言語、文学、
歴史、民俗に関する学習と研究を通して専門知識を深め、地域社会及び国際的な場で琉球・沖縄や日
本・アジアを的確かつ、積極的に指導、教育、発信する能力を修得します。
具体的には、次の能力を指します。
（１）琉球・沖縄及び日本・アジアという地域を主な対象とする広範な文化のありようを深く認識す
る能力（専門的知識）
（２）琉球・沖縄及び日本・アジアに関する歴史・民俗・文学・言語を理解し、歴史学・民俗学の研
究で得られた知見を通して、地域及び国際的な場で活躍する高度な能力（専門的情報収集力）
（社
会的問題解決力）
（３）歴史学・民俗学の知見を通して、異なる文化背景をもつ人々と平和的に共生していく能力（社
会的問題解決力）
（４）歴史学・民俗学の知見を通して、議論や意見交換を通して、自らの考えを論理的に伝達する能
力（情報発信力）

３

学習の内容・方法（教育課程編成・実施の方針：カリキュラム・ポリシー）

（１）琉球・沖縄及び日本、中国、朝鮮半島を中心にした地域の文化・歴史を認識するために、基礎
的な知識を身に付ける「琉球アジア研究入門」
「琉球アジア文化概論」、１年次以降に第一外国語、
第二外国語、歴史・民俗領域の「概論Ⅰ・Ⅱ」、２年次以降に各プログラム設置の講義科目を履修
することで、地域の歴史・民俗に関する知識と読解・研究の方法を段階的に習得します。
（２）琉球・沖縄及び日本、中国、朝鮮半島を中心にした地域に関する歴史・民俗・文学・言語を理
解し、地域及び国際的な場で活躍するために、３年次で歴史・民俗領域の「基礎演習Ⅰ・Ⅱ」、４
年次で歴史・民俗領域の「演習Ⅰ・Ⅱ」、「卒業論文」を履修することで、課題を自ら設定し、多
角的に研究、解決して発信する能力を習得します。
（３）異なる文化背景をもつ人々と平和的に共生するために、１年次以降に歴史・民俗領域の「概論
Ⅰ・Ⅱ」を幅広く履修し、異文化及び自らの文化への理解を深めます。また、２年次以降、歴史・
民俗領域の実習科目を履修し、様々な文化を直接に調査、研究することで他者と共生する能力を
習得します。
（４）１年次～２年次の「基礎演習Ⅰ～Ⅲ」、「情報科学演習」によってレジュメ・レポートの作成、
情報の収集・整理、研究発表、意見交換等の基礎的方法を習得します。３年次で歴史・民俗領域
の「基礎演習Ⅰ・Ⅱ」、４年次で歴史・民俗領域の「演習Ⅰ・Ⅱ」、
「卒業論文」を履修してゼミ（基
礎演習・演習）で自ら設定した研究課題に関する資料・論文を作成、発表し、さらに学科で行う
卒業論文予備登録（３年後期）、卒業論文中間発表会（４年前期）・最終発表会（４年後期）で発
表・質疑応答することで他者との議論、意見交換を通して、自らの考えを論理的に伝達する能力
を習得します。
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基礎演習Ⅰ 基礎演習Ⅱ

基礎演習Ⅲ
琉球アジア研究概論

平和共⽣・沖縄理解基盤科⽬
学科共通基盤科⽬

専⾨科⽬

学科共通発展科⽬
プログラム基盤科⽬

〇〇学概論Ⅰ・Ⅱ

プログラム発展科⽬
⾃由科⽬

＊以上の各行事については、今年度についてはコロナ禍のため、オンラインでできる行事に限定して
実施予定です。

４

学習教育目標の達成に向けた具体的取組

（１）新入生に専攻独自の「履修の手引」を配布するとともに、在学生と教員による履修相談会を開
き、卒業までを視野に入れた履修指導を実施しています。
（２）指導教員・ゼミ担当教員は学習達成度シート、授業評価アンケートなどにより学生の学習達成
度を確認するとともに、個別に履修指導・学習指導を行なっています。
（３）沖縄を中心にした地域の文化活動、中国・台湾・朝鮮半島などとの国際交流、小中高等学校の
国語教育など学外活動にも加わる専攻教員の経験を基礎に実践的に教育、研究しています。
（４）１年次の史跡巡見、１・３合宿研修、実地調査や野外実習などのフィールドワークや学外活動、
FD の一環として教員の研究を紹介するスタッフセミナーなどにより、学生の学習意欲、研究意欲
を高める環境を整備しています。
（５）本専攻は卒業論文を必修としています。そのため、各ゼミの個別指導のほか、３年次の卒業論
予備登録、４年次の卒業論文中間発表、同最終発表会を実施し、それまでの学習成果を充分に発
揮できる体制を整えています。

５

想定される進路（主な就職先）

本学大学院（琉球アジア文化領域を中心に）、国内外大学院（東大・一橋大・東京外大・首都大学東
京、九大等）、公務員、日本語教師、マスコミ、金融、交通・運輸、旅行・観光、商品営業、サービス
業など
【これまでの主な就職先】
官公庁、県内外市役所・町村役場、琉球銀行、沖縄銀行、琉球新報社、沖縄タイムス社、東通、沖
縄ツーリスト、エアー沖縄、H.I.S、JTB、サンエー、ホンダカーズ東京、メガネ一番、サン・エー
ジェンシー、ゼンリンなど
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人文社会学部

言語学 学士教育プログラム
１

授与する学位の種類

学士（

２

琉球アジア文化学科 プログラム共通 各学年次の科目履修イメージ

人文学

）

学習目標（学位授与の方針：ディプロマ・ポリシー）

【学科共通－言語学プログラム】
琉球アジア文化学科では、対象領域（沖縄、日本、中国、台湾、朝鮮半島）の文化、言語、文学、
歴史、民俗に関する学習と研究を通して専門知識を深め、地域社会及び国際的な場で琉球・沖縄や日
本・アジアを的確かつ、積極的に指導、教育、発信する能力を修得します。
具体的には次の能力を指します。
（１）琉球・沖縄及び日本・アジアという地域を主な対象とする広範な文化のありようを深く認識
する能力（専門的知識）
（２）琉球・沖縄及び日本・アジアに関する歴史・民俗・文学・言語を理解し、言語学の研究で得ら
れた知見を通して、地域及び国際的な場で活躍する高度な能力（専門的情報収集力）
（社会的問題
解決力）
（３）言語学の知見を通して、異なる文化背景をもつ人々と平和的に共生していく能力（社会的問題
解決力）
（４）言語学の知見を通して、議論や意見交換を通して、自らの考えを論理的に伝達する能力（情報
発信力）

３

学習の内容・方法（教育課程編成・実施の方針：カリキュラム・ポリシー）

（１）琉球・沖縄及び日本、中国、朝鮮半島を中心にした地域の文化・歴史を認識するために、基礎
的な知識を身に付ける「琉球アジア研究入門」、１年次以降に第一外国語、第二外国語、言語領域
の「概論Ⅰ・Ⅱ」、２年次以降にプログラム設置の講義科目を履修することで、言語学に関する知
識と読解・研究の方法を段階的に習得します。
（２）琉球・沖縄及び日本、中国、朝鮮半島を中心にした地域に関する歴史・民俗・文学・言語を理
解し、地域及び国際的な場で活躍するために、３年次で言語領域の「基礎演習Ⅰ・Ⅱ」、４年次で
言語領域の「演習Ⅰ・Ⅱ」、「卒業論文」を履修することで、課題を自ら設定し、多角的に研究、
解決して発信する能力を習得します。
（３）異なる文化背景をもつ人々と平和的に共生するために、１年次以降に言語領域の「概論Ⅰ・Ⅱ」
を幅広く履修し、異文化及び自らの文化への理解を深めます。また、２年次以降、言語領域の実
習科目を履修し、様々な文化を直接に調査、研究することで他者と共生する能力を習得します。
（４）１年次～２年次の「基礎演習Ⅰ～Ⅲ」、「情報科学演習」によってレジュメ・レポートの作成、
情報の収集・整理、研究発表、意見交換等の基礎的方法を習得します。３年次で言語領域の「基
礎演習Ⅰ・Ⅱ」、４年次で言語領域の「演習Ⅰ・Ⅱ」、
「卒業論文」を履修してゼミ（基礎演習・演
習）で自ら設定した研究課題に関する資料・論文を作成、発表し、さらに学科で行う卒業論文予
備登録（３年後期）、卒業論文中間発表会（４年前期）
・最終発表会（４年後期）で他者との議論、
意見交換を通して、自らの考えを論理的に伝達する能力を習得します。
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＊以上の各行事については、今年度についてはコロナ禍のため、オンラインでできる行事に限定して
実施予定です。

４

学習教育目標の達成に向けた具体的取組

（１）新入生に専攻独自の「履修の手引」を配布するとともに、在学生と教員による履修相談会を開
き、卒業までを視野に入れた履修指導を実施しています。
（２）指導教員・ゼミ担当教員は学習達成度シート、授業評価アンケートなどにより学生の学習達成
度を確認するとともに、個別に履修指導・学習指導を行なっています。
（３）沖縄を中心にした地域の文化活動、中国・台湾・朝鮮半島などとの国際交流、小中高等学校の
国語教育など学外活動にも加わる専攻教員の経験を基礎に実践的に教育、研究しています。
（４）１年次の史跡巡見、１・３合宿研修、実地調査や野外実習などのフィールドワークや学外活動、
FD の一環として教員の研究を紹介するスタッフセミナーなどにより、学生の学習意欲、研究意欲
を高める環境を整備しています。
（５）本専攻は卒業論文を必修としています。そのため、各ゼミの個別指導のほか、３年次の卒業論
予備登録、４年次の卒業論文中間発表、同最終発表会を実施し、それまでの学習成果を充分に発
揮できる体制を整えています。

５

想定される進路（主な就職先）

本学大学院（琉球アジア文化領域を中心に）、国内外大学院（東大・一橋大・東京外大・首都大学東
京、九大等）、公務員、中・高等学校教員、日本語教師、マスコミ、金融、交通・運輸、旅行・観光、
商品営業、サービス業など
【これまでの主な就職先】
官公庁、県内外市役所・町村役場、小学校・中学校・高等学校教員、琉球銀行、沖縄銀行、琉球新
報社、沖縄タイムス社、東通、沖縄ツーリスト、エアー沖縄、H.I.S、JTB、サンエー、サン・エー
ジェンシー、ホンダカーズ東京、メガネ一番、ゼンリンなど
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人文社会学部

文学 学士教育プログラム
１

授与する学位の種類

学士（

２

琉球アジア文化学科 プログラム共通 各学年次の科目履修イメージ

人文学

）

学習目標（学位授与の方針：ディプロマ・ポリシー）

【学科共通－文学プログラム】
琉球アジア文化学科では、対象領域（沖縄、日本、中国、台湾、朝鮮半島）の文化、言語、文学、
歴史、民俗に関する学習と研究を通して専門知識を深め、地域社会及び国際的な場で琉球・沖縄や日
本・アジアを的確かつ、積極的に指導、教育、発信する能力を修得します。
具体的には次の能力を指します。
（１）琉球・沖縄及び日本・アジアという地域を主な対象とする広範な文化のありようを深く認識
する能力（専門的知識）
（２）琉球・沖縄及び日本・アジアに関する歴史・民俗・文学・言語を理解し、文学の研究で得られ
た知見を通して、地域及び国際的な場で活躍する高度な能力（専門的情報収集力）
（社会的問題解
決力）
（３）文学の知見を通して、異なる文化背景をもつ人々と平和的に共生していく能力（社会的問題解
決力）
（４）文学の知見をと通して、議論や意見交換を通して、自らの考えを論理的に伝達する能力（情報
発信力）

３

学習の内容・方法（教育課程編成・実施の方針：カリキュラム・ポリシー）

（１）琉球・沖縄及び日本、中国、朝鮮半島を中心にした地域の文化・歴史を認識するために、基礎
的な知識を身に付ける「琉球アジア研究入門」、１年次以降に第一外国語、第二外国語、文学領域
の「概論Ⅰ・Ⅱ」、２年次以降に各プログラム設置の講義科目を履修することで、これらの地域の
文学を中心に関する知識と読解・研究の方法を段階的に習得します。
（２）琉球・沖縄及び日本、中国、朝鮮半島を中心にした地域に関する歴史・民俗・文学・言語を理
解し、地域及び国際的な場で活躍するために、３年次で文学領域の「基礎演習Ⅰ・Ⅱ」、４年次で
文学領域の「演習Ⅰ・Ⅱ」、「卒業論文」を履修することで、課題を自ら設定し、多角的に研究、
解決して発信する能力を習得します。
（３）異なる文化背景をもつ人々と平和的に共生するために、１年次以降に文学領域の「概論Ⅰ・Ⅱ」
を幅広く履修し、異文化及び自らの文化への理解を深めます。また、２年次以降、文学領域の実
習科目を履修し、様々な文化を直接に調査、研究することで他者と共生する能力を習得します。
（４）１年次～２年次の「基礎演習Ⅰ～Ⅲ」、「情報科学演習」によってレジュメ・レポートの作成、
情報の収集・整理、意見交換等の基礎的方法を習得します。３年次で文学領域の「基礎演習Ⅰ・
Ⅱ」、４年次で文学領域の「演習Ⅰ・Ⅱ」、
「卒業論文」を履修してゼミ（基礎演習・演習）で自ら
設定した研究課題に関する資料・論文を作成、発表し、さらに学科で行う卒業論文予備登録（３
年後期）、卒業論文中間発表会（４年前期）・最終発表会（４年後期）で発表・質疑応答すること
で他者との議論、意見交換を通して、自らの考えを論理的に伝達する能力を習得します。
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＊以上の各行事については、今年度についてはコロナ禍のため、オンラインでできる行事に限定して
実施予定です。

４

学習教育目標の達成に向けた具体的取組

（１）新入生に専攻独自の「履修の手引」を配布するとともに、在学生と教員による履修相談会を開
き、卒業までを視野に入れた履修指導を実施しています。
（２）指導教員・ゼミ担当教員は学習達成度シート、授業評価アンケートなどにより学生の学習達成
度を確認するとともに、個別に履修指導・学習指導を行なっています。
（３）沖縄を中心にした地域の文化活動、中国・台湾・朝鮮半島などとの国際交流、小中高等学校の
国語教育など学外活動にも加わる専攻教員の経験を基礎に実践的に教育、研究しています。
（４）１年次の史跡巡見、１・３合宿研修、実地調査や野外実習などのフィールドワークや学外活動、
FD の一環として教員の研究を紹介するスタッフセミナーなどにより、学生の学習意欲、研究意欲
を高める環境を整備しています。
（５）本専攻は卒業論文を必修としています。そのため、各ゼミの個別指導のほか、３年次の卒業論
予備登録、４年次の卒業論文中間発表、同最終発表会を実施し、それまでの学習成果を充分に発
揮できる体制を整えています。

５

想定される進路（主な就職先）

本学大学院（琉球アジア文化領域を中心に）、国内外大学院（東大・一橋大・東京外大・首都大学東
京、九大等）、公務員、中・高等学校教員、日本語教師、マスコミ、金融、交通・運輸、旅行・観光、
商品営業、サービス業など
【これまでの主な就職先】
官公庁、県内外市役所・町村役場、小学校・中学校・高等学校教員、琉球銀行、沖縄銀行、琉球新
報社、沖縄タイムス社、東通、沖縄ツーリスト、エアー沖縄、H.I.S、JTB、サンエー、サン・エー
ジェンシー、ホンダカーズ東京、メガネ一番、ゼンリンなど
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国際地域創造学部

観光地域デザイン
１

授与する学位の種類

学士（

２

学士教育プログラム

観光学

）

（４）国際観光に通用する言語の修得：観光語学科目として、
「ツーリズム英語」
「ツーリズム中国語」
「ツーリズム韓国語」
「ツーリズム・ビジネス英語」などが開講され、ハワイ大学による遠隔講義
（現地教員によるオン・キャンパス・クラスも含む）
「Tourism Development」を履修することで、
アジア及び太平洋島嶼地域における実践的なコミュニケーション能力の向上を目指すとともに、
国際感覚を養います。

学習目標（学位授与の方針：ディプロマ・ポリシー）

観光地域デザインプログラムでは、地域の社会や産業が抱える課題を的確に把握・分析する能力と、
産学官で協働しながら観光に関わるマネジメントを包括的に行う能力を身に付けさせ、観光を通した
地域振興や産業振興に主体的かつ創造的に取り組むことができる人材を養成します。この方針に基づ
き、グローバルな思考のもと①沖縄や太平洋島嶼地域の観光を科学的かつ実践的に考究することがで
き、②持続可能な観光による地域振興や産業振興の包括的マネジメントを創造的に行う能力を身に付
けることを学習目標としています。

３

ーリズムの領域での学びを通して、学際的アプローチから観光を科学する視点を養います。

学習の内容・方法（教育課程編成・実施の方針：カリキュラム・ポリシー）

観光地域デザインプログラムでは、複眼的思考を養うために観光学と他分野（経営学、経済学、文
学・言語学、地理・歴史・人類学）を複合した科目や、各専門分野における体系的で、かつ高度な専
門性をもつカリキュラムを提供します。具体的には、①持続可能な観光（サステナブルツーリズム）
のコンセプトを基盤とする、②インターンシップやフィールドワーク等による実践型教育、③観光と
地域の関係性をビジネス、政策、資源管理、地域開発などの領域から学際的なアプローチによる学問
的追究、④アジアのツーリズム・ゲートウエイとしての国際的コミュニケーション技術の習得を特色
としています。
詳細内容は次のとおりです。
（１）持続可能な観光を学ぶ出発点：入学から専門プログラム配属までは、大学での学びを準備する
ために各プログラム共通の必修科目として「基礎演習」をはじめ、
『専門基盤力科目』として本プ
ログラムが提供する「観光地域デザイン入門」、「観光とサステナビリティ」、「テーマ型ツーリズ
ム」の３科目を必修として学ぶことで観光学の基礎、現代社会に求められる持続可能な観光の理
論や概念、そして観光の視点から地域社会の持続可能性を高める具体的なツーリズムの実践を理
解します。
（２）実践型教育の重視：２年次後期から学生定員は３～12 名の小規模クラスで各研究室に分かれ、
研究室の専門分野からのアプローチやテーマに準じた演習が始まります。
「観光地域デザイン・プ
レ演習」
（２年次後期）は当プログラム独自のものであり、次いで「地域・国際実践力演習Ⅰ・Ⅱ」
（３年次）、
「地域・国際実践力演習Ⅲ・Ⅳ」
（４年次）と、一貫した指導により、観光の個別課題
について、各研究室の専門領域を通じて学び、論理的思考の涵養、課題解決法や専門性向上に資
する能力が身に付きます。
（３）観光を学際的アプローチで科学する視点：
『地域・国際基盤力科目』として提供する「沖縄観光
開発入門」、
「沖縄観光ビジネス＆ウエルネス入門」、
「沖縄観光資源マネジメント入門」、そしてプ
ログラム複合科目「島嶼観光入門」は、２年次後期までの選択必修４科目として位置づけられ、
本プログラムの特色である観光地開発・地域資源マネジメント・観光ビジネス・ウエルネス＆ツ
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４

学習教育目標の達成に向けた具体的取組

（１）学部学科共通で学年指導教員が個別の指導を行う体制を整えており、特に観光地域デザインプ
ログラムでは２年次後期からプレ演習で配属ゼミを決定し、３、４年次の学生には、ゼミ（演習）
の指導教員が学習指導及び就職指導を行います。
（２）ゼミ（演習）では、各研究室の専門性を活かしたテーマを現地視察やフィールドワーク等をと
おして深め、卒業論文や卒業プロジェクトといったカタチに仕上げます。また、各種コンテスト
への応募など具体的な目標を持って取り組み、学習成果を広く見える化し、評価される機会を活
用しています。
（３）グループディスカッションやグループ課題による発表、ポートフォリオ評価やルーブリック（評
価指標：学習到達状況の尺度と質を示す評価基準表）等を取り入れた学修者の能動的な学修への
参加を盛り込んだアクティブ・ラーニングの授業を取り入れ、情報基盤統括センターが運営する
web class を活用した予習・復習など、きめ細かい指導と効率良い教育環境を整えています。

５

想定される進路（主な就職先）

卒業生の約９割は企業、官庁・自治体など、国内外で広く活躍しています。約１割は大学院進学を
はじめ、海外への語学留学やワーキングホリデー等、さらなる学修と幅広い視野の獲得を目指します。
観光科学科で修得した知識や能力は観光関連産業の経営・運営・管理等の専門職にとどまらず、幅広
い業種で活かすことができます。令和元年度の就職率は 96.0％と学科創設以来、これまで安定して高
い就職率を維持しています。
民間企業
旅行

HIS、HIS沖縄、沖縄ツーリスト、JTB Pte Ltd 、JTBコミュニケーションズ九州、東武トップツアーズ、ジャンボツアーズほか

宿泊・飲食

ザ・テラスホテルズ、かりゆし、星野リゾート、オリエンタルヒルズ沖縄、プリンスホテル、杉乃井リゾート、ラグナガーデンホテル、
オキナワマリオットリゾート＆スパ、清香園ほか

交通

全日空、ＡＮＡシステムズ、ANAウイングス、日本トランスオーシャン航空、三洋航空サービスほか

ブライダル

沖縄ワタベウエディング、ウェディングアンドゥ・フィーほか

金融

琉球銀行、沖縄海邦銀行、沖縄銀行、コザ信用金庫、シティグループ証券、シティバンク銀行、オリエントコーポレーションほか

コンサルタント

国建、都市科学政策研究所、株式会社OTSサービス経営研究所ほか

その他サービス

三井物産、NTT西日本、サンエー、沖縄電力、沖縄セルラー電話、日本電気、日本発条、ブリジストン、パム、ラジオ沖縄、琉球
新報開発、吉本興業、大東ガスパートナー、アルファ・グループ、日本テクノ、西友、リウボウストア、徳永薬局、ビーンズラボ、
フォーミュレーションI.T.S、フィットネスプロモーションジスタス、豊見城中央病院、損害保険ジャパン、共栄ほか

公務員・独立行政法人・各種団体
沖縄振興開発金融公庫、沖縄県庁、南城市役所、那覇市役所、糸満市役所、札幌市役所、JAおきなわ、静岡県事業振興協同組合、沖縄県警察、社
会保険診療報酬支払基金ほか

進学
琉球大学大学院観光科学研究科、北海道大学大学院国際広報メディア／観光学院、法政大学大学院政策創造研究科、メリーランド大学ほか

（過去 10 年間の観光科学科卒業生の進路状況を参考に作成）
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国際地域創造学部

経営学
１

ンシップ」や「キャリア開発演習(必修)」も開講しています。さらに「卒業研究(必修)」を用意し
学生に自らの勉強成果をまとめる機会を提供します。

学士教育プログラム

英語の学習に関して、海外で学位を取得した教員や国際的に活躍している教員の指導、税理士・
公認会計士などの資格取得に関しても、実務経験豊富な教員の指導を受けることができます。

授与する学位の種類

学士（

経営学

）

４
２

学習目標（学位授与の方針：ディプロマ・ポリシー）

国際地域創造学科経営プログラムは、下記の能力を有する人材に学位を与えます。
【国際地域創造学科経営プログラムの教育理念と教育目的】
幅広い教養と高い倫理観を兼ね備え、理論と実践の両面から、地域・国際社会に貢献し、自らの
未来を創造できる経営人材の育成を教育理念としています。
このような視点から経営プログラムでは、経営・会計・マーケティング等に関する幅広いマネジメン
ト知識の修得とその応用・実践を通じて、以下のような能力の習得を目指します。
（１）理論を実践に応用する能力の習得
（２）高度な職業倫理観と的確な判断能力の習得
（３）高い専門性と幅広い教養を併せもつリーダーシップの習得
（４）国際社会で活躍できる国際感覚の養成と外国語運用能力の習得
（５）地域社会の発展に寄与できる課題解決能力の習得

（１）半期に一度「学習達成度シート」を使用し、GPA 及び修得単位数を中心に学生が自ら設定した
学習目標の達成度合い及び達成方法について、検討・評価をしてもらいます。指導教員は学生の
目標達成状況や今後の取り組みなどについて個別指導を実施し、学生の学習成果の向上に支援し
ます。
（２）キャリア開発演習により、自らの生涯を通してのキャリアについて考える機会を提供します。
この演習は単なる就職指導に終わらせない仕組みができています。
（３）３・４年次では、教員の専門分野に沿って様々なテーマをもった「地域・国際実践力演習科目
（ゼミ）」が開講され、少人数によるきめ細かい専門指導を行います。
（４）外国の提携大学との交流プログラムや資格取得のサポートなどを通じて、学生により充実した
学習体験と勉強サポートを提供します。
（５）学生による授業評価アンケートを実施すると同時に、ファカルティ・ディベロップメント（FD）
を通じて教育方法や教員の能力向上に取り組み、より良い教育を目指しています。

５
３

学習の内容・方法（教育課程編成・実施の方針：カリキュラム・ポリシー）

学際性と専門性を併せもつ人材の育成という学部の教育方針を受け継ぎ、経営プログラムでは、入
学してからプログラムに配属するまで「共通教育科目」及び５つの専門分野を融合した「学部共通基
盤専門科目」を提供し、プログラムに配属してから４年次までプログラム専門科目として経営に関連
する専門教育科目を体系的に提供します。詳細内容は次のとおりです。
（１）入学から専門プログラム配属までは、大学での学びを準備するために必修科目として「基礎演
習」を提供します。そして各プログラムに共通する「専門基盤力科目」を設け、「経営学入門(必
修)」、
「簿記入門(必修)」、
「マーケティング入門(必修)」など経営プログラムの入門科目をはじめ、
他プログラムに関連する基礎知識を修得する科目まで数多く開講しています。また、自然科学や
語学等の「共通教育科目」も提供されています。これらの科目をバランスよく受講することによ
り、学生は幅広い教養を身に付けることができます。
（２）昼間主は２年次後期から、夜間主は２年次前期から、学生の興味関心を尊重しながらこれまで
履修してきた科目の内容及び成績により、専門プログラムへの配属を行います。プログラムに配
属してから卒業するまでの間には「プログラム別専門科目の基礎・応用」及び「地域・国際実践
力科目」といった専門性の高い科目を提供します。さらに、昼間主においては他プログラムの専
門知識と融合した「プログラム複合科目」も提供され、夜間主においては自らの関心に応じて他
プログラムや他学部が提供する専門科目を履修することも出来ます。これらの専門科目の履修を
通じて学生の専門知識を高めながら、自ら選択した専門分野に対する問題意識や解決策に関連す
る思考力及び実践力を鍛えます。
（３）上記の他、３・４年次では、必修科目として「地域・国際実践力演習科目（ゼミ）」を設置し、
高度な専門知識をいっそう深めることに寄与します。将来の職業選択や進路を考える「インター
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想定される進路（主な就職先）

「観光産業科学部・産業経営学科」における、これまでの実績では、毎年、就職希望者の約９割は
企業に就職し、残りの約１割は公務員、若干名は大学院に進学しています。このほかに、公認会計士、
税理士、国税専門官等の資格を取得し、それぞれの領域で活躍しています。
民間企業
運輸・ 航空業

JAL、全日空（ANA）、スカイマーク、JTA、琉球海運

旅行業

沖縄ツーリスト、近畿日本ツーリスト

宿泊業

ラグナガーデンホテル、沖縄都ホテル

サービス業

沖縄電力

複合サービス事業

JA

金融・ 保険業

SMBC信託銀行、琉球銀行、沖縄銀行、沖縄海邦銀行、沖縄労働金庫、富山銀行、大同火災

情報通信業

NTT西日本、琉球新報、沖縄タイムス、沖縄テレビ放送、CSK、国際システム、シーエー・アドバンス、パーソル
プロセス＆テクノロジー、システック沖縄

製造業

ヘリオス酒造、オリオンビール、資生堂、ミネベアミツミ、沖縄明治乳業

建設業

前田建設工業

不動産業・ 物品賃貸業

大和リース

小売業

サンエー、琉球ジャスコ、りゅうせき

卸売業

ラクトジャパン

飲食店業

株式会社エー・ピーカンパニー

専門・ 技術サービス業

公認会計士、税理士、エンジンフィルム(広告制作会社)、株式会社阪急アドエージェンシー、マクロミル(マーケ
ティング・リサーチ会社）、帝国データバンク、スタイルエッジ、パクテラ・コンサルティング・ジャパン
官公庁・ 自治体・ 学校

公務

県庁、市町村役場、沖縄県警、国税専門官、沖縄空港
大学院進学
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国際地域創造学部

経済学
１

授与する学位の種類
学士（

２

学士教育プログラム

経済学

）

学習目標(学位授与の方針：ディプロマ・ポリシー)

経済学プログラムでは幅広い教養、経済学に関する深い知識、経済分析の基礎的な手法、それに論
理的な思考力と明確な発表能力を身に付けることで、社会を経済学の視点から捉えることのできる人
材の育成を目標にしています。
具体的には、以下のような能力の習得を目標とします。
（１）経済学を中心に社会科学についての幅広い知識をもち、現代社会の諸問題を総合的・多角的に
捉える能力を身に付ける。（自律性、専門性）
（２）社会科学の基礎力を応用して地域社会が抱える問題を見出し、その解決策を提案できる能力を
身に付ける。（地域・国際性、問題解決力）
（３）情報化社会におけるツールとして情報を自在に駆使できる能力や、社会の様々な場面に対応で
きるコミュニケーション能力を身に付ける。
（社会性、コミュニケーション・スキル、情報リテラ
シー）

３

学習の内容・方法(教育課程編成・実施の方針：カリキュラム・ポリシー)

経済学プログラムはバラエティに富んだ専門分野の教員のもと、順次性や体系性が工夫されたカリ
キュラム体系（基礎～応用～実践）に従って学習が可能です（DP と CP の詳細な対応関係は、カリキ
ュラムマップを参照してください）。
＜基礎＞１年次の基礎演習でパソコン技術及び論文作成技術を習得します。また、１年次には社会
科学のためのゲーム論入門、経済学概論、社会科学のための統計入門、２年次には日本経済入門（夜
は１年次）、経済数学、ミクロ経済学、マクロ経済学、基礎統計学を学ぶことにより、経済学の基礎
が体系的に習得でき、応用科目にスムーズに移行することができます（主として DP の１、３に対応）。
＜応用＞基礎演習、経済数学、ミクロ経済学、マクロ経済学、基礎統計学の基礎的科目の単位修得
を前提とした選択科目として、財政学、金融論、環境経済学、国際経済学、日本・西洋経済史等の
バラエティに富んだ応用科目を履修し、現代社会の諸問題を総合的・多角的に理解し、社会の様々
な問題に対応できる能力を習得します。また、地域・国際実践力演習Ⅰ～Ⅳ、卒業研究により、そ
れをより発展させます（主として DP の２に対応）。
＜実践＞実践経済学（経済人による講義）といった、より実践的な教育科目を選択科目として履修
することができます（主として DP の２に対応）。
＜評価方法＞各科目の評価方法は、各教員の指導方針により、シラバスに明記されています。

（２）財政学、地方財政論、(応用)金融論、ファイナンス理論、公共経済学、環境経済学、国際経済
学、国際マクロ経済学、経済政策論、産業組織論、地域政策論、都市経済学、教育経済学、労働
経済学、応用統計学、(応用)計量経済学、法と経済学、島嶼経済論、開発経済学、社会政策論、
アジア経済論、地域・国際実践力演習Ⅰ～Ⅳ、卒業研究、実践経済学、地域経済入門、国際経済
入門、経済史入門、社会政策入門、沖縄経済入門、島嶼社会経済入門、EU 研究
（３）基礎演習、情報処理実習
※履修については、学生便覧、授業時間配当表で確認してください。
【履修における注意点】
① 応用科目の中には２年次より受講可能な科目がありますが、経済学の基礎的知識が必要です。
１年次で、｢現代経済のしくみ｣や「経済学概論」を履修しておくと良いでしょう。
② 学生便覧に掲載されている科目でも、開講されない科目があります。授業時間配当表で開講さ
れている科目を確認して、履修計画を考えてください。但し、諸事情により来年度より開講さ
れない場合があります。
③ その年度・学期の各科目の講義内容等については、学生便覧ではなく、その年度・学期のシラ
バスで確認してください。
④ 各科目の評価基準は、シラバスで確認してください。

４

学習教育目標の達成に向けた具体的取組

（１）パソコンを用いた情報処理や論文の作成方法、経済学の基礎が体系的に習得でき、応用科目に
スムーズに移行できるようにカリキュラムを工夫しています。
（２）３年次に「経済学検定」の受験を義務付けており、検定試験を通じて基礎学力の到達度や全国
レベルでの位置付けを確認することができます。
（３）実践経済学を通じて、経済学の実践を体感してもらうことができます。
（４）演習科目にも力を入れることで、学生の自主的な勉強を個別指導でサポートしています。
（５）GPA や授業評価アンケートの数値化で目標達成度を検証し、教育の改善に努めます。

５

想定される進路（主な就職先）

【近年の主な就職先・進学先】
＜民間企業＞日本銀行、三菱 UFJ モルガンスタンレー証券、沖縄銀行、琉球銀行、海邦銀行、コザ
信用金庫、野村証券、安藤証券、十八銀行、沖縄振興開発金融公庫、沖縄県信用保証協会、大同火
災海上保険、沖縄セルラー、JA おきなわ、サンエー、オリオンビール、沖縄電力、郵政事業、沖縄
協同ガス、琉球海運
＜公務員＞沖縄県庁、那覇市役所、名護市役所、豊見城市役所、南城市役所、宜野湾市役所、石垣
市役所、国税専門官、沖縄警察署、沖縄労働局
＜大学院進学＞琉球大学大学院人文社会科学研究科、一橋大学大学院経済学研究科、大阪大学大学
院経済学研究科、早稲田大学大学院経済学研究科

※【「２.学習目標」に対応した科目群】
（１）経済数学、基礎統計学、ミクロ経済学、マクロ経済学、経済学概論、実践経済学、現代経済の
しくみ、現代経済の諸問題、経済の歴史、ゲーム理論、社会経済史、西洋経済史、日本経済史、
社会科学のためのゲーム論入門、社会科学のための統計入門、日本経済入門
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国際地域創造学部

国際言語文化
１

授与する学位の種類

学士（

２

学士教育プログラム

人文学

）

学習目標（学位授与の方針：ディプロマ・ポリシー）

国際言語文化プログラムでは、学生が欧米言語・文化に精通し、地域・国際社会で活躍できる人材
となれるよう、次のような能力を身に付けることを学習目標としています。
（１）国際的な場面で活躍するための高度な外国語運用能力（外国語運用能力）
（２）外国語の情報を正確に整理・分析することによって、グローバルな視点で主体的な見解を導く
能力（情報分析力）
（３）多様な見解や価値観を学びつつ、自らの意見を説得力ある表現で伝達することのできる能力
（主体的表現力）
（４）異なる文化背景や国籍をもつ人々と協力しながら、地球的視野で物事を判断し、地域あるいは
国際社会の様々な課題に対して、専門的知識を基に思考し、行動することができる能力（専門的
知識と実践力）

３

学習の内容・方法（教育課程編成・実施の方針：カリキュラム・ポリシー）

（１）「専門基盤力科目」から７科目（１４単位）以上を履修することで、様々な専門知識の基礎と
専門分野の体系的理解を身に付けます。また、１年次～４年次まで全ての学年で提供されている
必修の英語科目（英語文化履修コース（夜間主含む））あるいはスペイン語、フランス語、ドイ
ツ語から一つの言語を選択(ヨーロッパ言語文化履修コース)して履修することにより、４技能の
バランスのとれた高度な外国語運用能力を修得します。
（２）「情報科学演習」や学科共通科目の「基礎演習」、「異文化理解（昼間主）」、「EU 研究（昼間
主）」、「メディアの英語」、「リーディング I・II（夜間主）」、「実用英語演習 I（夜間主）」等を
１年次から３年次にかけて履修し、欧米の言語系・文学系の専門科目を１年次から４年次にかけ
て履修することにより、自主的情報収集能力、情報の整理・分析能力、主体的な見解を導く能力
を身に付けます。
（３）（昼間主）２年次以降に「プログラム別専門科目」から文学・言語・文化を柱とした専門科目
を履修し、各言語文化圏に関する専門的知識を深めます。さらに「学外実地研修」や「異文化実
地研修」を履修することで、学外または海外で実践的な言語運用能力の向上を目指すとともに異
文化理解を深める機会を得ることができます。
（夜間主）２・３年次の「アカデミックプレゼンテーション I・Ⅱ」や４年次の専門基礎科
目、文学系・言語系の専門科目を履修することにより、多様な見解や価値観を学び、自らの意見
に反映させる能力を身に付けます。文学系の必修科目（「英米文学概論」、「イギリス文学概論」、
「アメリカ文学概論」等）や言語系の必修科目（「言語コミュニケーション概論 I・II・III」
等）を履修することにより、地球的規模で物事を判断し行動する能力を身に付けます。また、こ
れらの科目に加えて共通教育の第２外国語や専門科目の「メディアの英語」等を履修することに
より、異なる文化背景をもつ人々と協力し、共生できる能力の向上を図ります。
（４）（昼間主）３・４年次の「地域・国際実践力演習Ⅰ〜Ⅳ」などの学部共通専門基礎教育や、文
学系・言語系の専門科目を履修することにより、多様な見解や価値観を学び、自らの意見に反映
させる能力を身に付けます。
（夜間主）専門基盤力科目（４科目：８単位以上）を通して、複数の学問領域の専門知識の基
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礎を学び、１年次の「ライティング I」や「オーラルコミュニケーション I」、２年次の「オーラ
ルコミュニケーション II」、３年次の「ライティング II」、３・４年次の「上級英語演習」、「地
域・国際実践力演習Ⅰ〜IV」等を段階的に履修することにより、自らの意見を説得力ある英語で
伝達する能力を修得します。
（５）基本的に、講義科目では修得した知識の理解度を、演習科目では知識を応用できる能力や習熟
度を評価します。学習成果の集大成となる卒業研究では、それまでの学修を基に文学・言語に関
わる専門的課題を自ら探求し解決できたか、あるいは、課題理解を深化できたかを評価します。
学習成果を適切に評価することで教育課程の継続的改善に取り組みます。

４

学習教育目標の達成に向けた具体的取組

（１）教員の多くが欧米の大学・大学院で学位を取得、あるいは研修した経験があり、その経験を生
かした講義・演習を行っています。併せてグローバル教育支援機構（外国語ユニット）所属の連
携教員と協力しつつ、外国語運用能力の向上を目的とした多くの必修科目を担当し、学生の外国
語運用能力を高めるようカリキュラム上の配慮が施されています。
（２）アルク社の英語学習用 e-learning システム、ネットアカデミーネクストが導入されていますの
で、在学中であれば無料で何時間でも英語の自主学習が可能です。また、e-learning システムが
課題として組み込まれた授業科目もあり、家庭学習と授業内学習との相乗効果があげられるよう
に工夫されています。
（３）学生交流協定を結んだ海外の大学へ選抜により留学できる「短期留学（派遣）プログラム」が
あり、本プログラムからは、欧米のみならずアジア圏の大学にも毎年多くの学生を派遣していま
す。教員が自らの海外研究・研修経験を踏まえた助言を学生に与えたり、海外留学経験者による
報告会を実施したりする等、留学派遣のための様々な支援を行っています。
（４）４年間を通して継続的に４技能のバランスの取れた外国語運用能力を鍛錬できるようカリキュ
ラム上の配慮がなされているため、それぞれの科目における課題、試験、レポートにおいて学習
教育目標の達成度を総合的に評価します。４年次後期の「卒業研究」ではそれぞれの学生の専門
性に合わせて課題探求能力を洗練させ、その内容を卒業研究発表会での成果と併せて、評価基準
表に基づき評価します。
（５）授業評価アンケートの結果から得られる学生からのフィードバックを基に、それぞれの教員が
主体的に教育改善に取り組んでいます。また、学生の学修状況について教員間で適宜意見交換し、
プログラム全体の教育改善に活用するとともに、指導教員は必要に応じて学生と面談し、修学や
進路等、学生生活全般について指導を行っています。

５

想定される進路（主な就職先）

大学院進学、公務員、教員、在外公館職員、通訳・翻訳、ジャーナリズム、情報産業、金融・保険
業、旅行・観光サービス業、広告・宣伝業、営業・販売、その他外国語運用能力を生かすことができ
る職業
【これまでの主な就職先・進学先】
国土交通省など官公庁／中学校・高校（英語教員）／沖縄県庁／市町村役場／航空管制官／外務省
在外公館／警察／沖縄科学技術大学院大学（事務職）／マスコミ関係（沖縄タイムス・琉球新報・琉
球放送・NHK・QAB 琉球朝日放送）／県内外銀行（シティバンク・琉球銀行・沖縄銀行・沖縄海邦銀行）
／サンエー／イオン／ホテル関係（かりゆしホテルグループ・ヒルトン沖縄ほか）／航空会社（JAL・
JTA・全日空・フィンランド航空）／旅行社（JTB 沖縄・沖縄ツーリスト・ジャンボツアーズ）／EY 税
理士法人／大同火災
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国際地域創造学部

地域文化科学
１

１年次～２年次前期

授与する学位の種類
学士（

２

学士教育プログラム

人文学

３年次

４年次

）

学部共通基盤専門科目

学習目標（学位授与の方針：ディプロマ・ポリシー）

地域文化科学プログラム専門科目

地域文化科学プログラムでは、幅広い教養と地理学・歴史学・人類学を有機的に結び付けた学問知
と実践能力を身に付け、地域社会や国際社会で自立した個人として活躍でき、特に社会科系教員・博
物館学芸員や地域における文化振興・まちづくりの中核となる人材の育成を目標とします。
具体的には、以下のような能力の習得を目標とします。

学習の内容・方法（教育課程編成・実施の方針：カリキュラム・ポリシー）

地域文化科学プログラムでは、幅広い教養と高度な専門性を段階的に習得できるようカリキュラム
を編成しています。年次ごとの主な学習内容は次のとおりです。
（１）１年次～２年次前期は、まず、国際地域創造学科学生全員の必修科目「基礎演習」を履修する
ことで、大学における論文・レポートの作成方法やプレゼンテーションの方法、基礎技能などを
早期に身に付けます。あわせて専門分野の知識や研究手法の基礎を習得するために、
「地理総合」、
「歴史総合」、
「人類文化入門」、
「地域文化科学フィールドワークⅠ」の履修を必須としています。
また、１・２年次の間は各学問分野を幅広く学び、それと並行して共通教育科目を履修すること
によって、総合的な基礎教養を身に付けます。
（２）２年次後期～３年次には、
「地域文化科学リテラシー」及び「地域文化科学フィールドワークⅡ」
を履修し、各専門分野の専門科目で多様な理論を学ぶだけでなく、実習・実験・巡検・史料講読
に関する科目を履修し、より実践的な調査研究能力を身に付けます。
（３）３年次には、学生の問題意識に応じて履修コースを自主的に選択します。さらに卒業論文作成
の準備として「地域・国際実践力演習Ⅰ・Ⅱ」を履修し、各分野における先端的な研究について
理解を深めます。
（４）４年次には、
「地域・国際実践力演習Ⅲ・Ⅳ」及び「卒論研究」を履修し、４年間の学習の集大
成として卒業論文を作成します。卒業論文では、自らの問題意識に基づいて課題を設定し、自ら
調査して資料を収集・分析し、論文を作成します。さらにプログラム主催の卒業論文発表会で研
究成果を発表します。

地域・国際
卒業研究
「卒業論文
実践力演習
「卒業論文」

全学共通教育科目

演習」

所属研究室の選択
プログラム配属

（１）地理学・歴史学・人類学に関わる専門的な諸資料（フィールドデータ、地理情報や統計資料、
文献史料等）を正確に理解し、そこから課題を発見する能力
（２）上記の諸資料や諸情報を自ら収集・分析し、課題を解決する能力
（３）調査研究の成果を論文や報告にまとめ、地域社会・国際社会に向けて発信する能力

３

２年次
後期

※詳しくは34ページを参照ください。

４

学習教育目標の達成に向けた具体的取組

地域文化科学プログラムでは、次のような具体的な取組みをしています。
（１）教育内容の特色
①初年次教育を重視し、大学生に必要とされる基礎技能や基礎教養を早期に身に付けるためのカ
リキュラムを提供しています。
②講義やゼミ形式の授業だけでなく、専門的な調査研究技能を身に付けるために、フィールドワ
ークや史料の読解などの実践的で特色あるカリキュラムを提供しています。
③さらに、専門性を生かした各種資格取得のためのカリキュラムを提供し、学生の就職支援に対
して積極的に取組んでいます。
（２）達成度の確認
面談及び GPA・授業評価アンケートの結果などを活用し、年次ごとに指導教員が学生の学習達
成度を確認しています。
（３）教育改善の取組
プログラム会議等において教育の諸課題について報告・検討し、各種 FD を行って教育の改善に
取り組んでいます。

５

想定される進路（主な就職先）

（１）～（４）で示した主な学習内容を習得できたのかについては、年次ごとに段階的に評価しま
す。

地域文化科学プログラムでは、高等学校教諭１種免許（地理歴史）、中学校教諭１種免許（社会）、
博物館学芸員、GIS 学術士などの資格取得が可能です。
想定される進路には、学校教員、博物館学芸員、公務員、記者、編集者、市町村史編纂員、埋蔵文
化財センター職員、旅行観光サービス業、その他一般企業、大学院進学等があります。
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国際地域創造学部
昼間主：１年次～２年次前期
学部共通基盤専門科目(24 単位以上)

全学共通教育科目(30 単位以上)
■教養領域：人文系科目・社会系科目・自然系科目・健康運動系科目
■総合領域：総合科目・キャリア関係科目・琉大特色＆地域創生科目
■基幹領域：情報関係科目・外国語科目

■専門基盤力科目(14単位以上)
・基礎演習(２単位・必修)
・プログラム系科目: 観光地域デザイン入門、経営学入門、簿記入門、
社会科学のためのゲーム論入門、経済学概論、言語科学入門、歴史総
合、観光とサステナビリティ、マーケティング入門、社会科学のため
の統計入門、英米文学概論、ヨーロッパ文化論、地理総合、人類文化
入門、テーマ型ツーリズム入門、日本経済入門、英米文化入門、自然
地理学概論、サービス経営入門、会計ファイナンス入門

夜間主：１年次
全学共通教育科目(40 単位以上)

学部共通基盤専門科目(８単位以上)
■専門基盤力科目(14単位以上)

■教養領域：人文系科目

・基礎演習(２単位・必修)
・プログラム系科目:経営学入門、社会科学のためのゲーム論入門、
経済学概論、メディアの英語、マーケティング入門、社会科学の
ための統計入門、日本経済入門、実用英語演習Ⅰ、自然地理学概
論、日本史概論、世界史概論( 東洋史)、世界史概論( 西洋史)、
社会人類学Ⅰ、考古学Ⅰ、民俗学Ⅰ、経済地理学

社会系科目
自然系科目
健康運動系科目
■基幹領域：情報関係科目・外国語科目

■地域・国際基盤力科目(10単位以上)
・プログラム系科目(６単位以上)：沖縄観光政策入門、沖縄観光ビジネ
ス入門、沖縄観光と健康入門、沖縄観光資源マネジメント入門、地域
経済入門、国際経済入門、経済史入門、社会政策入門、異文化理解、
地誌学概論、日本史概論、世界史概論( 東洋史)、世界史概論( 西洋史)、
社会人類学Ⅰ、考古学Ⅰ、民俗学Ⅰ、まちづくり地域興し論、マーケ
ティング実践研究
・プログラム複合科目(４単位以上)：島嶼観光入門、Introduction to
Global Business、沖縄産業入門、島嶼社会経済入門、沖縄経済入門、
EU 研究、メディアの英語、地域文化資源と博物館、人の移動とグロー
バル社会

夜間主：２年次～４年次
経営プログラム専門科目(76 単位以上)

昼間主：２年次後期、３・４年次
プログラム別専門科目(70 単位以上)
■プログラム別専門科目(32単位以上)
・専門基礎科目
各プログラムの詳細内容に参照
・専門応用科目
・卒業研究(２単位・必修 各プログラム共通)

■地域・国際実践力科目(12単位以上)
・プログラム複合科目
・フィールドワーク系科目
・キャリア関連系科目など

■経営プログラム専門科目(38単位以上)
・基礎科目： 簿記入門(４単位・必修)、組織行動論、経営組織論、観光情報論、観光マネジメント論、会計学、経営戦略論、コーポレー
トファイナンス理論編、サプライチェーン・マネジメント、広告論、観光マーケティング論、税法基礎、管理会計基礎論
・応用科目: 人的資源管理論、観光事業論、まちづくり地域興し論、マーケティング実践研究、サービスマネジメント論、物流サービス論、
競争戦略論、コーポレートファイナンス実践編、財務会計、管理会計応用論、インターンシップ、キャリア開発演習(２単位・必修）
・卒業研究(２単位・必修)
■地域・国際実践力科目(８単位以上)
・地域・国際実践力演習Ⅰ-Ⅳ
・フィールドワーク系科目
・キャリア関連系科目など
※夜間主コースの学生は、昼間に開講される授業科目から履修することができ、そのうち40単位までは卒業単位として認められる。 但し、経営学演習Ⅰ、及
び経営学演習Ⅱは40単位制限に含まない。

経済学プログラム専門科目(76 単位以上)
観光地域デザインプログラム専門科目

経営プログラム専門科目
■経営プログラム専門科目(32単位以上)

■観光地域デザインプログラム専門科目(32単位以上)

・基礎科目：組織行動論、経営組織論、観光情報論、観光マネジメント論、会計学、
経営戦略論、コーポレートファイナンス理論編、サプライチェーン・マネジメン
ト、広告論、観光マーケティング論、税法基礎、管理会計基礎論
・応用科目: 人的資源管理論、観光事業論、サービスマネジメント論、ホテル経営
論、サービス産業基礎理論、交通サービス論、物流サービス論、Tourism
Development、競争戦略論、コーポレートファイナンス実践編、応用簿記論、財務
会計、税法応用、簿記論演習、財務会計論演習、管理会計応用論、数字で学ぶビ
ジネス
・卒業研究(２単位・必修)

・基礎科目：観光経済学、観光政策論、観光地理学、観光社会学・基礎、エコツ
ーリズム論・基礎、観光自然人類学、旅行ビジネス論、宿泊サービス論、ヘル
スツーリズム論、バリアフリー観光論、国際観光論、観光心理学、自然観光資
源概論、文化観光資源概論、社会調査法、観光地における環境教育、ヘリテー
ジツーリズム論・基礎、観光関連法規・基礎、医療と観光、交通サービス論、
飲食ビジネス論、MICEビジネス論、情報とサービス論、スパマネジメント概論、
アジア沖縄食文化論、ウェルネスフード＆ツーリズム論、コミュニティスポー
ツ論、ツーリズム英語・基礎、ツーリズム・ビジネス英語・基礎、ツーリズム
中国語・基礎、ツーリズム韓国語・基礎
・応用科目: Tourism Development、観光地計画論、観光統計論、観光地危機管
理論、観光行動論、観光社会学・応用、エコツーリズム論・応用、観光生態学、
観光人類学、観光景観論、インタープリテーション論、学習旅行と観光、ヘリ
テージツーリズム論・応用、ホテル経営論、観光関連法規・応用、ウェルネス
ツーリズム論、海洋レジャー産業論、メディカルツーリズム論、スパマネジメ
ント実践論、ヘルスケアマーケティング論、ヘルスケアコミュニティ論、ヘル
スケア事業創出論、ヘルスケア人材育成論、スポーツツーリズム論、ツーリズ
ム英語・応用、ツーリズム・ビジネス英語・応用、ツーリズム中国語・応用、
ツーリズム韓国語・応用、観光地域デザイン特殊講義Ⅰ-X
・卒業研究(２単位・必修)

■地域・国際実践力科目(12単位以上)
・インターンシップ、キャリア開発演習、地域・国際実践力演習Ⅰ-Ⅳ
※昼間主コースの学生は、夜間に開講される授業科目から履修することができ、そ
のうち40単位までは 卒業単位として認められる。 但し、経営学演習Ⅰ、及び経営
学演習Ⅱは40単位制限に含まない。

経済学プログラム専門科目
■経済学プログラム専門科目(32単位以上)
・基礎科目：経済数学（基礎）、経済数学（応用）
、ミクロ経済学（基礎）
、ミクロ経
済学（応用）
、マクロ経済学（基礎）
、マクロ経済学（応用）
、基礎統計学、日本経
済史、西洋経済史、経済政策論、財政学、金融論、計量経済学、国際経済学、ゲー
ム理論、環境経済学、労働経済学、公共経済学、開発経済学、社会政策論、法と経
済学、情報処理実習
・応用科目: 産業組織論、地域政策論、都市経済学、ファイナンス理論、応用統計学、
応用計量経済学、社会経済史、国際マクロ経済学、島嶼経済論、教育経済学、地方
財政論、アジア経済論、応用金融論
・卒業研究(２単位・必修)

■地域・国際実践力科目(12単位以上)
・インターンシップ、観光地域デザイン海外演習、観光フィールドワーク
演習、観光地域デザイン・プレ演習、地域・国際実践力演習Ⅰ-Ⅳ

■地域・国際実践力科目(８単位以上)
・地域･国際実践力演習Ⅰ-Ⅳ
・フィールドワーク系科目
・キャリア関連系科目など

国際言語文化プログラム専門科目(76 単位以上)
■国際言語文化プログラム専門科目(38単位以上)
・基礎科目：文学系・言語系の欧米言語・文化に関する専門基礎科目
・応用科目：文学系・言語系の欧米言語・文化に関する専門応用科目
・卒業研究(2単位・必修)
■地域・国際実践力科目(８単位以上)
・地域･国際実践力演習Ⅰ-Ⅳ
・フィールドワーク系科目：学外実地研修、異文化実地研修
・キャリア関連系科目など：教職科目や副専攻科目など

地域文化科学プログラム専門科目

■地域・国際実践力科目(12単位以上)

■地域文化科学プログラム専門科目(32単位以上)

・地域･国際実践力演習Ⅰ-Ⅳ、実践経済学

・基礎科目：地理学系基礎科目群、歴史学系基礎科目群、人類学系基礎科
目群
・応用科目: 教職応用演習Ⅰ-Ⅱ、地理学系応用科目群、歴史学系応用科目
群、人類学系応用科目群
・卒業研究(２単位・必修)

国際言語文化プログラム専門科目

■経済学プログラム専門科目(38単位以上)
・基礎科目：経済数学（基礎）
、経済数学（応用）
、ミクロ経済学（基礎）、ミクロ経済学（応用）、マクロ経済学（基礎）
、マクロ経済学（応
用）、基礎統計学、地域経済入門、国際経済入門、経済史入門、社会政策入門、沖縄経済入門、日本経済史、西洋経済史、経済政策論、
財政学、金融論、計量経済学、国際経済学、ゲーム理論、環境経済学、労働経済学、公共経済学、開発経済学、社会政策論、法と経済学、
情報処理実習
・応用科目: 地域政策論、都市経済学、ファイナンス理論、応用統計学、応用計量経済学、社会経済史、国際マクロ経済学、島嶼経済論、
地方財政論、アジア経済論、応用金融論
・卒業研究(２単位・必修)

国際地域創造学部・国際地域創造学科
■学部共通基盤専門科目（昼 24・夜 8 単位以上）

プ
ロ

■地域・国際実践力科目(12単位以上)

・専門基盤力科目（昼・夜）

・基礎科目：文学系・言語系の欧米言語・文化に関する専門基礎科目
・応用科目：文学系・言語系の欧米言語・文化に関する専門応用科目
・卒業研究(２単位・必修)

・地域文化科学フィールドワークⅠ-Ⅱ、人文地理学とフィールド、自然地
理学とフィールド、地誌学とフィールド、地域・国際実践力演習Ⅰ-Ⅳ

グ

・地域・国際基盤力科目（昼のみ）

ラ

■地域・国際実践力科目(12単位以上)

博物館概論、生涯学習概論、博物館経営論、博物館資料論、博物館資料
保存論、博物館展示論、博物館教育論、博物館情報・メディア論、博物
館実習Ⅰ・Ⅱ
※地域文化科学プログラムの学生は，博物館実習Ⅰ・Ⅱは地域・国際実践
力科目，それ以外は地域文化科学プログラム専門科目（基礎科目）になる。

■全学共通教育科目（昼 30・夜 40 単位以上）

ム
配

■国際言語文化プログラム専門科目(32単位以上)

■博物館関連科目

・地域･国際実践力演習Ⅰ-Ⅳ
・プログラム複合科目：EU研究、メディアの英語など
・フィールドワーク系科目：学外実地研修、異文化実地研修
・キャリア関連系科目など：教職科目や副専攻科目など
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科目構成図（卒業要件 124 単位以上）
■プログラム別専門科目(昼 70・夜 76 単位以上)
・プログラム専門科目（基礎・応用・卒業研究）
・地域・国際実践力科目

教育学部

学校教育 学士プログラム
１

授与する学位の種類

学士（

２

教育学

◆４年間の集大成◆
講義系・演習系科目の集大成として卒業研究・卒業論文を完成させ、これまで培ってきた自らの
専門性を確認します。また、実践系科目の集大成である「教職実践演習」
（４年次後学期）において
は、４年間の総ての学びの成果を活かしつつ、教育実践力の最終確認を行います。

）

学習教育目標（学位授与の方針：ディプロマ・ポリシー）

教育学部（学校教育教員養成課程）に入学した学生は、関連諸分野の学修・研究を通して、
「子ども
と教育に関する臨床的課題に気付き、その解決に取り組める教員」
「学校の内外で、そして、学校段階
を超えて総合的に連携・協働に取り組める教員」
「学習指導と生活指導を両輪とする実践力のある教員」
となることを目指します。
したがって学校教育学士プログラムでは、上記のような教員に備わる高い専門性を育みます。
具体的には、下記（１）～（６）の資質・能力を身に付けることを学習教育目標とします。
（１）子ども理解
（２）学校教育に関する理解
（３）教科内容についての理解
（４）特別支援教育についての理解
（５）幅広い教養
（６）上記（１）～（５）を基盤とする教育実践力

３

学習の内容・方法（教育課程編成・実施の方針：カリキュラム・ポリシー）

教育学部（学校教育教員養成課程）では、大学内の学習の場で提供される講義系・演習系科目と具
体的な教育の場 (＝学校など) で実践を行う実習系科目との双方を組み込んだ系統的な学修や経験
を通して、実践と理論とを往還的に学ぶことができます。
◆１年次から２年次にかけて◆
学習教育目標（１）～（４）の基礎段階として、講義系・演習系科目では、教科や教職に関する
基礎的科目の履修により、教職の意義や基礎理論及び指導に際して必要な知識を広く学びます。ま
た、各専攻・専修における４年間の学修をスタートとして「初年次科目」が設けられています。
学習教育目標（６）の基礎段階として、「教職体験」（１年次後学期と２年次前学期）などの基礎
実習と「介護等体験」（２年次）に参加することを通して、教育現場の様子や子どもとの関わり方、
子ども一人一人の学びと育ちを支えることの意義などを理解します。
さらに、共通教育科目及び「現代的・地域的教育課題に関する科目」を４年間通じて断続的に履
修することにより、学習教育目標（５）を身に付けていきます。
◆２年次から３年次前学期にかけて◆
学習教育目標（１）～（３）を深めるため、講義系・演習系科目では、教科や教職に関する専門
科目の履修が始まり、学校現場で豊かな学習指導を行うための力量を高めていきます。
実習系科目では、附属学校での本実習（３年次）を通して、これまでの学修成果を総動員しつつ
教育実践を構想・実施する方法を実践的に習得し、学習教育目標（６）を確実なものとします。
◆３年次後学期から４年次にかけて◆
講義系・演習系科目では、所属専修が提供する特講科目や各自が所属するゼミでの探究を通して、
学習教育目標（１）～（３）を高次に引き上げるとともに、卒業研究・卒業論文執筆に向けて自ら
の専門性を高めていきます。
実習系科目では、本実習を振り返るとともに、その反省を活かしてオプション実習（４年次）を
行い、教職に精通するとともに責任感を高めて、学習教育目標（６）を引き上げていきます。
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４

学習教育目標の達成に向けた具体的取組

（１）教育学士をゴールとする学士教育課程と教員免許取得をゴールとする教職課程とが無理なく連
動するカリキュラムを工夫しています。免許取得のために多くの必修科目がありますが、専修ご
とに履修モデルを用意し、学生がスムーズに履修計画を立てられるよう指導しています。
（２）附属学校や公立学校、地域の協力を得ながら教員としての最低限の資質・能力を全般的に培う
ことを促しつつ、さらに専修ごとに得意分野に関する資質・能力の育成を図ります。
（３）教員養成課程という特質から、多くの授業（講義・演習）で学生による模擬授業や実技、討論、
表現、ICT の活用など参加型・体験型の内容を取り入れており、アクティブ・ラーニングを日常
的に実践しています。これらに実習系科目（教職体験、教育実習、教職インターンシップなど）
が加わることで、理論と実践を往還する学習プログラムを提供します。
（４）琉球大学教務情報システムを活用して、学期ごとの「授業リフレクションシート」と年度ごと
の「自己成長評価シート」を含む「教職カルテ（ポートフォリオ）」を作成・保持するよう指導し、
それらを参照しながら次学期・次年度での学びを意識化し深化させるよう促します。
（５）教育学部は年次指導教員一人あたりの学生数が 15 名以下ですので、学生一人一人に対する目配
りが可能です。また、教育実習委員会を中心とした各種実習時の細やかなサポート、学生生活委
員会を中心とした種々の教員採用試験対策など、学生を支える多くの取組を行っています。

５

想定される進路（主な就職先）

多くの卒業生が、小中学校、高等学校、特別支援学校など沖縄県内外の学校教員として教職に就き
ます。教員以外にも、学校教育をサポートする教育機関・施設や塾をはじめとする教育サービス業、
行政関係（公務員）などで教育学部での学びを活かす者や大学院へ進学する者が一定数います。
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理学部

数理科学 学士教育プログラム
１

授与する学位の種類
学士（

２

理学

【カリキュラムの概要】

）
１年次

学習目標（学位授与の方針：ディプロマ・ポリシー）

数学に、統計学や応用数理などを含めて数理科学と言います。数理科学を学修することによって、
様々な事象を数量的に記述できるようになるので、数理科学で学修する内容は、科学や技術に関連す
る分野を学ぶときに基礎的な素養・知識として必要となります。さらに、数理科学の学修によって論
理的思考力・理解力・発想力や様々な事象の本質を取り出す能力を養うことができます。そのため、
数理科学は情報化や多様化が進んでいく今後の社会にとって必要不可欠な学問であると言えます。
数理科学学士教育プログラムでは、以下に掲げる知識と能力を修得します。
（１）本学の理念に基づき、諸科学の基礎としての数理科学を学びます。
（２）社会の多様化及び時代の変化に柔軟に対応できる幅広い素養を身に付けます。
（３）数学的専門知識を理解し、それを様々な問題に柔軟に応用することができる実践力を身に付け
ます。
（４）従来の考え方に囚われない発想力や論理的な思考力を養うことにより、幅広い世界的な視野に
立って、多様に変化していく社会に貢献できる力を身に付けます。
（５）数学の専門基礎に関する文献を読みこなせる力を養い、情報化社会に資するため、数学の理論
の応用ができる力を身に付けます。

３

～３名の学生に対して１名の教員が指導を担当し、専任教員全員できめの細かい指導にあたっていま
す。また、各学年には２名の指導教員がつき、定期的に行われる年次懇談会において学業面だけでな
く、生活面についても指導や意見交換を行っています。

学習の内容・方法（教育課程編成・実施の方針：カリキュラム・ポリシー）

共通
教育
専門
基礎

２年次

３年次

４年次

教養領域・総合領域
基幹領域（情報関係科目、外国語科目）
微分積分学
線形代数学
基礎ゼミ
必修科目

専門
教育

選択必修科目
選択科目・自由科目
卒業研究

４

学習教育目標の達成に向けた具体的取組

（１）入学した時点で「学習達成度シート」というものを作成し、学習成果の状況を容易に把握でき
るようにしています。「学習達成度シート」は学生が各学期の始めに目標を記入し、成績が発表
された後に、指導教員が適切なコメントやアドバイスをするものです。
（２）少人数で行う１年の「基礎ゼミ」で、大学での数学の学習法の基礎的事項を指導しています。
（３）最終学年における卒業研究においては、各研究室に１～３名の学生が所属し、指導教員による
きめ細かい指導により、学習教育目標に適う学生の育成を行います。卒業研究では、ゼミでの発
表における準備の度合い・説明の分かりやすさ・質問に対する応答の仕方などについて、評価基
準表に基づいて総合的に評価します。
（４）数理科学科の専任教員に加え、学外から専門の講師を招くことにより数学の応用分野について
も幅広く対応しています。保険数学や数理ファイナンスに興味を持つ学生に対してはアクチュア
リーコースを設けており、アクチュアリー資格試験に対応した指導も行っています。

教育理念が実現できるように、１年次では、一般教養及び語学を身に付け、広く世界を理解するた
めに共通教育科目を学びます。また、数学の基礎科目である「微分積分学」と「線形代数学」を学
び、「数学序論」という、高校数学と大学数学のギャップを埋め、大学数学への入門となる科目を学
びます。さらに、少人数で行う「基礎ゼミ」を通して、数学の勉強方法の基礎を学びます。２年次で
は、講義と演習により、代数学・幾何学・解析学の基礎理論を身に付けます。３年次になると、さら
に発展した現代数学のさまざまな理論を学びながら自分の興味のある数学の分野をみつけます。４年
次では、「卒業研究」で自分の学びたい専門内容を深く学ぶことができます。卒業研究はゼミ形式で
行われるので、自分で課題を設定しそれを解決するための自主的な取り組みや、発表の際に自分の考
えを表現することを通して自律性、コミュニケーション・スキルなどを含めた能力を総合的に修得す
ることができます。
また、保険・金融に興味のある人は、１年次に、「統計と社会」という、数理科学科の教員が担当
する共通教育科目により、確率・統計の基礎を学びます。さらに、２年次以降、一連の科目により、
学外から招いた専門の講師及び数理科学科の確率・統計を専門とする教員の指導の下で、アクチュア
リーや数理ファイナンスの基礎を学ぶことができます。
講義科目では、主に記述式試験により、学習した知識の理解度を測ります。演習科目では、問題の
解き具合や演習への参加意欲などを評価します。基礎ゼミや卒業研究などゼミ形式の科目では、発表
時における準備の度合い・説明の分かりやすさ・質問に対する応答の仕方などを総合的に評価しま
す。
数理科学科には、上記の教育課程の内容を講義するために、様々な専門分野の専任教員がいます。
１年次から３年次までの数学の専門科目の講義・演習には専任の教員があたり、保険数学や経済統計
に関する科目については学外から専門の講師を招き講義を行っています。４年次の卒業研究では、１

【企業】(株)琉球銀行、
（株）沖縄銀行、
（株）沖縄海邦銀行、沖縄電力（株）、大同火災海上保険（株）、
（株）損保ジャパン日本興亜、アフラック、ソニー生命（株）、フコクしんらい生命保険(株)、NTT
ソフトウェア（株）、NEC ソフト（株）、
（株）沖縄富士通システムエンジニアリング、沖縄日立ネッ
トワークシステムズ（株）、日立公共システムサービス（株）、キャノン IT ソリューションズ（株）、
クオリサイトテクノロジーズ株式会社、（株）インターナショナルシステムリサーチ、（株）ネット
ワーク、（株）国際システム、創和ビジネスマシンズ、フォーサイトシステム（株）、フィナンシャ
ル・エージェンシー、（株）フェリーチェなど
【公務員】中学教員、高校教員、国税専門官、裁判所職員、沖縄県庁、県内市町村役場など
【大学院】琉球大学、九州大学、大阪大学、名古屋大学など
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５

想定される進路（主な就職先）

理学部
【 カ リ キュ ラ ムの概要】

物理系 学士教育プログラム
１

必修科目
基礎ゼミ I・ II

授与する学位の種類
学士（

理学

力学 力学演習 解析力学 熱力学 統計力学

物理学I

物理学II

）

物理学基礎演習I・ II

２

学習目標（学位授与の方針：ディプロマ・ポリシー）

波動論

３

学習の内容・方法（教育課程編成・実施の方針：カリキュラム・ポリシー）

物理系は大別して、理論的な立場から物質と宇宙の根源に迫る「基礎物理学」、 固体、液体、気体
などの物質の特異性と多様性を理論的に探究する「物性理論物理学」、実験的に探究する「物性実験物
理学」の３分野からなります。これらの３分野において、個性や特性に応じた学習を行います。
具体的には、（１）「共通教育」では社会人として必要な教養を身に付け、人間としての視野を広げ
るとともに専門を学ぶための基礎力を養います。
（２）１年次後期からは、専門科目として物理学の基
盤をなす、力学、電磁気学、量子力学、熱力学、統計力学、物理数学、物理実験学などを学びます。
（３）物理学実験、物理実験Ⅱ、物理実験Ⅲなどにより、実験技術を身に付けます。計算機関連科目
によってコンピューターに対する技能や知識を高めます。
（４）演習科目における演習問題の解答の発
表、実験科目の学期末における発表会、卒業研究の研究発表会を行うことにより、プレゼンテーショ
ン能力を身に付けます。
（５）３年次までに修得した基礎学力を基に４年次では、基礎物理学、物性理
論物理学、物性実験物理学の３分野のいずれかの研究室に所属し、卒業研究を行います。卒業研究で
は、セミナーによって、その分野の物理学の知識を身に付け、研究、成果の発表、まとめを通して、
論理的思考力、洞察力、発想力、独創性などを身に付けます。

４

学習教育目標の達成に向けた具体的取組

・１年次前期の「基礎ゼミ」で、対話型少人数ゼミを実施し、大学での学習に必要な聞く力、意見を
述べる力、書く力の向上を促し、物理学の考え方の基礎や修学の方法を指導しています。
・高校と大学の物理・数学のギャップによってつまずかないように、両者の橋渡しをするための「物
理学基礎演習Ⅰ・Ⅱ」という演習を主体とした授業を設置して基礎的学力の補強を図っています。
・実感を伴った物理の学習ができるように、タブレット PC を貸与してインタラクティブな物理シミ
ュレーションで視覚的・能動的に物理概念を習得する授業形式を取り入れている科目もあります。
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（ ベク ト ル解析な ど ）

自然科学のための数学I・ II

物理数学I

宇宙物理学

原子物理学 初等量子力学

選択科目

一般相対論

選択科目
実験系
推奨科目

量子力学 量子力学特論
流体力学

物理数学III

物理数学IV

物理数学II

物理学は、自然のさまざまな振る舞いの奥にある基本法則を明らかにし、それに基づいてミクロな
世界から宇宙までの自然現象を統一的に理解しようとする学問であり、現代科学を支える基礎であり、
私たちの社会基盤を支える基礎学問です。物理学を継承し、持続的に発展させて人類の知の最前線を
拡大することが我々に与えられた使命です。
物理学を体系的に学ぶことによって専門的知識や考え方を身に付け、科学技術の研究や発展に貢献
できる人、社会や学問の世界において自立できる人、また、学んだことを発展させて人類の文化に貢
献できる人を目指します。さらに、普遍的知識、柔軟な論理的思考力、問題解決能力、普遍的考え方
を身に付け、社会の変化・発展に柔軟に対応でき、人類の幸福と社会の進展に貢献できる人を目指し
ます。
具体的には、①力学的な現象や電磁気学的な現象、原子などのミクロな振舞いを基礎法則に基づい
て理解できる能力、②基本的な計測技術、計算機利用技術、③基本的なプレゼンテーション能力、④
現代物理学の知識に基づいて自然現象や物質の性質を探求する能力などを身に付けることを目指しま
す。

相対論

電磁気学 I・ II

必修で はな いが
是非取って欲しい

統計力学特論

理論系
推奨科目

物性論

（ フ ーリ エ 解析など ） （ 複素関数な ど ）

（ 線形代数な ど ）

卒業研究
各研究室に配属されて、それぞれのテーマで 研究します。

物理学実験
物理実験学

物理実験 II

物理実験 III 物理実験 IV

エ レ ク ト ロ ニク ス
入門

物理学基礎実験

プ ロ グラ ミ ン グ
数値解析演習
入門

I 数値解析演習

１１ 年次には、
年次には、 共通教育と
共通教育と
並行し
の勉強
並行して
て、、 専門で
専門での勉強
の基礎と
の基礎となる
な る物理と
物理と数学
数学
を
を学びま
学びます。
す。

２２ 年次には、
年次には、 現代物理学
現代物理学
の基礎で
ある 古典物理学
の基礎である
古典物理学
を
を中心と
中心とし
した専門的物理
た専門的物理
を
を学びま
学びます。
す。

{

II

物理学ト ピ ッ ク ス
I ま たは II

物理学ト ピ ッ ク ス
I ま たは II

研究室は、大きく分けて

３３ 年次には、
年次には、 量子力学、
量子力学、
統計力学、
統計力学、 相対論等の
相対論等の
現代物理学を
現代物理学を学び、
学び、
科学技術の基礎と
科学技術の基礎と応用
応用
の力を
の力を身につけま
身につけます。
す。

の３分野があります。
研究室配属は、４年次の最初に決定します。

４４ 年次には、
学習し た現代物理学の
年次には、 こ
これま
れまで
で学習し
た現代物理学の
知識と
具体的な目標について
知識と 概念を
概念を礎と
礎とし
して
て具体的な
目標について
理論的・
理論的・ 実験的に卒業研究を
実験的に卒業研究を行いま
行います。
す。
研究の過程で
、 科学技術者と
研究の過程で、
科学技術者とし
して必要な
て 必要な
普遍的知識、
普遍的知識、 柔軟な
柔軟な論理的思考力、
論理的思考力、 問題解決
問題解決
能力、
普遍的考え方が身につき
ま
す。
能力、 普遍的考え 方が身につき ま す。

・実験系に進む学生がより早く専門的実験に触れることができるよう、３年次後期の「物理実験Ⅳ」
で、各実験系研究室での研究内容に近い実験を行なっています。
・教員の研究内容に触れて物理を学習する刺激となるように、２年次・３年次向けに「物理学トピッ
クス」を開講し、最先端の研究内容を紹介しています。
・学生が計画的に履修できるように履修モデルを示すとともに、卒業研究着手条件を定めて十分な学
力と時間的余裕をもって卒業研究に取り組めるよう系統的に指導しています。

５

想定される進路（主な就職先）

卒業生の進路は、大学院への進学、官庁・自治体や科学技術、教育などの分野への就職です。
【進学（大学院など）】琉球大学、北海道大学、東北大学、東京大学、東京工業大学、筑波大学、横浜
国立大学、名古屋大学、京都大学、京都教育大学、大阪大学、神戸大学、愛媛大学、九州大学、熊
本大学、大阪府立大学、静岡大学、慶応大学、総合研究大学院大学、航空大学校など
【官庁・自治体】高校教員、中学教員＜県内＞沖縄県庁、沖縄総合事務局、沖縄県警、総務省沖縄行
政評価事務所、沖縄総合通信事務所、那覇市消防局、市町村役場など＜県外＞愛知県庁、長野県庁、
和歌山県庁、気象庁、海上保安庁、警視庁、千葉県警、広島県警、佐賀県警、札幌市消防局、など
【企業】＜県内＞沖縄電力、琉球銀行、沖縄銀行、海邦銀行、日本郵便、沖縄テレビ放送、琉球エア
ーコミューター、サンエー、りゅうせき、沖縄富士通システムエンジニアリング、沖縄日立ネット
ワークシステムズ、エッカ石油、オカノ、東恩納組、琉球海運、沖縄テクノス、国際システムなど
＜県外＞東芝、東京エレクトロン、日本航空、大日本印刷、アルバック、THK、高砂熱工業、オイレ
ス工業、NTT コムエンジニアリング、日立超 LSI システムズ、エイブリック、南条装備工業、東海
電子、鹿児島銀行など
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理学部
取得、結果、考察が的確にまとめられているかについて、公開発表会での発表と質疑の内容及
び提出された論文をもとに、所属全教員による評価を行っています。

地学系 学士教育プログラム
４

１

授与する学位の種類
学士（

２

理学

）

学習目標（学位授与の方針：ディプロマ・ポリシー）

地学系に入学した学生は、自然科学、特に地球科学や海洋科学の諸分野の教育・研究を通して、人
格に優れ、真理と正義を愛し、自主的精神に満ち、自主的行動ができる心身ともに健康な人間となる
ことを目指します。地球科学は数学・物理学・化学・生物学・情報科学などの基礎科学を地球・惑星
での諸現象に応用する「応用科学」としての側面があり、特に海洋・亜熱帯・島嶼の地学に重点を置
いた学習と研究を通して、これらの基礎科学とその応用能力の修得を目指しています。
具体的には、（１）自然科学全般及び地球科学に関する基礎学力、（２）自然科学に対する広い視野
と柔軟な思考力及び論理的表現能力、
（３）プレゼンテーション及び国際化に対応できるコミュニケー
ション能力及び自己表現能力、
（４）地球科学の知識等を総合的に活用し、地球温暖化、自然災害など
を含む諸問題を解決することができる問題発見解決能力が身に付くことを目指します。
地学（地球科学）では、私たちの住む地球が学習対象となります。上空の大気圏、海洋を中心とし
た水圏、地表から地下深部までの地圏で起きている、あるいは過去に起きた自然現象の謎にせまりま
す。

３

学習教育目標の達成に向けた具体的取組

・入学時には、地学系が独自に作成した「物質地球科学科新入生オリエンテーション資料（地学
系）」を新入生に配付し、きめの細かい就学指導を行っています。この中には、３年次から配属す
る各コース（地質・地球物理、大気海洋）の詳細な履修モデルも提示されています。
・学生が自由に教員を訪問できるオフィスアワーを設け、密接な指導を行っています。
・学期毎に学生による授業評価を実施し、学生の意見を授業に反映させています。
・指導教員は各学期の始めに履修状況と単位取得状況の確認を行い、適切な履修指導を行います。
・地学系独自のホームページや定期的な説明会を通して、各研究室の紹介に努め、履修条件を明示
し、高学年次への円滑な進行を促しています。

学習の内容・方法（教育課程編成・実施の方針：カリキュラム・ポリシー）

（１）自然科学全般及び地球科学に関する基礎学力を身に付けるため、１年次では共通教育科目及び
「地球科学」を受講します。
「海洋地学実習」ではフィールド（野外）調査の基礎を習得し、琉球
列島の成り立ちを理解し、自然科学の奥深さと幅広さ、面白さを体験します。
（２）論理的な表現能力を身に付けるため、１年次の「基礎ゼミ」では日本語作文技術の向上を目指
します。２年次からは、専門科目を通して、海洋・亜熱帯・島嶼の地学に重点を置いた専門的知
識と技能を習得し、視野の拡大を図ります。４年次の「海洋地学セミナー」では学術研究論文の
紹介を行い、過去の優れた研究や最先端技術による最新の研究成果にふれることで、柔軟な思考
力を培います。また卒業論文をまとめることで、論理的な表現力を身に付けます。
（３）プレゼンテーション能力及び自己表現力を培うため、１年次の「情報科学演習」及び「基礎ゼ
ミ」では、効果的なプレゼン資料の作成方法を学習します。
「大学英語」やその他の英語関連科目
を受講し、国際化に対応できる英語でのコミュニケーション能力を身に付けます。３〜４年次の
「海洋地学研究法」や「海洋学セミナー」では、英語テキストの要約や国際学術論文の紹介を行
います。
（４）４年次の「海洋地学セミナー」や「卒業研究」では、具体的な研究テーマに主体的に取り組む
ことで、地球科学の理念と社会的役割を認識し、多様な情報を分析し、総合的に問題解決ができ
る能力を身に付けます。
（５）評価方法は次のとおりです。
①講義科目については、毎回の授業の最後に行うショートテスト、中間試験、期末試験による総
合評価を行っています。
②フィールドワーク・実験・実習・演習については、レポートを課し、目的、観察・観測結果、
考察が的確にまとめられているかを評価しています。海外実習など一部の科目については、公
開報告会を開き、上記に加えて、質疑応答の結果も評価に加味されます。
③卒業研究については、目的、先行研究、検証すべき仮説、仮説を検証するための方法、データ
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５

想定される進路（主な就職先）

これまで、約３割の学生が大学院へ進学し、約３割の学生が
民間企業へ就職しています。公務員や教員になる学生もいます。
その他は、非常勤教員、専門学校等へ進学、教員・公務員試験
勉強中、自営業などです。
【就職先】沖縄県庁、沖縄県警察、気象庁、税関、海上保安庁、
北中城村役場、宮崎県庁、大分市役所、長崎県警察、伊達市役所、
北海道警察、日本赤十字社沖縄県支部、JA沖縄、（株）リウボウ
インダストリー、琉球銀行、NTT西日本、日本郵政グループ、鹿児
H12－R2 年までの集計
島大学生協、（株）日光自然博物館、原電事業（株）、積水ハウス、
ウェザーニューズ、宮崎銀行、宮崎市消防局、国建コンサルタント、（株）南都、マリーンワークジ
ャパン、（株）オカノなど【進学先】琉球大学大学院、東京大学大学院、京都大学大学院、名古屋大
学大学院、筑波大学大学院、東北大学大学院、北海道大学大学院、岡山大学大学院、九州大学大学院、
新潟大学大学院、鹿児島大学大学院、兵庫教育大学大学院、宇都宮大学大学院、早稲田大学大学院、
海上保安大学校、Flinders University（オーストラリア）など
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理学部

化学系 学士教育プログラム
１

授与する学位の種類

【カリキュラムの概要】
１年次

２年次

共通

教養領域･総合領域

教育

基幹領域（情報関係、外国語科目）

専門

必修科目（化学Ⅰ･II、化学実験）

基礎

選択科目（数学･物理学･生物学･地学）

学士（理学）

２

４年次

1：分析化学 I•II、無機化学 I•II、物理化学 I•II、有機化学 I•II
2：分析化学実験 I•II、無機化学実験、物理化学実験、有機化学実験 I•II

学習目標（学位授与の方針：ディプロマ・ポリシー）

（基礎化学）化学の基本的な理論、実験操作等を修得する。
（地域特性化学）亜熱帯・島嶼・海洋の地域特性を活かした化学の素養を修得する。
（汎用な基礎能力）問題解決力、自律的に行動する習慣、基本的なプレゼンテーション能力、語学力、
情報処理能力など汎用な基礎能力を修得し、その知識・技術等を積極的に地域・社会に還元でき、
様々な分野で活躍できる素養を身に付ける。

３

３年次
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4：海洋化学概論、サンゴ礁の化学、天然物化学、海洋無機化学、海洋有機化学

必修講義 1
必修実験 2
専門
教育

基礎ゼミ I•II

選択必修Ａ

3

卒業研究 I•II
選択必修Ｂ4

セミナーI•II

選択:基礎科目、発展科目
（基礎化学分野、地域特性化学）

学習の内容・方法（教育課程編成・実施の方針：カリキュラム・ポリシー）

（１）１年次から２年次にかけては、共通教育科目を中心に履修します。共通教育科目を履修するこ
とにより、一般教養並びに語学力を身に付け、人間としての視野を広げると共に専門分野を学ぶ
ための基礎力を養います（学習目標：汎用な基礎能力）。さらに、専門の講義を理解するための基
礎となる専門基礎教育科目である先修科目（「化学Ⅰ」、
「化学Ⅱ」、
「化学実験」は必修）の講義を
履修します。また同時に、少人数（４〜６名）による「基礎ゼミⅠ・Ⅱ」（化学系全教員が担当）
を専門教育の必修科目として履修します。
（２）２年次前期から化学のあらゆる分野の基礎となる物理化学、有機化学、分析化学、無機化学の
専門必修科目の履修がスタートします。具体的には、２年次前後期で「分析化学Ⅰ・Ⅱ」、「無機
化学Ⅰ・Ⅱ」、「物理化学Ⅰ・Ⅱ」、「有機化学Ⅰ・Ⅱ」の必修の講義を、２年次後期には選択必修
科目の講義「物理化学Ⅲ・Ⅳ」を履修します。２年次後期から３年次前期には前述４分野の必修
の実験科目（「分析化学実験Ⅰ・Ⅱ」、
「無機化学実験」、
「物理化学実験」、
「有機化学実験Ⅰ・Ⅱ」）
を履修します。（学習目標：基礎化学）
（３）２年次後期からは上記４分野の様々な専門選択科目の講義を履修することにより、幅広く化学
の基礎を学びます（学習目標：基礎化学）。これに加えて、地域の特色（亜熱帯、島嶼、海洋）を
活かした選択必修科目（「海洋化学概論」
「サンゴ礁の化学」
「天然物化学」
「海洋無機化学」
「海洋
有機化学」）の講義を履修します（学習目標：地域特性化学）。
（４）以上（１）～（３）の講義及び実験演習科目では、無機化合物、有機化合物、高分子化合物、
生体物質等の構造・性質・反応性並びに合成法について学び、化学の基本的な理論及び実験技術
の修得を目指します。専門選択科目のうち基礎科目に区分される科目群の講義においては、必修
の講義内容について、化学の基礎である４分野それぞれのコアを形成する重要な内容を学修しま
す（学習目標：基礎化学）。さらに発展的な内容や応用的な分野については、専門選択科目のうち
の発展科目に区分される科目群において学びます（学習目標：基礎化学）。海洋化学関連の実験実
習科目も発展科目に区分され、これらを履修することによって、地域の特色（亜熱帯、島嶼、海
洋）を活かした化学の実験技術の修得を目指します（学習目標：地域特性化学）。
（５）３年次終了時に必要な単位を取得できていれば、４年次では系内の各研究室のいずれかに配属
され、指導教員の指導のもと卒業研究を行い、１年間の研究成果を卒業研究発表会において発表
し、卒業論文としてまとめます。卒業研究及びセミナーの目的は、最先端の研究を通じてその分
野の専門知識を体得し、研究論文の読解力や説明能力の修得及び研究成果のプレゼンテーション
能力を育むことにあります（学習目標：汎用な基礎能力）。

3：物理化学 III•IV

４

学習教育目標の達成に向けた具体的取組

（１）学習目標達成の道筋を示した「履修プログラム」に基づいて、履修指導を行います。
（２）学期毎に「学習達成度評価シート」を使って学生は自己評価を行い、その結果に基づいて年次
指導教員が履修指導します。
（３）卒業時に履修状況・成績等を調査・分析し、学習目標の達成度を評価します。
【指導体制等】
化学系には、物理化学、有機化学、無機化学、分析化学及び環境・海洋化学の教育・研究分野を
18 名（2022 年４月現在）の教員で担っています。特に、各学年に配置されている２名の指導教員は、
定期的に開催される年次懇談会等において、学業面だけでなく生活面についても指導や意見交換を
行っています。また、いずれの教員もシラバスで公表されている時間帯（オフィスアワー）に、指
導を希望する学生の訪問に対応しています。

５

想定される進路（主な就職先）

【県内企業】ANA 沖縄空港、イオン琉球、オカノ、沖電開発、沖電グローバルシステムズ、沖縄ガス、
沖縄銀行、沖縄県農業協同組合、沖縄コカ・コーラボトリング、沖縄製粉、沖縄セルラー電話、沖
縄電力、沖縄富士通システムエンジニアリング、嘉手納基地、国際システム、サンエー、JA おきな
わ、全保連、第一農薬、大同火災海上保険、拓南製鉄、ナチュファルマ琉球、琉球銀行、琉球大学、
隆盛コンサルタント など
【県外企業】旭化学合成、アドバンテック、アルプス技研、井原築炉工業、大阪有機化学工業、鹿児
島銀行、甲陽興産、国際自動車、島津アクセス、第一硝子、大栄環境ホールディングス、大丸防音、
WDB エウレカ、千代田テクノル、テクバン、テクノプロ R&D、東芝デバイス＆ストレージ、東洋クオ
リティワン、トランス・コスモス、日本特殊研砥、日阪製作所、ファーストリテイリング、ヒュー
マンクレスト、富士チタン工業、三井化学分析センター、みどり化学など
【公務員】沖縄県庁（本庁、企業局）、沖縄県警、沖縄地区税関、沖縄国税事務所、沖縄防衛局、浦添
市消防、浦添市役所、沖縄市役所、那覇市役所、北谷町役場、自衛隊、航空管制官、高校教員（沖
縄、大分）、中学校教員（沖縄） など
【大学院進学】大阪大学大学院、金沢大学大学院、九州大学大学院、京都大学大学院、総合研究大学
院大学、筑波大学大学院、名古屋大学大学院、長崎大学大学院、北海道大学大学院、酪農学園大学
大学院、琉球大学大学院（医学研究科、理工学研究科）、ディポネゴロ大学 など
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理学部

生物系
１

学士教育プログラム

授与する学位の種類
学士（

理学

１年次
共通教育
科目

２年次

門 基 礎 科 目

専門科目

２

（１）生物系が提供する講義・実習科目の履修を通し、生物学に関する専門的知識を修得する。
（２）生物学の知識をもとに人間・社会・自然に対する理解を深め、問題を探求し解決する能力を身
に付ける。
（３）学士課程の集大成としての卒業研究を通し、知識の活用能力、論理的思考力、課題探求力、問
題解決力、表現能力、コミュニケーション能力、総合的判断力などを身に付ける。

３

専 門 教 育 科 目
卒 業 研 究

学習目標（学位授与の方針：ディプロマ・ポリシー）

生物系では、生物学の基礎的知識を体系的に習得することを目標に、生物学の主要な学問分野に対
応した教育を受けることができます。また、生物学の先端的な知見に触れる機会をもつことができ、
多様な要求・目的意識に対応しています。特に、生物の営みに対する理解を深め、自然環境の重要性
に対する認識を高めることを目標に、学内外の機関と連携を取りながら、琉球列島の恵まれた自然環
境を実体験の場として活用しています。こうした学習を実践することにより、生物学的素養を基礎に、
地域から国際社会までの様々な分野において積極的に個性を発揮できるようになります。
生物系では、豊かで多様な自然環境・生命現象の理解を目指し、琉球列島の地域特性を活かした教
育・研究が行われています。そして、卒業後に様々な分野において真理の探究に積極的に取り組み、
個性を発揮できる人材として社会に出ていくことができます。
生物系では、以下のような到達目標が掲げられています。

学習の内容・方法（教育課程編成・実施の方針：カリキュラム・ポリシー）

生物系では担当する教員を、進化・生態学、熱帯生命機能学、海洋生物生産学の３つのグループ
（大講座）に分け、研究と教育が行われています。
生物系で学ぶ科目には必修科目と選択科目があります。必修科目としては、１年次に小グループで
大学生活や学科・系についてのガイダンスを受けたり、専門の研究を実際にみたり、論文の読み方や
ディスカッションの練習をしたりなどと様々な内容を勉強する「基礎ゼミ」、３年次と４年次に専門
分野の論文を読み内容を紹介する「生物学ゼミナール」、４年次に自分自身でテーマを選んで研究す
る「卒業研究」などがあります。２年次からは生物学に関する選択科目を自由に選んで学ぶことがで
きます。講義ばかりではなく、２年次の夏休みには西表島や石垣島で陸上やマングローブ域の生物を
観察する「生物学野外実習」、２年次と３年次に様々な分野の実験や観察を通して学ぶ「進化生態学
実習」「熱帯生命機能学実習」「海洋生物生産学実習」ほか、いろいろな実習も受けることができま
す。
これらの科目を学ぶことで、幅広い生物学の専門的知識が得られ、生物学の研究の仕方や技術を身
に付けることができます。この経験は、大学院進学後の研究活動や教育・研究職についてからの活動
ばかりでなく、様々な分野で必ず役立つはずです。また、高校及び中学の教員免許（理科）、博物館
学芸員の資格を取得するための科目も用意されています。
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４年次

外国語科目（英語及び第２外国語）
専

）

３年次

教養領域・総合領域科目

４

学習教育目標の達成に向けた具体的取組

各学年には２名の年次指導教員が配置され、年次懇談会などの場を利用しながら、入学から卒業に
至るまで継続して履修指導や進路指導、その他大学生活全般にわたる指導を受けることができます。
また、学生は、どの履修段階であっても、必要に応じて年次指導教員や配属研究室の教員から学習サ
ポートを受けることができます。
１年次には、必修の「生物学 I」「生物学 II」「生物学実験」において、生物学の基礎知識・考え方
を身に付けることができます。２年次以降の専門科目においては、生物学の専門分野においてより深
い理解ができるようになります。３年次後学期から、それぞれの学生は各研究室に配属され、配属研
究室の教員の指導を受けながら、「生物学ゼミナール」及び「卒業研究」を履修します。「生物学ゼミ
ナール」においては、最新の原著論文の紹介等をとおして、特に問題解決能力とプレゼンテーション
能力を強化するような指導を受けることができます。「卒業研究」では、それぞれの研究をとおし
て、生物学の深い理解を目指すだけでなく、知識の活用能力、論理的思考力、課題探究力、問題解決
力、表現能力、コミュニケーション能力、総合判断力などを総合的に養います。「卒業研究」の報告
会として、４年次前学期末には中間発表会、後学期末には最終発表会を公開で行い、多くの教員や友
人とディスカッションする場が設けられています。「卒業研究」の評価においては、専門的な視点か
ら、それぞれの研究内容の独自性等が考慮されますが、評価基準表を用いた評価方法も取り入れられ
ています。そのため、自律性、社会性、地域・国際性、コミュニケーション・スキル、情報リテラシ
ー、問題解決力、専門性という URGCC の学習教育目標の達成も視野に入れて評価が行われます。

５

想定される進路（主な就職先）

例年、大学院進学者が比較的多くみられますが、その一方で、卒業生は、県内・県外を問わず、幅
広い企業に就職しています。高校教員・中学校教員をはじめ、公務員も人気があります。
【県内企業】沖縄環境科学センター、美ら島財団、沖縄こどもの国、動 物 病 院 2 2 時 、 ど う ぶ つ
た ち の 病 院 沖 縄 、 オ リ オ ン ビ ー ル 、 沖 縄 ヤ ク ル ト 、 琉球銀行、琉球朝日放送、NHK 沖縄、
琉球新報、ロワジールホテル、ワ タ ベ ウ エ デ ィ ン グ 、 沖 縄 ヤ マ ト 運 輸 な ど
【県外企業】自然環境研究センター、産業総合研究所、建設環境研究所、すみだ水族館、海遊館、須
磨水族園、アクアワールド茨城県大洗水族館、男 鹿 水 族 館 G A O 、 日本ミクニア、WDB エウレカ、
TUSA（タバタ）、トイザらス、大和製罐、タカイ医科工業、愛三工業、富士通、 日本 IBM、六花亭、
東海澱粉、ダイソー、ホクト、朝日新聞、早稲田大学職員、私立学校教員（中高一貫校）など
【公務員】各都道府県庁、各市町村役場、高校・中学校教員、沖縄県警、琉球大学職員、沖縄県水産
海洋技術センター、対馬野生生物保護センター、板橋区エコポリスセンター、那 覇 地 区 税 関 、千
葉 県 警 科 学 捜 査 研 究 所 、海上保安庁、山陰海岸ジオパーク海と大地の自然館、沖縄振興開発金
融公庫、奄美博物館、林野庁、やんばる野生生物保護センター、和歌山県立自然博物館、千葉県立中央
博物館、北九州市立いのちのたび博物館、京都市動物園、水産研究・教育機構、沖縄防衛局など
【大学院】琉球大、京都大、東北大、筑波大、東京大、名古屋大、大阪大、 大阪市立大、奈良先端技
術大学院大、奈 良 女 子 大 、 東 京 海 洋 大 、 愛媛大、九州大、近畿大、北海道大、高知大など
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医学部

医学
１

授与する学位の種類

学士（

２

学士教育プログラム

医学

）

学習目標（学位授与の方針：ディプロマ・ポリシー）

Ａ．プロフェッショナリズム：医師として社会に対する責任を果たすために必要な倫理観、社会性、
生涯にわたる自己研鑽を怠らない姿勢を身に付けている。さらに、法令を遵守し、適切な対人関係
を構築しながら、利他主義、自由平等、寛容平和の精神をもって誠実に医療にあたることができ
る。
Ｂ．医学知識：人々の健康で心豊かな長寿を目指す医療を支えるため、基礎・臨床・社会医学・倫理
などに関する知識を習得し、それらを医療の現場で応用できる。
Ｃ．医療実践：患者個人の人格・人間性を尊重した上で、Evidence-based Medicine（EBM）及び
Narrative-based Medicine（NBM）に基づいた個別の疾患に対する医療を実践することができる。
Ｄ．コミュニケーション能力：自らとは異なった思考・感情・立場の人々に共感を示し円滑なコミュ
ニケーションを実践できる。
Ｅ．地域医療への貢献：地域医療の現状及び社会資源に関する知識を習得している。地域特性・状況
に応じた医療を実践し、地域医療に貢献する姿勢を身に付けている。
Ｆ．国際性：グローバルな視点で疾病の臨床、研究の動向を把握し、海外の医療・研究機関と交流で
きる。
Ｇ．科学的探究：基礎、臨床、社会医学領域においてその研究の意義を理解し、最新の技術を活用し
て科学的情報の入手及び意見交換を行い、研究倫理を遵守した立場で疑問点に対して解決するため
に論理的な思考ができる。

３

学習の内容・方法（教育課程編成・実施の方針：カリキュラム・ポリシー）

学習教育目標の達成に向けた具体的取組

基本的・総合的な知識・技能・態度の達成度を科目ごとに評価して学年ごとに進級判定します。
４年次の CBT は IRT 値 376 以上の達成度を、５年次の総合試験Ⅰ、６年次の総合試験Ⅱ・Ⅲは６
割以上の達成率を、４年次 OSCE と６年次の臨床実習 OSCE は複数の評価者による評価で各課題の得点
が６割以上の達成度を求めます。現在４年次にて 30 コマ行っている TBL（チーム基盤型学習法：
Team Based Learning）に対しては、Web レポートによる直接評価と、Web アンケートなどによる間接
評価も行います。臨床実習の評価においては、出席、担当教員による評価、自己評価、ポートフォリ
オ、カンファレンスでの発表や提出物等を加味して、総合的に判断します。チーム医療への貢献度や
Student Doctor としての倫理観なども直接評価しています。実習並びにこれに準じる学習において
は、８割より多い出席を求めます。
以上の全てに合格すれば卒業及び医師国家試験受験資格が与えられます。これらのカリキュラムに
ついては、関連する委員会で評価し、改善をする予定です。
学生の指導体制では、入学時より学生約 10 名に１名の指導教員を配置して、勉学及び生活面を指
導する体制を整えています。
さらに、教員全体で学生の生活、勉学のサポートに当たります。

医学科カリキュラム
１年次
共通教育
大学英語
情報科学演習
化学実験
統計学など

２年次
臨床基礎
医学（前半）

TＢＬ

臨床医学
頭頚部
腹部
小児医学
女性生殖器
内分泌系
血液学

膠原病
運動器
麻酔医学
救急医学
放射線学
など

医
科
学
含研
海究
外

（社会）
・法医学
・公衆衛生
・東洋医学
・M4TBL
・病理総合学習
・救急車同乗
実習
・BPE
など

C
B
T
・
臨
床
実
習
前
O
S
C
E

医
療
学
総
論

５年次

臨床実習
前半
ポリクリ
(11月～)

総
合
講
義

６年次
臨
床
総
合
講
義

臨
床
実
習
クリニカル
後
クラーク
O
シップ B S
（選択実習） P C
（含海外研修） E E

臨床実習
後半

医
師
国
家
試
験

）

シミュレー ション 演習 外来患者付添実習

薬理学
発生再生医学
症候と評価法
治療学
感染症学
胸部
神経医学系
精神医学
臨床薬理学
地域医療
行動科学
医療情報学
など

４年次
離島地域
病院実習

（

基礎医学 微生物・免疫学
病理学
人体の構造と
遺伝医学
機能
など
解剖学実習
基礎医学 組織学実習
医学概論A・B
など
分子細胞生物学
神経科学
など
医学外国語

臨床基礎
医学（後半）

３年次
沖縄特色科目

）
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４

（

医学科では、基礎系と臨床系の分野が有機的に連関し、教育、研究、診療体制を整え、６年一貫教
育が行われます。カリキュラムは、全国共通の医学教育モデル・コア・カリキュラムに沿って進み、
琉球大学、沖縄独自の科目も一緒に学びます。医学科は完全学年制ですので、進級には各学年で取得
すべき単位をすべて修得する必要があり、医学知識、技能、態度を段階的に学んでいきます。
１年次では、共通教育科目の他に「分子細胞生物学」、「人体の構造と機能」、「解剖学実習」などの
基礎医学を学びます。さらに、医療に関する早期体験学習として「外来患者付添い実習」を行い、将
来を見据えた「医学概論（キャリア教育含む）」を受講します。シミュレーション演習では、コミュ
ニケーション能力や医療面接の基本を学びます。
２年次では、基礎系と臨床系を橋渡しする「神経科学」、「微生物・免疫学」とそれに続く「感染症
学」、「発生学」、「病理学総論」、「薬理学」、「症候学」などを学び、臨床医学も開始となり、介護など
の臨床現場での早期体験実習に参加します。
３年次では、臨床医学などの社会医学とあわせて「治療学」、「沖縄特色科目」を学びます。後半で
は宮古島や石垣島、久米島、本島北部で離島地域病院実習を１週間単位で行い、地域医療を学びま
す。そして「医科学研究」として、各基礎・臨床いずれかの講座で、約３か月間実際の研究を行いま
す。
４年次では、TBL (team-based learning)方式によるチュートリアル学習を通して、臨床推論を学

びます。同時に BPE(basic physical examination)では基本的臨床手技を学びます。
４年次の９月から 10 月にかけて共用試験である知識・問題解決能力客観評価試験（CBT:computer
based test）及び客観的臨床能力試験(OSCE:objective structured clinical examination)を受験
し、合格すれば 11 月頃から６年次の夏頃まで約 72 週間に渡って、Student Doctor として病院での
臨床実習に参加します。実習前半は大学病院全診療科と県立中部病院の内科・外科にて２週間単位で
行います。実習後半は選択科目として、プライマリ・ケアを重視した関連診療科（内科、外科、救急
等）、県内の協力病院や離島診療所などにて、参加型臨床実習(クリニカル・クラークシップ)を２－
４週間単位で行います。希望者は選考にて、ハワイ大学・ミシガン州立大学・台北医学大学・タマサ
ート大学・南洋理工大学（LKC）医学部等での４週間の短期海外実習に参加できます。
５年次から６年次の進級に当たっては、総合試験Ｉに合格することが条件になります。６年次の後
半には卒業認定試験として、総合試験ⅡとⅢ、臨床実習後 OSCE を受験し、すべての試験が合格した
場合に、卒業及び医師国家試験受験が認められます。

体験学習

海 外
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総合試験 I

海外

総合試験 II・III

医学部
５

想定される進路（主な就職先）

医師国家試験に合格して初めて医師となりますが、２年間の初期臨床研修が義務となります。大学
病院などの研修指定病院と卒業生の意思が合致すれば（マッチング）、臨床研修が許可されます。
修了時期は遅れますが、臨床研修中に大学院に進学することも可能です。
初期臨床研修修了後には、大学病院や他の病院にてさらに研鑽を積みます（専門研修３年間）。専
門研修では、基本領域学会の専攻医として登録し、研修病院群にて研修を継続します。
卒後５年以上で専門医取得も可能です。基本領域学会専門医と関連し、より専門性の高いサブスペ
シャリティ学会と共同した研修プログラムも検討されています。離島・へき地の医療施設に勤務して
地域医療に貢献する道や、大学院博士課程にて臨床・基礎生命科学研究、社会医学研究に進む道もあ
ります。医療公務員として医療行政に関わることも可能です。
医学科は、卒業生の方々との関連が深く、ともに医療・医学研究に携わります。
地域枠学生は、沖縄県地域医療支援センターが策定するキャリア形成プログラムに基づき、原則と
して琉球大学病院を管理病院とする病院群にて２年間の初期臨床研修を受け、琉球大学病院を基幹施
設とする病院群にて専門研修を受けた後、沖縄県知事が指定する沖縄県内北部離島地域の医療機関に
合計４年間勤務します。勤務先の選定及び専門医取得に関しては、地域の医療事情と個人の意向をふ
まえた上で、柔軟に対処し可能な限りの支援を行います。
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医学部

保健学
１

授与する学位の種類
学士（

２

学士教育プログラム

保健学

）

学習目標（学位授与の方針：ディプロマ・ポリシー）

本学科は、看護学と検査技術学の２コースから成り、それぞれ以下の学習目標を立てています｡
【看護学学習目標】
（１）生命を尊重し、豊かな人間性を備えた看護専門職としての知識・技術及び態度を習得します。
（２）保健学を基盤とした看護実践能力を習得します。
（３）保健医療福祉の専門職者と連携・協働し、社会に貢献できる専門能力を習得します。
（４）社会の変化や医療の高度化、多様化に対応できる柔軟な思考力と自主性を身に付けます。
（５）諸外国との学際的交流を通して、グローバルな視点での看護活動を学びます。
（６）保健学を基盤とした研究能力を習得します。
【検査技術学学習目標】
（１）臨床検査の専門家に必要な医学知識・医療技術を習得します。
（２）病因を解明するために有用な関連科学分野の知識・技術を習得します。
（３）臨床検査技師として、地域における保健医療問題の解決のための即応力を習得します。
（４）医療・健康関連分野で幅広く活躍するために医学知識・医療技術を生かした水平展開力を身
に付けます。
（５）医療の現場に求められるコミュニケーション力と協調性を身に付けます。
（６）グローバル時代の医療人に要求される語学力や IT を活用した情報収集・発信力を習得します。
（７）社会人として、また医療分野のリーダーとして必要な見識や教養を身に付けます。

３

学習の内容・方法（教育課程編成・実施の方針：カリキュラム・ポリシー）

保健学科の教育理念に基づき、看護学コース、検査技術学コースの２つの教育カリキュラムがあり
ます。それぞれのコースで学習目標達成のために取り組むべき方針を示します。

職としての関わり方を学ぶ。それぞれの専門分野における看護職としての役割を認識し、他職種
との連携に関する専門的知識を習得する。さらに臨床や地域の場での実習を通して、現場で患者
をとりまく関係者及び看護師以外の保健医療・福祉専門職者等と連携、協働を体験する。
４ 医療の高度化や多様化、社会の変化の現状を習得する。その後、ひとつのテーマを掘り下げて
考え、まとめ、発表するという一連のプロセスを体験することにより、柔軟な思考力と自主性を
涵養する。
５ 東南アジアを主とする諸外国に生じている健康上の課題を解決するためにすすめられている国
際的な研究や学術交流の実態と、これらの活動に加わるための基礎的な知識及び能力を修得する。
６ 健康に影響を及ぼすさまざまな事象及び健康問題を捉えるための基本的な知識や方法を習得す
る。各専門分野での課題を研究し、課題解決に際してさまざまな情報を収集し整理する基本的能
力や科学的探究心や基本的な研究能力を養う。
【検査技術学コース】
１ 生命や疾病の成り立ち外因に対する生体の反応など、医学の基本的な知識を習得する。
臨床検査の知識や実践能力を習得する。また、特別講義などで最新の技術や臨床検査分野の現
状を学ぶ。臨床検査の専門家と接し、知識と技術を実感するとともに、習得した知識や技術を用
いて、臨床検査を体験し、臨床検査技術を習得する。
２ 生命の成り立ちに関する基本的な知識とともに病因や疾病の成り立ち、病因を分析する方法を
習得する。病態の解析法や、病因を分析するための知識と実践能力を習得する。また、データの
解析手法、分析技術を習得する。これらの習得した知識や技術を応用し、特定の疾患の病因の解
明に取り組む。
３ 医療保健システムや地域の医療問題の抽出、解決方法、生活環境を基盤とした疾患の成因や対
策について習得する。医療保健システムや地域の医療問題の実態を体験するとともに、地域の医
療問題に関する研究を通して問題解決の即応力を習得する。
４ 医療保健システムや健康増進、疾病予防のための保健福祉政策、疾病の予防や治療法を学ぶ。
また、健康食品や、自立支援に関する知識を身に付ける。
５ 保健医療の現場で専門家と交流し、医療現場の実態や問題点などを実感するとともに、臨床検
査技師の指導のもとで、臨床検査の技術を身に付ける。
６ 医療人として必要な英語及び、IT に関する知識と活用法を習得する。また、医療現場での IT
活用の実態を体験する。さらに、研究を進める中で IT を活用し、英語文献に接しながらテーマに
纏わる情報を収集する。研究の成果をまとめ発表する技術を洗練する。
７ 保健医療現場で遭遇する倫理問題について、医療現場の専門家と意見を交換、熟考するととも
に、社会人として必要な見識や教養を身に付ける。

【看護学コース】
１ 看護ケアを提供する上で必要な基礎医学的知識を習得した上で、疾病の成因と治療法などに関
する知識を習得する。豊かな人間性の涵養や基本的人権としての健康概念を形成し、患者の生死
に関して実際に生じている医療や社会的な問題をテーマに、グループワークやディベートを通し
て生命尊重の態度を養う。また、チーム医療の概念を身に付ける。看護専門職者として、対象者
に接する態度及び基本的知識と技術を習得する。
２ 対象者の健康状態を査定する基本的な実践能力を養う。その上で対象者の健康レベルや障害の
程度に応じた看護ケアを実践する際に必要な技術及び態度、さらに判断や評価方法を習得する。
３～４年次では各専門領域において臨床の場面での実際の判断、評価を体験し、看護実践能力を
養う。
３ 医療保健システムや地域に存在する社会資源に関する知識を習得し、保健医療問題に看護専門
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医学部
４

学習教育目標の達成に向けた具体的取組
 講義では医学及び保健学の基礎となる科目についてシラバスに基づいて事前・事後学習課題を
与え、双方向的な授業を行い、出席状況・態度、小テスト、試験を基に学習目標が達成できる
ように指導します。チーム医療や地域での保健医療活動の展開に必要な対話力を付け、協調性
を養い、多角的な視点をもたせるために、医学科との共修科目や看護学コースと検査学コース
との合同授業を設け、ディベートやディスカッションなどを行っています。
 保健医療現場で必要とされる技術・技能の確実な習得にあたり、グループワーク、シミュレー
ション教育、ロールプレイ等を取り入れた実践的な演習を行い、出席状況・態度、レポート、
小テスト、実技試験等で達成度を評価し、個別指導をします。
 実験科目では実践的な検体、機器を用いて、専門的な技術の習得をめざします。
 臨地実習では実習施設の協力を得て少人数で実施し、出席状況・態度、専門職としての基礎的
知識、技術及び態度を総合的に評価し、専門職としての基礎の習得をめざします。
 論理的思考力や課題解決能力を培うために、４年間の学習の集大成として卒業研究を課し、発
表、論文作成までを個別指導します。
 チェンマイ大学（タイ）と本学科の学生間相互短期研修を毎年双方の大学で実施し、国際的視
点を育むための機会を提供しています。
 講義、演習、実験、実習では学生による授業評価アンケート結果に基づいて教育内容・方法の
改善に努めています。

５

想定される進路（主な就職先）

【主な就職先】
琉球大学病院、沖縄県立病院、友愛医療センター、浦添総合病院、中頭病院、ハートライフ病院、
沖縄赤十字病院、沖縄協同病院、琉生病院、おもろまちメディカルセンター、空の森クリニック、
中部医師会検診センター、那覇市立病院、沖縄県庁、沖縄県保健所、沖縄県市町村役場、小・中・
高等学校、特別支援学校、沖縄県衛生環境研究所、科学捜査研究所、生活協同組合、東邦大学医療
センター、静岡県立静岡がんセンター、神奈川県立がんセンター、がん研有明病院、市立奈良病院、
板橋中央総合病院、横浜市東部病院、徳洲会病院、臨床検査機関（CRC グループ、エスアールエル、
ビー・エム・エル）、治験施設支援機関（EP 綜合）、AS-me エステール株式会社
【進学先】
大学院（琉球大学、神戸大学、福岡県立大学、筑波大学、奈良先端科学技術大学院大学）
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工学部

機械工学
１

授与する学位の種類
学士（

２

学士教育プログラム

工学

）

学習目標（学位授与の方針：ディプロマ・ポリシー）

機械工学の基本的な知識、幅広い教養、技術者倫理、ものづくりの基礎、これらを高めていく自己
学習能力を身に付けるため、以下の項目を学習目標とします。
１

分析・行動（地域・国際性、自律性）
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
習する能力を身に付ける。
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、社会に対し
責任感をもって行動する能力を身に付ける。
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及び機械工学の専門分野に関する知識を修得し、これらを
工学的問題に応用する能力を身に付ける。
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）
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付ける。
５ 解決・統合（問題解決力）
修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付ける。

３

学習の内容・方法（教育課程編成・実施の方針：カリキュラム・ポリシー）

学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）に示した人材を育成するため、全学共通教育科目、専門基
礎科目及び専門科目を組み合わせたカリキュラムが編成されています。
全学共通教育科目により、多面的で幅広い教養科目を通して、地域、国内、国際社会に関する知
識を身に付けます。
２ 専門基礎科目においては、機械工学に必要な数学、自然科学に関する基礎知識を身に付けます。
３ 専門科目においては、機械工学の主要分野である、材料力学、材料・加工学、流体工学、熱工学、
制御工学を学び、ものづくりに関する知識を初年次から高年次にかけて体系的に身に付けます。こ
の他、グループワークによる実践的な科目が複数開講され、自立したものづくり能力を強化すると
ともにコミュニケーション能力や問題解決能力を身に付けます。

４

学習教育目標の達成に向けた具体的取組

（１）各学期開始時に、学生自身が GPA を利用した「履修状況調査票」を作成し、それに基づいて学
習目標の達成度と直前の学期の履修状況を把握し、履修指導を行います。
（２）特に修得科目（取得単位）の少ない学生については、年次指導教員による面談等を通じて細か
く履修指導を行います。
（３）数学の学力に不安を感じる学生のため、高校数学の復習科目を提供しています。
（４）県内外企業でのインターンシップ（現業実習）を提供するとともに、県内製造業などの工場見
学を行います。
（５）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
育成することを目指します。

５

想定される進路（主な就職先）

１
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県内

沖縄電力、沖縄プラント工業、りゅうせき、日本トランスオーシャン航空、MRO Japan、
拓南製鐵、ダイハツビジネスサポートセンター、沖縄パナソニック特機、沖縄ターミナル、
沖縄ソフトウェアセンター、創和ビジネス・マシンズ、リウコム、レキオスソフト、
沖縄県庁、 那覇市役所、琉球大学（技術職員）、工業高校（教員）など

県外

三菱重工冷熱、三菱電機エンジニアリング、日立造船、日立産機システム、ANA 福岡空港、
NOK、アイシン・エイ・ダブリュ、トヨタ車体研究所、東海精機、タダノ、長崎キヤノン、
ヨネックス新潟生産本部、資生堂、アルトナー、日本流通システム、宇部情報システム、九
電工、富士通九州システムサービス、大分市役所、工業高校（教員） 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、東北大学大学院 など
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工学部

エネルギー環境工学 学士教育プログラム
１

授与する学位の種類
学士（

２

工学

）

学習目標（学位授与の方針：ディプロマ・ポリシー）

エネルギーの効率的な変換・制御、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とも
に、それら複合分野を統合マネジメントし、総合的な問題であるエネルギー・環境分野に対応できる
技術者となるよう、以下の項目を学習目標とします。
１

分析・行動（地域・国際性、自律性）
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
に付ける。
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
に付ける。
３ 知識（専門性、情報リテラシー）
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付ける。
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付ける。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付ける。
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付ける。

３

４

学習教育目標の達成に向けた具体的取組

（１）学生の入学から卒業まで、生活指導や履修指導を行う指導教員を配置します。学年を取りまと
める年次指導教員とは別に、１学年３～４名程度の少人数の学生を担当する個別指導教員を配置
することによって、教員が連携して、きめ細やかなサポートを行います。
（２）各学期の開始時に、各自が履修した科目等について学生自身が記録し、それに基づいた学習目
標の達成度と履修状況を把握した上で、履修指導を行います。特に修得科目（取得単位）の少な
い学生については、個別指導教員による面談等を通じて細かく履修指導を行います。
（３）数学の学力に不安を感じる学生のため、高校数学の復習科目を提供しています。
（４）一部の専門科目において、アクティブ・ラーニング（能動的学習、協働学習）を導入していま
す。
（５）県内外企業とのコラボによりインターンシップ（職場体験実習）を提供するとともに、県内製
造業などの工場見学を行います。

学習の内容・方法（教育課程編成・実施の方針：カリキュラム・ポリシー）

学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）に示した人材を育成するため、全学共通教育科目、専門基
礎科目及び専門科目を組み合わせたカリキュラムが編成されています。
全学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社会規範、地域や国際
社会との関わりを認識します。
２ 専門基礎科目においては、エネルギー・環境に必要な、数学や物理学、化学といった自然科学に
関する基礎知識を身に付けます。
３ 専門科目においては機械工学をベースに、エネルギーの効率的な変換・制御、及び環境に配慮し
た材料に関する基礎知識を身に付け、これらを活用し、計画性と倫理性をもって実行・解決するた
めの統合マネジメント及びコミュニケーション基礎能力を身に付けます。

５

想定される進路（主な就職先）

県内

１
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沖縄ガス、照正組、沖縄銀行、国建システム、沖縄エジソン、沖縄県庁、那覇市役所、南
城市役所 など
三菱電機エンジニアリング、荏原製作所、三五、新菱工業、NTT ファシリティーズ、アルトナ

県外

ー、スシローグローバルホールディングス、西日本高速道路、南日本情報処理センター、RIZAP

など
進学

琉球大学大学院、九州大学大学院 など
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工学部

電気システム工学
１

工学

問題理解、課題解決能力
電気システム工学分野の広がりの理解、専門的課題

）

電磁気学、回路理論
工学基礎演習

学習目標（学位授与の方針：ディプロマ・ポリシー）

（A）幅広い教養と豊かな知性及び柔軟な思考力の修得
幅広い教養を修得し、地域の歴史・文化や多様な価値観を理解することによって、国際的・多
角的に物事を考える能力を修得する。
（B）技術者としての基礎学力の修得
技術者に必要とされる自然科学、数学、情報処理技術の基礎を修得する。
（C）電気システム工学分野の広がりの理解と専門的な課題に取り組むための知識の修得
電気電子工学の基礎及び電気システム工学分野に関する専門知識を修得する。また、工学にお
ける他分野との関連を理解し、複眼的に諸課題を解決する能力を修得する。
（D）技術者としてのコミュニケーション能力とチームワーク力の向上
論理的な記述力と語学力の獲得、口頭発表、討論などを通して、技術者としてのコミュニケー
ション能力を修得する。また、チームでの協働作業において、各人とのコミュニケーションを
通してそれぞれの役割を理解し、自己の行動や他者への働きかけが実行できる能力を修得する。
（E）社会とのつながりを意識した技術者としての責任の理解
科学技術が社会に及ぼす影響や効果を踏まえ、技術者としての責任を理解し、技術者に必須と
なる法規や倫理規範に関する基礎的な知識を修得する。
（F）問題理解、課題解決能力及び自主的・継続的学習能力の向上
与えられた課題の問題点を理解し、現実的な条件下で解決するための情報収集・分析、計画立
案、実行並びにデータ解析する能力を修得する。これら課題解決のプロセスを通して、自主的・
継続的に学習する能力を修得し、定められた期限内に課題を仕上げる習慣を身に付ける。

３

電気システム工学技術者

授与する学位の種類
学士（

２

学士教育プログラム

学習の内容・方法（教育課程編成・実施の方針：カリキュラム・ポリシー）

エンジニアリングデザイン基礎

技術者としての基礎学力
微分積分学
物理学、化学
工業数学
プログラミング

自主学習能力

幅広い教養と豊かな知性及び柔軟な思考力
人文・社会・総合・琉大特色科目

４

卒業研究

電力工学、電気機器工学
電 気 電 子 材 料 、制 御 工 学
システム工学、組込み設計 社会とのつながりを意識した
技術者としての責任の理解
工学融合科目
技術者の倫理
インターン
シップ

実験、演習
コミュニケーション技術
外国語科目

学習教育目標の達成に向けた具体的取組

（１）学期ごとに年次別懇談会が開催され、学生生活や修学に関する重要点について説明・指導し
ています。
（２）専門必修科目の一部では授業と演習を併用し、演習では TA を配置しており、専門科目の内容
が詳しく理解できます。
（３）学修ポートフォリオを利用して学期ごとに学生自身が修学状況を把握します。また、この修
学情報に基づいて指導教員が学期ごとに学生へ綿密な修学指導を行います。
（４）１年次でキャリアデザイン入門、工学基礎演習、エンジニアリングデザイン基礎や基礎数学
Ⅰが提供されており、初年次教育が充実しています。

５

想定される進路（主な就職先）

（１）初年次では電気電子工学分野の技術者としての基礎学力の修得から始まり、電気システム工
学分野の広がりを理解するとともに、興味深い分野を特化しながら専門的な課題に取り組む素
地を身に付ける。
（２）高年次では実験や演習を通して養う自主学習能力や技術者としての倫理観を修得し、最終的
には卒業研究を通して技術者には欠かせない問題解決能力を身に付ける。
（３）幅広い教養を身に付けるための人文・社会科学や国際的なコミュニケーション能力の向上の
ための外国語並びに工学における他分野の知識を修得し、電気システム工学分野の技術者とし
て、国際的に活躍できる能力を身に付ける。

過去の主な就職先は、以下のとおりです。
【県外】
ULVAC 九州、アルプスアルパイン、岩崎通信機、SCSK ニアショアシステムズ、NEC プラットフォーム
ズ、NTT エレクトロニクス、関電工、九電工、きんでん、シーテック、ジュピターテレコム、西部電
気工業、千代田工業、東芝、東京電力ホールディングス、東電設計、TOKAI コミュニケーションズ、
成田空港、日工社、日本電設工業、パナホーム、濱田重工、ビジュアル･プロセッシング･ジャパン、
日立造船、富士通、HEXEL Works、北陸電力、本田技研工業、三菱電機エンジニアリング、メイテック
その他
【県内】
アメリカンエンジニアコーポレイション、浦添市役所、エヌ･テック･システムズ、MROJapan、沖電エ
ネテック、沖電企業、沖電工、沖縄県警、沖縄県庁、沖縄エジソン、沖縄ガス、沖縄セルラー、沖縄
総合事務局、沖縄電力、沖縄プラント工業、金秀アルミ工業、金秀建設、岸本情報システム、那覇空
港ビルディング、ネクスコ総合サービス沖縄、ビーンズラボ、ラジオ沖縄、リウコム、琉球放送、り
ゅうせき その他
●進学先
琉球大学大学院、大阪大学大学院，九州大学大学院、東北大学大学院、北陸先端科学技術大学院大
学、奈良先端科学技術大学院大学 その他
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本プログラムでは、入学から卒業まで各教員（指導教員）の指導をきめ細かく受けることにより
コースの学習・教育目標を達成するための学習プログラムを段階的に履修していきます。

工学部

電子情報通信
１

工学

問題理解、課題解決能力
電子情報通信工学分野の広がりの理解、専門的課題

）

電磁気学、回路理論
工学基礎演習

学習目標（学位授与の方針：ディプロマ・ポリシー）

（A）幅広い教養と豊かな知性及び柔軟な思考力の修得
幅広い教養を修得し、地域の歴史・文化や多様な価値観を理解することによって、国際的・多角
的に物事を考える能力を修得する。
（B）技術者としての基礎学力の修得
技術者に必要とされる自然科学、数学、情報処理技術の基礎を修得する。
（C）電子情報通信工学分野の広がりの理解と専門的な課題に取り組むための知識の修得
電気電子工学の基礎及び電子情報通信工学分野に関する専門知識を修得する。また、工学におけ
る他分野との関連を理解し、複眼的に諸課題を解決する能力を修得する。
（D）技術者としてのコミュニケーション能力とチームワーク力の向上
論理的な記述力と語学力の獲得、口頭発表、討論などを通して、技術者としてのコミュニケーシ
ョン能力を修得する。また、チームでの協働作業において、各人とのコミュニケーションを通し
てそれぞれの役割を理解し、自己の行動や他者への働きかけが実行できる能力を修得する。
（E）社会とのつながりを意識した技術者としての責任の理解
科学技術が社会に及ぼす影響や効果を踏まえ、技術者としての責任を理解し、技術者に必須とな
る法規や倫理規範に関する基礎的な知識を修得する。
（F）問題理解、課題解決能力及び自主的・継続的学習能力の向上
与えられた課題の問題点を理解し、現実的な条件下で解決するための情報収集・分析、計画立案、
実行並びにデータ解析する能力を修得する。これら課題解決のプロセスを通して、自主的・継続
的に学習する能力を修得し、定められた期限内に課題を仕上げる習慣を身に付ける。

３

電子情報通信工学技術者

授与する学位の種類
学士（

２

学士教育プログラム

学習の内容・方法（教育課程編成・実施の方針：カリキュラム・ポリシー）

エンジニアリングデザイン基礎

電子工学、電子物性
電子 材料、計測 工学
通信工学、情報工学
工学融合科目

技術者としての基礎学力
微分積分学
物理学、化学
工業数学
プログラミング

自主学習能力

４

社会とのつながりを意識した
技術者としての責任の理解
技術者の倫理
インターン
シップ

実験、演習

コミュニケーション技術

幅広い教養と豊かな知性及び柔軟な思考力
人文・社会・総合・琉大特色科目

卒業研究

外国語科目

学習教育目標の達成に向けた具体的取組

（１）学期ごとに年次別懇談会が開催され、学生生活や修学に関する重要点について説明・指導して
います。
（２）専門必修科目の一部では授業と演習を併用し、演習では TA を配置しており、専門科目の内容が
詳しく理解できます。
（３）学修ポートフォリオを利用して学期ごとに学生自身が修学状況を把握します。また、この修学
情報に基づいて指導教員が学期ごとに学生へ綿密な修学指導を行います。
（４）１年次でキャリアデザイン入門、工学基礎演習、エンジニアリングデザイン基礎や基礎数学Ⅰ
が提供されており、初年次教育が充実しています。

５

想定される進路（主な就職先）

（１）初年次では電気電子工学分野の技術者としての基礎学力の修得から始まり、電子情報通信工学
分野の広がりを理解するとともに、興味深い分野を特化しながら専門的な課題に取り組む素地を
身に付ける。
（２）高年次では実験や演習を通して養う自主学習能力や技術者としての倫理観を修得し、最終的に
は卒業研究を通して技術者には欠かせない問題解決能力を身に付ける。
（３）幅広い教養を身に付けるための人文・社会科学や国際的なコミュニケーション能力の向上のた
めの外国語並びに工学における他分野の知識を修得し、電子情報通信工学分野の技術者として、
国際的に活躍できる能力を身に付ける。

過去の主な就職先は、以下のとおりです。
【県外】
ULVAC 九州、アルプスアルパイン、岩崎通信機、SCSK ニアショアシステムズ、NEC プラットフォームズ、
NTT エレクトロニクス、関電工、九電工、きんでん、シーテック、ジュピターテレコム、西部電気工業、
千代田工業、東芝、東京電力ホールディングス、東電設計、TOKAI コミュニケーションズ、成田空港、
日工社、日本電設工業、パナホーム、濱田重工、ビジュアル･プロセッシング･ジャパン、日立造船、富
士通、HEXEL Works、北陸電力、本田技研工業、三菱電機エンジニアリング、メイテック その他
【県内】
アメリカンエンジニアコーポレイション、浦添市役所、エヌ･テック･システムズ、MROJapan、沖電エネ
テック、沖電企業、沖電工、沖縄県警、沖縄県庁、沖縄エジソン、沖縄ガス、沖縄セルラー、沖縄総合
事務局、沖縄電力、沖縄プラント工業、金秀アルミ工業、金秀建設、岸本情報システム、那覇空港ビル
ディング、ネクスコ総合サービス沖縄、ビーンズラボ、ラジオ沖縄、リウコム、琉球放送、りゅうせき
その他
●進学先
琉球大学大学院、大阪大学大学院，九州大学大学院、東北大学大学院、北陸先端科学技術大学院大学、
奈良先端科学技術大学院大学 その他
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本プログラムでは、入学から卒業まで各教員（指導教員）の指導をきめ細かく受けることによりコ
ースの学習・教育目標を達成するための学習プログラムを段階的に履修していきます。

工学部

社会基盤デザイン
１

授与する学位の種類
学士（

２

学士教育プログラム

工学

）

学習目標（学位授与の方針：ディプロマ・ポリシー）

(A)多 面 的 理 解：

物事を多面的に考えられるための人文・社会科学の素養

(B)技 術 者 倫 理：

亜熱帯島嶼地域の自然・社会環境を理解するとともに、社会基盤デザイン
の実社会に対する影響や効果を理解し、技術者としての社会的責任（技術
者倫理）を考える素養

(C)基 礎 能 力：

実社会で直面する様々な問題に対応するため、社会基盤デザインの基礎と
なる数学・自然科学及び情報処理に関する知識とその応用能力

(D)専 門 技 術：

社会基盤デザインの主要専門分野である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、建設材料学の基礎及び応用能力と継続
的な自己学習能力

(E)デザイン能力：

社会の要求を解決するために、社会基盤デザインの専門技術や情報処理技
術を利用し、個人・チームでデザインする能力

(F)表

現

力：

日本語によって物事を論理的に記述し、プレゼンテーションを行う能力

(G)外 国 語 能 力：

国際的に活躍するために、英語及びその他の外国語の基礎、コミュニケー
ション及び情報獲得能力

(H)問 題 解 決 能 力：

与えられた制約の下で、自ら課題を発見し、課題を解決するための研究を
計画的に遂行し、その結果をまとめ、チームで仕事をするための能力

３

に、課題発見・解決能力及びコミュニケーション能力を身に付けます。
なお、本コースは、日本技術者教育認定機構（JABEE）の認定を受けており、国際的な水準を有す
る教育システムとなっており、本 JABEE 教育プログラムを修了した者（卒業生）は、国家資格の技術
士一次試験が免除されるとともに、海外で活躍できる国際的技術者として認定を受けることができま
す。

学習の内容・方法（教育課程編成・実施の方針：カリキュラム・ポリシー）

本プログラムでは地域特性を活かした教育及び島嶼社会から国際社会までの多様な社会的ニーズに
対応できる教育を行うことを目的に、人文社会科学・自然科学を学び、その上で社会基盤デザインに
関する専門技術に関する能力を身に付けます。
１年次では、人文・社会・自然科学に関する幅広い教養及び語学力向上のための基幹科目、数学・
物理等の専門基礎科目を中心に学ぶとともに、専門教育の導入科目の基礎流体力学が提供されます。
２年次では、社会基盤デザインに関する専門科目である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、情報処理解析法、シミュレーション工学、測量学、建設行政などが提供され
ます。
３年次では、社会基盤デザインに関する応用専門科目である都市地域計画、減災計画、鋼構造工学、
海岸工学、地盤工学、コンクリート構造工学、社会基盤デザイン実験、マテリアルズ・インフォマテ
ィクスなどが提供されます。また、より幅広い知識と複眼的な視点を身に付けることを目的に、工学
科の他コースの専門科目も提供され、成績優秀者はグローバルエンジニアプログラム（GE プログラム）
に志願することができます。GE プログラムでは学際的かつグローバルな視点とコミュニケーション能
力、及び時代のニーズに貢献できる高度な技術力を兼ね備えた国際教養人の育成を目的に、英語を中
心とした語学力・コミュニケーション能力、国際協力論・地域創生論等に関する科目、国際インター
ンシップや留学等が提供されます。
４年次では、卒業研究を通してこれまで身に付けてきた知識を活用する能力を身に付けるととも
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４

学習教育到達目標の達成に向けた具体的取組

（１）学習教育到達目標とカリキュラムを対応付け、各講義の達成目標と評価方法を明示していま
す。
（２）学習教育到達目標の達成度と履修状況について、学生自身が作成した「達成度チェックシー
ト」に基づき、年次指導教員が面談等によって履修指導を行っています。
（３）亜熱帯島嶼における社会環境と社会基盤デザインとの関連性を理解できるよう創意工夫した講
義を提供しています。
（４）社会基盤デザインと社会との関係をより理解することを目的に、県内外企業でのインターンシ
ップや実社会の課題をテーマにしたシビルエンジニアリングデザイン及び建設プロジェクトなど
の現場見学を行っています。

５

想定される進路（主な就職先）

公務員、建設業、コンサルタント、大学院進学などの進路があります。
これまでの主な就職先
公務員

内閣府沖縄総合事務局、防衛省沖縄防衛局、林野庁、沖縄県庁、長崎県庁、那覇
市役所、浦添市役所、沖縄市役所、静岡市役所、倉敷市役所、広島市役所など

民間企業

（県外）
：大林組、大成建設、五洋建設、西松建設、川田建設、前田建設工業、鴻
池組、NIPPO、鹿島道路、九電工、不動テトラ、ピーエス三菱など
（県内）：沖縄電力、國場組、大城組、技建、金秀グループ、沖縄建設技研など

大学院進学

琉球大学大学院、東京工業大学大学院、首都大学東京大学院、横浜国立大学大学
院、名古屋大学大学院、九州大学大学院、熊本大学大学院など
65

工学部

建築学
１

授与する学位の種類
学士（

２

学士教育プログラム

工学

）

学習目標（学位授与の方針：ディプロマ・ポリシー）

（教育・研究上の目的）
地域的課題の解決に資する役割を負って国内及び国際的に活躍できる素養を身に付けるため、亜熱
帯島嶼地域の自然・社会・文化的条件のもとでの建築と地域環境のあり方を深く探求するとともに、
普遍的な建築関連技術を修得することにより、自然と調和し安全で快適な建築物、それらの集合した
都市・地域を計画・設計・建設・管理できる技術者を育成します。
（学位授与方針）
■ 育成する人材
自然と調和しながら人間生活の安全性・快適性・利便性を追求し、多様化する社会のニーズに対
応できる豊かな創造性と幅広い知識をもち、亜熱帯島嶼地域に属する沖縄の特色ある自然、文
化、資源、社会条件から地球レベルの環境、防災、生活空間づくりの課題を含めて、建築学に関
わる包括的・基礎的な専門知識と、特定領域の高度な専門知識を有する技術者を育成します。
■ 身に付けるべき知識・能力等
(A)国際性、地域性、多面的理解：地域の歴史と自然、物事の価値を国際的視野から多面的に捉
え、豊かな生活環境のあり方を構想できる素養
(B)社会・倫理：建築関連技術が社会や自然環境に及ぼす効果・影響と、社会的責任をもつ建築
技術者としての倫理を理解する能力
(C)自然科学：数学・自然科学・情報技術に関する知識とそれらを建築技術に応用できる能力
(D)建築の専門技術・基礎：以下の分野にわたる基礎的・包括的な素養と、特定分野の高度な専
門知識とその応用能力
(1)建築の歴史・芸術性・計画論・居住理論・都市計画・法制度等を学ぶ文化的・社会的分野
(2)都市・建築の音・光・熱等の環境及びそれらを制御する設備を学ぶ環境・設備分野
(3)安全な建築物のための構造学・材料・構法・防災等を学ぶ構造・材料・防災分野
(4)企画・計画・設計製図及び施工・生産を学ぶ設計・施工分野
(E)社会性、問題解決能力：社会の要請を的確に捉え、種々の領域と連携しつつ課題を解決でき
る能力
(F)情報リテラシーとコミュニケーション能力：幅広い情報と知識を適切に収集し、言語やコミ
ュニケーション手段を的確に用いて記述、発表、コミュニケーションを行うことができる能
力

３

学習の内容・方法（教育課程編成・実施の方針：カリキュラム・ポリシー）

１年次及び２年次においては多面的な文化、社会、自然環境等を幅広く学ぶ教養領域科目、言語、
コミュニケーション、表現力を修得する基幹領域科目、専門分野の学習の基礎となる物理学、数学、
化学を学ぶとともに、工学及び建築学の基礎となる科目を履修します。
２年次後期と３年次を中心に建築学の各分野の骨格的な内容を修得する科目を履修し、基本的な計
画、設計、要素技術の理解と課題解決能力を身に付けます。３年次後期以降は建築学の専門家として
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の社会における職能や役割、責任を理解する科目(建築法規、技術者倫理等)も履修します。
４年次では自立した技術者を目指して、それまでに修得した専門知識を課題解決に向けて応用、発
展させ、その成果を集成、発表する機会として、卒業設計又は卒業研究に取り組みます。
卒業に必要な単位数は、７つの能力を修得できるように編成されたカリキュラムにおいて、合計
130 単位以上の単位を修得する必要があります。この教育プログラムは、建築士の受験資格として認
定されたものです。
【共通教育・専門基礎】
１ 教養領域、総合領域、基幹領域 ３０単位以上
２ 専門基礎科目 ７単位以上
【専門教育】
１ 専門必修科目 ６１単位
２ 専門選択科目 ２８単位以上
３ 工学融合プログラム科目 ４単位以上

1年次

2年次

3年次

多面的な文化、社会、自然環境等を幅広く学
ぶ教養領域科目
言語、コミュニケーション、表現力を修得す
る基幹領域科目（外国語、日本語）
専門分野の学修の基
礎となる科目
（物理学、数学）
工学の基礎科目
(ｷｬﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝ入門他)
(建築学基礎演習)

４

建築学の基礎となる各
領域の科目
（設計、計画、環境、
構造、材料、防災）

4年次

建築学の各分野の骨格
的な内容を修得する科
目
（設計、計画、環境、 深い専門知識をもと
構造、材料、防災）
に、自ら課題を解決
することにより、自
建築学の社会における 立した専門家として
責任を理解し、専門家 の基本的能力を習得
としての役割と職能を する卒業設計または
理解する科目(法規、 卒業研究
生産、現業実習、技術
者倫理）

学習教育目標の達成に向けた具体的取組

（１）学期ごとに年次別懇談会を開き、修学及び学生生活指導を行うことで、学生に学習教育目標の
再確認を促します。また、各授業における達成目標と評価方法を明示します。
（２）達成度評価及び GPA の活用による履修指導などにより、学生が自身の達成度を確認し、修学状
況を改善できるようにサポートを行います。

５

想定される進路（主な就職先）

（１）各種建築の計画・設計・施工監理業務（建築設計事務所、建設会社の設計部門等）
（２）各種建築の積算・施工・現場管理業務（建設会社、いわゆるゼネコンの工事部門等）
（３）主として住宅の計画・設計・施工・販売業務（ハウスメーカー、地域的な工務店等）
（４）建築の設備に関係する設計・施工業務（建築設備設計事務所、建築設備施工会社等）
（５）その他、建築に関わる多様な業種（不動産関係、建築リフォーム、インテリアデザイン等）
（６）建材、建築設備、建具等のメーカー（空調機器・アルミサッシ・水回り製品等の製造会社）
（７）建設関連のコンサルタント業務（建設・都市計画・環境・造園・設備等のコンサルタント）
（８）建築以外の企業等の建築部門（通信、エネルギー、医療、教育機関等の建築や管財部門）
（９）建築に関わる公務（国、都道府県、市町村の建築や都市計画・営繕・建築行政等の公務員）
（10）建築に関わる研究開発業務（琉球大学及び他大学大学院、企業や公的研究施設等）
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工学部

知能情報
１

授与する学位の種類
学士（

２

学士教育プログラム

工学

）

学習目標（学位授与の方針：ディプロマ・ポリシー）

知能情報工学分野の専門知識・実践力及び幅広い教養と技術者倫理を身に付けるとともに、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します。地域社会・国際社会において、専門
家として長期にわたって活躍できるように、以下の８項目のグローバル基準を学習目標としています。
(A) 自律性：自ら掲げた目標を達成するために計画的かつ継続的に行動する。
(B) 社会理解と協調性：学習・研究成果を社会に還元する意義と技術者としての社会に対する責
任を理解するとともに、多様な人々と協調して行動する。
(C) コミュニケーション能力：地域・国際社会で通用するコミュニケーション能力を修得する。
(D) 柔軟性：幅広い教養と柔軟な思考力を修得し、複雑な問題に適切に対応する。
(E) 専門性：知能情報工学分野の専門的な知識を修得する。
カリキュラムと実社会との関わり

(F) 基礎学力：知能情報工学分野を継続して学習するための基礎学力を修得する。
(G) 実践性：知能情報工学分野の実践的な技術を修得する。
(H) 課題解決能力と創造性：知能情報工学の理論及び技術を総合的に活用し、与えられた制約下
で創意工夫により課題を解決する能力を修得する。

３

学習の内容・方法（教育課程編成・実施の方針：カリキュラム・ポリシー）

（１）１年次から３年次にかけて提供される総合力演習科目（工学基礎演習、キャリアデザイン入
門、プロジェクトデザイン、キャリアデザイン）の履修を通して、自律性、社会性、コミュニケ
ーション能力を重点的に身に付けます。
（２）１年次及び２年次において、専門基礎科目、数学基礎科目（工業数学Ⅰ、工業数学Ⅱ、離散数
学）及び知能情報コア科目群を履修することで、知能情報工学を学習していく上で必要とされる
基礎学力、知能情報工学の専門基礎知識及びスキルを修得します。
（３）共通教育の外国語科目に加えて、３・４年次に専門科目として提供される技術英語Ⅰ〜Ⅲ、
ICT 実践英語Ⅰ、Ⅱ等を履修することで、外国語によるコミュニケーション能力を修得します。
（４）１、２年次の総合力演習科目の中の課題解決型グループ演習科目、３年次の知能情報総合実
験、エンジニアリングデザイン演習を通して、課題解決能力、協調性、柔軟性を修得します。
（５）１年次から４年次にかけて、共通教育科目（教養・総合領域）を履修することで、幅広い教養
と柔軟な思考力を身に付けます。
（６）３年次から４年次にかけて提供される知能情報専門科目、セミナーⅠ、同Ⅱ、卒業研究Ⅰ、同
Ⅱ等を通して、知能情報工学分野のより深い専門知識と先端技術を修得します。
図は、知能情報工学の専門分野と実社会との関わりを表しています。
68

４

学習教育目標の達成に向けた具体的取組

（１）情報処理学会が策定した情報専門学科カリキュラム標準（コンピュータエンジニアリング及び
コンピュータサイエンス）に準拠する科目群及び内容を提供しています。
（２）国内外の学会、産業界の動向を常に調査し、研究することでカリキュラム、教育法の改善に繋
げています。
（３）修学の PDCA サイクル（学生自らが学習目標を立案(PLAN)、実行(DO)、達成状況を評価
(CHECK)、改善(ACTION)するサイクル）をサポートするシステムを構築し運用しています。
（４）GPA、達成状況自己評価、授業評価アンケート及び総合的科目（卒業研究Ⅰ、Ⅱなど）の成果
分析を通じて学習教育目標の達成状況を把握し教育改善を行います。
（５）３年次より選択可能なグローバルエンジニアプログラム(GE)を設定し、語学力と課題発見・解
決の実践的な能力を身に付ける機会を提供します。大学院の博士前期課程までをトータルで考え
た教育カリキュラムになります。

５

想定される進路（主な就職先）

大学院進学（琉球大、他大学大学院）、情報処理技術者、情報通信技術者、研究者、公務員、教員（情
報）、金融業・病院等の種々の業種における情報技術者、その他業種
【これまでの主な就職先】
＜官庁・自治体＞ 沖縄県庁、市役所、警察 ＜教育＞ 琉球大、沖縄高専、高校（情報）＜企業・団
体＞ 県内、県外の情報技術系企業、その他企業の情報技術系職種
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農学部

亜熱帯地域農学 学士教育プログラム
１

授与する学位の種類
学士（

２

農学

）

学習目標（学位授与の方針：ディプロマ・ポリシー）

亜熱帯地域農学 学士教育プログラムでは、国際的な視点で地域農林畜産業の振興に携わる指導力
のある有用な人材並びに地域資源循環システムに基づく持続的農業生産並びに農と社会との共生を
構築できる実践的人材となるため、以下に掲げる専門的知識と能力を修得します｡
１ 本学の理念に基づき、知識基盤社会を知性と知識を備えた 21 世紀型市民として、多様な人々の存
在を認めて尊重し、互いに協働して生きていく総合的教養人としての能力
２ 国際的な人・物・情報の流れが重要性を増した時代において、地域や世界における複雑化した問
題を全人類的視点から取り組むことができる専門的知識人として、多様な情報を受け取り、自らの
考えを論理的かつ的確に伝えることができる能力
３ 「総合科学」としての農学を支える広範な基礎科学に関する知識を築き、農学の安定的・持続的
生物生産、環境保全及び生物資源の有効利用の役割を理解し、問題解決に対する責任を認識する能
力
４ 沖縄の亜熱帯島嶼性という地理的・自然環境条件及び歴史的・文化的特性をふまえて、亜熱帯地
域社会における自然と農との調和に配慮した持続的農業の構築を目指したフィールド活用型の総合
的農学理論を理解し、社会からの要求を確実に捉え、総合的に問題解決する能力
５ 社会の要求に対応し様々な科学、技術及び情報を自主的、継続的に学習し問題解決する能力
６ （農林経済学コース）持続的食料自給システム並びに都市と農山村との循環型社会の構築に関す
る専門的知識を理解する能力
（植物開発学コース）亜熱帯の農作物と植物資源の開発及び持続的生産技術に関する理論並びに
実践的展開に関する専門的知識を理解する能力
（循環畜産学コース）家畜生産を通じた地域資源循環型農業に関する専門的知識を総合的に理解
する能力
（農林共生学コース）亜熱帯域の動植物生産と人との共生関係に関する専門的知識を理解する能
力

３

学習の内容・方法（教育課程編成・実施の方針：カリキュラム・ポリシー）

亜熱帯地域農学 学士教育プログラムでは、授業の方法・内容などや学習の成果に係る評価基準等
をシラバス等で明確に提示し、４年間の学習成果を総合的に評価します。
（１）１－２年次では、共通教育（教養・総合領域）を履修し、人文・社会・自然科学の諸科学の内
容や特有な課題に精通し、また、専門基礎教育による自然科学に関する講義・実験科目を通し、
問題解決に必要な固有の知識や方法を身に付け、それらを現代的状況へ応用できる能力を養い
21 世紀型市民としての教養を修得します。
（２）１－２年次では、共通教育（基幹領域）の履修を通し、外国語や情報科学の知識を修得し、多
様な情報を受け取り、自らの考えを的確に伝える能力を身に付けます。
（３）初年次教育科目（「食・農・環境概論」、「基礎フィールド実習」）を履修し、農学の安定的・持
続的生物生産、環境保全及び生物資源の有効利用についての知識を修得し、食料問題、環境問題
の解決策及び農林業のあり方について考えるとともに、農業・林業・畜産業を実際に体験し農学
の基礎を身に付け、大学で学ぶ意義を理解し、自律的で協働して学ぶ態度を身に付け、農学の社
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会的責任を理解します。
（４）２－３年次では、学科共通（コア）科目を履修し、亜熱帯地域社会における自然と農との調和
に配慮した持続的農業に関する理解を深めます。選択科目等を通した講義や実験・実習を通し専
門知識の活用を具体的に理解し、亜熱帯地域農学の知識を活用し社会からの要求を確実に捉え、
かつ、分野横断的に、農学全体の内容を学修し、問題に総合的に取り組む能力を身に付けます。
コース別必修科目の履修により、分野に特有な専門的な知識を修得します。
（５）３年次の「キャリアディベロップメント」、「キャリア実習」は、学問が現場で展開される場面
を体験しながら、卒業後のキャリアプランを考え社会の一員としての責任を認識します。
（６）４年次では、卒業論文を通して問題解決に向かって自立的・計画的に行動し、多様な情報を分
析し、総合的に問題解決をすることができる能力を身に付けるとともに、技術者・研究者として
専門能力の向上を自主的に励み、問題を見出し解決する能力を身に付けます。
（７）基本的に講義科目では修得した知識の理解度を、実験・実習・演習科目では知識を応用できる
能力や専門技術・技能の習熟度を評価します。学習成果の集大成となる卒業研究では知識・技術
を利用して実際に問題解決に近づくことができるかを評価します。学習成果を適切に評価するこ
とで、教育課程の継続的改善に取り組みます。

食農資源経済学、植物開発学、循環畜産学、動植物人間関係学、フィールド実習、外国文献講読、卒
業論文など

４

学習教育目標の達成に向けた具体的取組

わが国で唯一、亜熱帯地域に立地しているという地理的条件を活かした特色あるカリキュラムを提
供しています。入学時に配布される「最初の一歩」（履修の手引き）は勉学や研究を円滑に進めるこ
とができるように修学に関する情報を提供しています。プログラムの達成度については、GPA により
達成度を明確にするとともに、学習達成度評価表を使用して、教育・学習目標に沿って長期的な視点
で学修が行われているかどうかを学生自らが自己評価します。また、それらに基づき、指導教員から
学習に役立つ専門的見地からの指導を受けられます。さらに、学生による授業評価等を実施し、その
結果を授業内容やカリキュラムの改善にフィードバックして、より高い水準での学習目標の達成を目
指します。

５

想定される進路（主な就職先）

農業関連分野の技術者、地方・国家公務員（技術系・事務系）として農林業分野の行政・企画・地
域計画の政策担当者、農機具や農業資材など農業関連企業、食料品や飲料などの食品製造業、商社や
卸売市場など食品流通業、農協など農業関係団体職員、森林組合職員、木材関連企業、造園業、各種
のアグリビジネス従事者、農業経営者など、農林業に関連する幅広い分野での活躍が想定されます。
また、琉球大学大学院農学研究科など大学院へ進学し、専門分野の研究を深めることもできます。
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農学部

亜熱帯農林環境科学 学士教育プログラム
１

授与する学位の種類
学士（

２

農学

）

学習目標（学位授与の方針：ディプロマ・ポリシー）

亜熱帯農林環境科学 学士教育プログラムでは、資源生物や野生生物とそれらを取巻く環境の機能・
特性の解明を通じ、生物や環境に関連する分野で活躍する有能な人材並びに生物多様性の価値を理解
し、豊かな環境の確保と保全に貢献できる実践的人材となるため、以下に掲げる専門的知識と能力を
修得します｡
１ 本学の理念に基づき、知識基盤社会を知性と知識を備えた 21 世紀型市民として、多様な人々の存
在を認めて尊重し、互いに協働して生きていく総合的教養人としての能力
２ 国際的な人・物・情報の流れが重要性を増した時代において、地域や世界における複雑化した問
題を全人類的視点から取り組むことができる専門的知識人として、多様な情報を受け取り、自らの
考えを論理的かつ的確に伝えることができる能力
３ 「総合科学」としての農学を支える広範な基礎科学に関する知識を築き、農学の安定的・持続的
生物生産、環境保全及び生物資源の有効利用の役割を理解し、問題解決に対する責任を認識する能
力
４ 沖縄の亜熱帯島嶼性という地理的・自然環境条件及び歴史的・文化的特性をふまえて、農林業を
取巻く生物の諸特性解明と制御、増殖技術と調節技術の開発、並びに流域生態系の環境保全・管理
と制御を通じて人間と自然環境との調和を理解し、社会からの要求を確実に捉え、総合的に問題解
決する能力
５ 社会の要求に対応し様々な科学、技術及び情報を自主的、継続的に学習し問題解決する能力
６ （植物機能学コース）安心・安全・高品質な作物生産の技術開発を目指して､生理・形態・生態・
生化学的機能及び植物と病原微生物との関係性の解明と応用に関する専門知識と応用力
（動物機能学コース）家畜を含む動物の繁殖・形態・生理・遺伝的諸機能に関する体系的知識及
び亜熱帯域に適合した生産技術開発に関する専門的知識と応用力
（森林環境学コース）亜熱帯域の森林生態系の保全・修復と木材利用の双方が調和した流域管理
を実践するための専門的知識と応用力
（生態環境科学コース）亜熱帯域の自然環境下での昆虫を含む野生生物の進化生態学的特性や土
壌を中心とする物質循環系、生物と環境の相互関係に関する専門知識と技術及びそれらを活用し
た実践的応用力

３

学習の内容・方法（教育課程編成・実施の方針：カリキュラム・ポリシー）

亜熱帯農林環境科学 学士教育プログラムでは、授業の方法・内容などや学習の成果に係る評価基
準等をシラバス等で明確に提示し、４年間の学習成果を総合的に評価します。
（１）１－２年次では、共通教育（教養・総合領域）を履修し、人文・社会・自然科学の諸科学の内
容や特有な課題に精通し、また、専門基礎教育による自然科学に関する講義・実験科目を通し、
問題解決に必要な固有の知識や方法を身に付け、それらを現代的状況へ応用できる能力を養い
21 世紀型市民としての教養を修得します。
（２）１－２年次では、共通教育（基幹領域）の履修を通し、外国語や情報科学の知識を修得し、多
様な情報を受け取り、自らの考えを的確に伝える能力を身に付けます。
（３）初年次教育科目（「食・農・環境概論」、「基礎フィールド実習」）を履修し、農学の安定的・持
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続的生物生産、環境保全及び生物資源の有効利用についての知識を修得し、食料問題、環境問題
の解決策及び農業のあり方について考えるとともに、農業・林業・畜産業を実際に体験し農学の
基礎を身に付け、大学で学ぶ意義を理解し、自律的で協働して学ぶ態度を身に付け、農学の社会
的責任を理解します。
（４）２－３年次では、学科共通（コア）科目を履修し、沖縄及び亜熱帯地域の自然やこれらの地域
で営まれる人間活動を理解し、亜熱帯農林環境科学の知識を活用し社会の抱える問題に総合的に
取り組む能力を養います。さらに、各コース必修科目の履修を通し、レベルの高い専門知識を身
に付け、専門的職業人として問題解決をすることができる能力を身に付けます。
（５）３年次の「キャリアディベロップメント」、「キャリア実習」の科目は、学問が現場で展開され
る場面を体験しながら、卒業後のキャリアプランを考え社会の一員としての責任を認識します。
（６）４年次では、卒業論文を通して問題解決に向かって自立的・計画的に行動し、多様な情報を分
析し、総合的に問題解決をすることができる能力を身に付けるとともに、技術者・研究者として
専門能力の向上を自主的に励み、問題を見出し解決する能力を身に付けます。
（７）基本的に講義科目では修得した知識の理解度を、実験・実習・演習科目では知識を応用できる
能力や専門技術・技能の習熟度を評価します。学修成果の集大成となる卒業研究では知識・技術
を利用して実際に問題解決に近づくことができるかを評価します。学修成果を適切に評価するこ
とで、教育課程の継続的改善に取り組みます。

生物統計学、動物機能学、生態学・環境学、森林環境学、作物生理学、保全生物学、流域防災学、外
国文献講読、卒業論文など

４

学習教育目標の達成に向けた具体的取組

わが国で唯一、亜熱帯地域に立地しているという地理的条件を活かした特色あるカリキュラムを提
供しています。入学時に配布される「最初の一歩」（履修の手引き）は勉学や研究を円滑に進めるこ
とができるように修学に関する情報を提供しています。プログラムの達成度については、GPA により
達成度を明確にするとともに、学習達成度評価表を使用して、教育・学習目標に沿って長期的な視点
で学修が行われているかどうかを学生自らが自己評価します。また、それらに基づき、指導教員から
は学習に役立つ専門的見地からの指導を受けられます。さらに、学生による授業評価等を実施し、そ
の結果を授業内容やカリキュラムの改善にフィードバックして、より高い水準での学習目標の達成を
目指します。

５

想定される進路（主な就職先）

農業・畜産関連分野の技術者、林業関連分野の技術者、自然環境系コンサルタント、ネイチャーガ
イド、森林インストラクター、自然保護官（レンジャー）、観光業、環境関連 NPO 職員、地域計画プラ
ンナー、ランドスケープ設計技術者、不妊治療関係分野の技術者、食品製造技術者、農業協同組合（JA）
大学院進学、地方・国家公務員、高校教員（農業）など
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農学部

地域農業工学 学士教育プログラム
１

授与する学位の種類

学士（

２

農学

）

学習目標（学位授与の方針：ディプロマ・ポリシー）

地域農業工学 学士教育プログラムでは、農村環境整備と緑・土・水資源の保全と改善に貢献でき
る有能な人材並びに情報技術を応用し、食料生産から流通・加工に係わる農業生産、加工及びエネル
ギーシステムに関する社会的要求を総合的に問題解決できる実践的人材となるため、以下に掲げる専
門的知識と能力を修得します｡
１ 本学の理念に基づき、知識基盤社会を知性と知識を備えた 21 世紀型市民として、多様な人々の存
在を認めて尊重し、互いに協働して生きていく総合的教養人としての能力
２ 国際的な人・物・情報の流れが重要性を増した時代において、地域や世界における複雑化した問
題を全人類的視点から取り組むことができる専門的知識人として、多様な情報を受け取り、自らの
考えを論理的かつ的確に伝えることができる能力
３ 「総合科学」としての農学を支える広範な基礎科学に関する知識を築き、農学の安定的・持続的
生物生産、環境保全及び生物資源の有効利用の役割を理解し、問題解決に対する責任を認識する能
力
４ 沖縄の亜熱帯島嶼性という地理的・自然環境条件及び歴史的・文化的特性をふまえて、亜熱帯の
島嶼環境と調和した自然循環型農業や田園空間の創造並びに IT 農業の技術開発やバイオマス地域
循環システムの構築によって、
「緑・土・水」と人間との環境創出を理解し、社会からの要求を確実
に捉え、総合的に問題解決する能力
５ 社会の要求に対応し様々な科学、技術及び情報を自主的、継続的に学習し問題解決する能力
６ （地域環境工学コース）農村空間の創出、農村基盤の整備、亜熱帯特有の自然条件の下での防災
及び農村環境の保全に関する技術並びに農と自然との調和に関する工学的探究に関する専門的知
識を理解する能力
（バイオシステム工学コース）食料生産から流通・加工に係わる一連の工程のシステム化及び持
続可能な再生可能エネルギーの開発や利用に関する専門的知識を理解する能力

３

学習の内容・方法（教育課程編成・実施の方針：カリキュラム・ポリシー）

地域農業工学 学士教育プログラムでは、授業の方法・内容などや学習の成果に係る評価基準等を
シラバス等で明確に提示し、４年間の学習成果を総合的に評価します。
（１）１－２年次では、共通教育（教養・総合領域）を履修し、人文・社会・自然科学の諸科学の内
容や特有な課題に精通し、また、専門基礎教育による自然科学に関する講義・実験科目を通し、
問題解決に必要な固有の知識や方法を身に付け、それらを現代的状況へ応用できる能力を養い
21 世紀型市民としての教養を修得します。
（２）１－２年次では、共通教育（基幹領域）の履修を通し、外国語や情報科学の知識を修得し、多
様な情報を受け取り、自らの考えを的確に伝える能力を身に付けます。
（３）初年次教育科目（「食・農・環境概論」、「基礎フィールド実習」）を履修し、農学の安定的・持
続的生物生産、環境保全及び生物資源の有効利用についての知識を修得し、食料問題、環境問題
の解決策及び農業のあり方について考えるとともに、農業・林業・畜産業を実際に体験し農学の
基礎を身に付け、大学で学ぶ意義を理解し、自律的で協働して学ぶ態度を身に付け、農学の社会
的責任を理解します。
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（４）２－３年次では、学科共通（コア）科目を履修し、地域農業工学の原理・理論・法則を理解す
るとともに亜熱帯島嶼環境での農業・農村環境について理解を深めます。選択科目等を通した実
際現場での事例の学習や実験・実習の経験を通し専門知識の活用を具体的に理解し、地域農業工
学の知識を活用し社会からの要求を確実に捉え、かつ、分野横断的に、農学全体の内容を総合的
に学修し、問題に総合的に取り組む能力を身に付けます。コース必修科目の履修により、分野に
特有な専門的な知識を修得します。
（５）３年次の「キャリアディベロップメント」、「キャリア実習」の科目は、学問が現場で展開され
る場面を体験しながら、卒業後のキャリアプランを考え社会の一員としての責任を認識します。
（６）４年次では、卒業論文を通して問題解決に向かって自立的・計画的に行動し、多様な情報を分
析し、総合的に問題解決をすることができる能力を身に付けるとともに、技術者・研究者として
専門能力の向上を自主的に励み、問題を見出し解決する能力を身に付けます。
（７）基本的に講義科目では修得した知識の理解度を、実験・実習・演習科目では知識を応用できる
能力や専門技術・技能の習熟度を評価します。学習成果の集大成となる卒業研究では知識・技術
を利用して実際に問題解決に近づくことができるかを評価します。学習成果を適切に評価するこ
とで、教育課程の継続的改善に取り組みます。

ポストハーベストテクノロジー、農村環境概論、農業生産システム論、農業農村工学、農業情報工学、
技術者倫理、外国文献講読、卒業論文など

４

学習教育目標の達成に向けた具体的取組

わが国で唯一、亜熱帯地域に立地しているという地理的条件を活かした特色あるカリキュラムを提
供しています。入学時に配布される「最初の一歩」（履修の手引き）は勉学や研究を円滑に進めるこ
とができるように修学に関する情報を提供しています。プログラムの達成度については、GPA により
達成度を明確にするとともに、学習達成度評価表を使用して、教育・学習目標に沿って長期的な視点
で学修が行われているかどうかを学生自らが自己評価します。また、それらに基づき、指導教員から
は学習に役立つ専門的見地からの指導を受けられます。さらに、学生による授業評価等を実施し、そ
の結果を授業内容やカリキュラムの改善にフィードバックして、より高い水準での学習目標の達成を
目指します。

５

想定される進路（主な就職先）

農業土木分野の技術者、地域計画プランナー、自然環境系コンサルタント、ランドスケープ設計技
術者、環境関連 NPO 職員、農業機械技術者、情報技術者、食品製造・流通技術者、バイオマスエネル
ギー関連産業従事者、地方・国家公務員（技術系・事務系）など
琉球大学農学研究科の他、他大学大学院へ進学し、さらに専門分野の研究を進めることもできます。
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農学部

亜熱帯生物資源科学
１

授与する学位の種類
学士（

２

学士教育プログラム

農学

）

学習目標（学位授与の方針：ディプロマ・ポリシー）

亜熱帯生物資源科学 学士教育プログラムでは、亜熱帯生物資源の機能開発と高度利用に関する専
門知識と技術を有する有能な人材並びに生物資源関連産業、発酵産業及び健康・食品産業の振興・発
展に貢献できる人材、あるいは栄養士として実践的な人材となるため、以下に掲げる専門的知識と能
力を修得します｡
１ 本学の理念に基づき、知識基盤社会を知性と知識を備えた 21 世紀型市民として、多様な人々の存
在を認めて尊重し、互いに協働して生きていく総合的教養人としての能力
２ 国際的な人・物・情報の流れが重要性を増した時代において、地域や世界における複雑化した問
題を全人類的視点から取り組むことができる専門的知識人として、多様な情報を受け取り、自らの
考えを論理的かつ的確に伝えることができる能力
３ 「総合科学」としての農学を支える広範な基礎科学に関する知識を築き、農学の安定的・持続的
生物生産、環境保全及び生物資源の有効利用の役割を理解し、問題解決に対する責任を認識する能
力
４ 沖縄の亜熱帯島嶼性という地理的・自然環境条件及び歴史的・文化的特性をふまえて、亜熱帯地
域に生息する動植物及び微生物等の生物資源並びに伝統食品・発酵食品・その他食資源の特性や機
能性を理解し、社会からの要求を確実に捉え、総合的に問題解決する能力
５ 社会の要求に対応し様々な科学、技術及び情報を自主的、継続的に学習し問題解決する能力
６ （生物機能開発学コース）亜熱帯の生物資源の機能特性を分子から生体レベルで追求し、人類の
福祉に有効な機能性素材の開発や利用に関する専門的知識を理解する能力
（食品機能科学コース）食品の機能性を健康維持、増進の観点から追求し、新たな食品素材を開
発するとともに、健康生活の向上に関する専門的知識を理解する能力
（発酵・生命科学コース）地域特性を活かした発酵食品の開発並びに亜熱帯生物資源の生命現象
の解析とその応用に関する専門的知識を理解する能力
（健康栄養科学コース）人間栄養学の観点から食を科学的かつ実践的に捉え、地域の特性を考慮
した健康・長寿社会の実現に関する専門的知識を理解する能力

３

学習の内容・方法（教育課程編成・実施の方針：カリキュラム・ポリシー）

亜熱帯生物資源科学 学士教育プログラムでは、授業の方法・内容などや学習の成果に係る評価基
準等をシラバス等で明確に提示し、４年間の学習成果を総合的に評価します。
（１）１－２年次では、共通教育（教養・総合領域）を履修し、人文・社会・自然科学の諸科学の内
容や特有な課題に精通し、また、専門基礎教育による自然科学に関する講義・実験科目をとお
し、問題解決に必要な固有の知識や方法を身に付け、それらを現代的状況へ応用できる能力を養
い 21 世紀型市民としての教養を修得します。
（２）１－２年次では、共通教育（基幹領域）の履修をとおし、外国語や情報科学の知識を修得し、
多様な情報を受け取り、自らの考えを的確に伝える能力を身に付けます。
（３）初年次教育科目（「食・農・環境概論」、「基礎フィールド実習」）を履修し、農学の安定的・持
続的生物生産、環境保全及び生物資源の有効利用についての知識を修得し、食料問題、環境問題
の解決策及び農業のあり方について考えるとともに、農業・林業・畜産業を実際に体験し農学の
76

基礎を身に付け、大学で学ぶ意義を理解し、自律的で協働して学ぶ態度を身に付け、農学の社会
的責任を理解します。また、健康栄養科学コースでは、さらに「栄養学」等を履修し、栄養士と
しての基礎を身に付け、栄養の指導を担う社会的責任を理解します。
（４）２－３年次では、学科共通（コア）科目を履修し、亜熱帯地域社会の要求を認識するために総
合的な農学基礎理論を修得します。コース提供科目の履修により、専門分野の基礎から応用まで
の知識を自ら総括し、亜熱帯生物資源科学に関する問題を総合的に解決する能力を身に付け、社
会の要求に対応し理論や技術を活用できる専門職業人としての実践力を身に付けます。
（５）３年次の「キャリアディベロップメント」、「キャリア実習」若しくは「校外実習」の科目は、
学問が現場で展開される場面を体験しながら、卒業後のキャリアプランを考え社会の一員として
の責任を認識します。
（６）４年次では、卒業論文をとおして問題解決に向かって自立的・計画的に行動し、多様な情報を
分析し、総合的に問題解決をすることができる能力を身に付けるとともに、技術者・研究者とし
て専門能力の向上を自主的に励み、問題を見出し解決する能力を身に付けます。
（７）基本的に講義科目では修得した知識の理解度を、実験・実習・演習科目では知識を応用できる
能力や専門技術・技能の習熟度を評価します。学習成果の集大成となる卒業研究では知識・技術
を利用して実際に問題解決に近づくことができるかを評価します。学習成果を適切に評価するこ
とで、教育課程の継続的改善に取り組みます。

４

学習教育目標の達成に向けた具体的取組

わが国で唯一、亜熱帯地域に立地した地理的条件を活かして特色あるカリキュラムを提供していま
す。入学時に配付される「最初の一歩」（履修の手引き）は勉学や研究を円滑に進めることができる
ように修学に関する情報を提供しています。プログラムの達成度については GPA により達成度を明確
にするとともに、学習達成度評価表を使用して教育・学習目標に沿って長期的な視点で学修が行われ
ているかどうか学生自らが自己評価します。また、それらに基づき、年次指導教員から学習に役立つ
専門的見地から指導を受けられます。さらに、学生による授業評価等を実施し、その結果を授業内容
やカリキュラムの改善にフィードバックして、より高い水準での学習目標の達成を目指します。

５

想定される進路（主な就職先）

発酵・醸造分野の技術者、食品製造技術者、バイオテクノロジー技術者、農芸化学分野の技術者、
医薬関連産業従事者、胚培養士、化粧品関連産業従事者、食品衛生監視員などの国家・地方公務員及
び大学院進学などが想定されます。また、健康栄養科学コースにおいて栄養士免許を取得した者は、
給食を提供する病院、学校及び一般企業が想定されます。さらに、栄養士として１年以上の実務経験
があれば、上位資格である管理栄養士の国家試験へ挑む資格が得られます。
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ࠕᆅᇦ࡛㉳ࡁ࡚࠸ࡿᵝࠎ࡞ၥ㢟ࢆࠊᅜ㝿ⓗ࡞どⅬ❧ࡗ࡚ศᯒࡋ⪃ᐹࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ
ࡿࠖ

ࡋࡓ▱㆑ࡸ⤒㦂➼ࢆά⏝ࡋࠊ⥲ྜⓗุ᩿ࡍࡿࡇࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ
  ࠼ࡤࠊḟࡢࡼ࠺࡞ࡇࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋ

ࠕᅜ㝿ⓗ࡞ၥ㢟ࢆ⌮ゎࡍࡿࡇࡼࡾࠊᆅᇦࡢၥ㢟ࡶ⌮ゎࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠖ

ࠕᵝࠎ࡞どᗙࡽ≀ࢆᢈุⓗ⪃ᐹࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠖ



ࠕၥ㢟ࢆぢ࠸ࡔࡋࠊ㐀ⓗゎỴ⟇ࢆ⪃࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠖ

ۑ㹙ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࢫ࢟ࣝ㹛ゝㄒࢩࣥ࣎ࣝࢆ⏝࠸࡚ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ⾜࠸ࠊ

ࠕሗࡸ▱㆑ࢆㄽ⌮ⓗศᯒࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠖ

⮬ศࡢ⪃࠼ࡸពᛮࢆ᫂☜⾲⌧ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ

ࠕ⋓ᚓࡋࡓ▱㆑ࡸ⤒㦂➼ࢆά⏝ࡋࠊㄢ㢟ࡘ࠸࡚⥲ྜⓗุ᩿ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠖ

 ⪅ࡢὶࢆᅗࡿࡓࡵࠊゝㄒ㸦ᡭヰࡑࡢࡢᙧែࡢ㠀㡢ኌゝㄒ➼ࢆྵࡴ㸧ᅗ⾲➼

ࠕᖜᗈ࠸Ꮫၥศ㔝ࡘ࠸࡚㛵ᚰࢆᣢࡕࠊࡑࡢศ㔝ࡽᚓࡽࢀࡿ▱ぢࢆά⏝ࡍࡿࡇࡀ࡛

ࡢࢩࣥ࣎ࣝࢆ࠸ࡇ࡞ࡋࠊ⮬ศࡢ⪃࠼ࡸពᛮࢆ᫂☜⾲⌧ࡍࡿᇶ♏ⓗ࡞ຊࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ
 ࠼ࡤࠊḟࡢࡼ࠺࡞ࡇࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋ
  ࠕ㧗ᗘ࡞᪥ᮏㄒຊࢆᣢࡕࠊά⏝ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠖ

ࡁࡿࠖ

ۑ㹙ᑓ㛛ᛶ㹛ᑓᨷࡍࡿᏛၥศ㔝࠾ࡅࡿᛮ⪃ἲࠊࢫ࢟ࣝࠊ▱㆑➼ࢆయ⣔ⓗ㌟ࡅࠊά

  ࠕ≉ᐃࡢእᅜㄒࢆ⏝࠸࡚ࠊㄞࡳࠊ᭩ࡁࠊ⪺ࡁࠊヰࡍࡇࡀ࡛ࡁࡿࠖ
ࠕᡭヰࡑࡢࡢᙧែࡢ㠀㡢ኌゝㄒ➼ࢆ⏝࠸࡚ࠊ⮬ศࡢ⪃࠼ࡸពᛮࢆఏ࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁ
ࡿࠖ

⏝ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ



ࠕㄒᙡࠊㄽ⌮ࡶ㐺ษ࡞ᩥ❶࡛ㄽᩥࢆసᡂࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠖ
  ࠕ⮬↛ࡸ♫ⓗ㇟ࡘ࠸࡚ࠊࢩࣥ࣎ࣝࢆά⏝ࡋ࡚ศᯒ࣭⌮ゎࡋࠊ⾲⌧ࡍࡿࡇࡀ࡛
ࡁࡿࠖ





ࠕᵝࠎ࡞❧ሙࢆ⌮ゎࡋࠊㄽ⌮ⓗពぢࢆࢃࡍࡇࡀ࡛ࡁࡿࠖ



ࠕ⪅ࡢពᛮࡢࡼࡾࠊ♫ࡢ୰࡛⪅Ⰻ࠸㛵ಀࢆ⠏ࡁࠊඹ⏕ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ



ࡿࠖ







ۑ㹙ሗࣜࢸࣛࢩ࣮㹛ᖜᗈ࠸ศ㔝ࡢሗࡸ▱㆑ࢆከᵝ࡞ࢳࣕࣥࢿࣝࡽ㞟ࡋࠊ㐺ษ⌮
ゎࡋࡓୖ࡛ྲྀᤞ㑅ᢥࡋࠊά⏝ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ




⮬ศࡢᑓ㛛ศ㔝ࡣඖࡼࡾᖜᗈ࠸ศ㔝ࡢሗࡸ▱㆑ࢆࠊᵝࠎ࡞ሗ※ࡽ㞟ࡍࡿຊࡀồ



ࡵࡽࢀࡿࠋ᭦ࠊ㞟ࡋࡓሗࡸ▱㆑ࡢ㐺ษᛶࢆุ᩿ࡋ࡚⌮ゎࡋࠊᩘ⌮ⓗ࡞ᛮ⪃ࡸㄽ⌮ⓗ



ศᯒᇶ࡙ࡁࠊሗࢆᢈุⓗ࡞どⅬࡽ᳨ウࡋࡓୖ࡛ά⏝ࡍࡿࡇࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ



  ࠼ࡤࠊḟࡢࡼ࠺࡞ࡇࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋ



ࠕࡑࢀࡒࢀࡢศ㔝࠾࠸࡚ࠊಙ㢗࡛ࡁࡿሗ※ࢆุ᩿ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠖ



ࠕከᵝ࡞ሗࢆ㞟࣭ศᯒࡋ࡚ࠊㄽ⌮ⓗ࡛೫ࡾࡀ࡞ࡃࠊከ㠃ⓗ࣭ᐈほⓗุ᩿ࡍࡿࡇ



ࡀ࡛ࡁࡿࠖ



ࠕ⮬ศࡢᛮ࠸ࡸ⪃࠼ࢆ┦ᡭศࡾࡸࡍࡃఏ࠼ࡿࡇࢆព㆑ࡋࠊඹ᭷࡛ࡁࡿᙧᵓᡂ
ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠖ




ࠕࢹ࣮ࢱࢆᩘ⌮ⓗศᯒࡋࠊၥ㢟Ⅼࢆぢࡘࡅฟࡍࡇࡀ࡛ࡁࡿࠖ



ࠕࢹ࣮ࢱࡢศᯒ࣭ά⏝ࡼࡾ᪂ࡋ࠸ㄢ㢟ࡢⓎぢࡸ᪂ࡓ࡞౯್ࢆ⏕ࡳฟࡍࡇࡀ࡛ࡁࡿࠖ



ࠕ㞟ࡋࡓሗࢆࣔࣛࣝ๎ࡗ࡚ά⏝ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠖ







⌰⌫ᏛᏛᤵࡢ᪉㔪㸦ࢹࣉ࣐࣭࣏ࣟࣜࢩ࣮㸧

⌰⌫Ꮫᩍ⫱ㄢ⛬⦅ᡂ࣭ᐇࡢ᪉㔪㸦࣒࣭࣏࢝ࣜ࢟ࣗࣛࣜࢩ࣮㸧



 

ᖹᡂ㸰㸷ᖺ㸰᭶㸷᪥ไᐃ
ᖹᡂ㸱㸮ᖺ㸱᭶㸰㸱᪥୍㒊ᨵṇ

⌰⌫Ꮫࡣࠊ
ࠕ⮬⏤ᖹ➼ࠊᐶᐜᖹࠖࡢᘓᏛࡢ⢭⚄ࡢୗࠊ
ࠕᬑ㐢ⓗ౯್ࢆ㌟ࡘࡅࡓ 
ୡ⣖ᆺᕷẸࡋ࡚ࠊᆅᇦ♫ཬࡧᅜ㝿♫ࡢⓎᒎᐤ࡛ࡁࡿேᮦࠖࡢ⫱ᡂࢆᥖࡆ࡚࠸
ࡲࡍࠋᮏᏛ࡛ࡣࠊᏛኈㄢ⛬ᩍ⫱࠾ࡅࡿேᮦ⫱ᡂࡢ┠ⓗࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࠊᏛኈㄢ⛬ᩍ⫱
ࡢ⥲⛠࡛࠶ࡿ⌰ࢢ࣮ࣟࣂࣝࢩࢸࢬ࣭࣒ࣥ࢝ࣜ࢟ࣗࣛ㸦85*&&㸧ࡢᏛ⩦ᩍ⫱┠ᶆࢆ௨ୗ
ࡢ࠾ࡾᐃࡵࠊྛᩍ⫱ㄢ⛬࡛ࡇࢀࡽࢆ㌟ࡅࡓ⪅Ꮫࢆᤵࡋࡲࡍࠋ

㸯㸬⮬ᚊᛶ
⮬ศ⮬㌟ࡀᥖࡆࡿ┠ᶆࡢ㐩ᡂྥࡅ࡚ࠊ⮬ᚊⓗᏛ⩦ࡋ⾜ືࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸰㸬♫ᛶ
ᕷẸࡋ࡚♫ࡢつ⠊ࡸ࣮ࣝࣝࢆ⌮ゎࡋࠊ⌮ᛶࢆ㌟ࡅࠊከᵝ࡞ேࠎ༠ㄪ࣭
༠ാࡋ࡚⾜ື࡛ࡁࡿࠋ
㸱㸬ᆅᇦ࣭ᅜ㝿ᛶ
ᆅᇦࡢṔྐ⮬↛Ꮫࡧࠊୡ⏺ࡢᖹཬࡧே㢮⮬↛ࡢඹ⏕㈉⊩ࡍࡿࡇࡀ࡛
ࡁࡿࠋ
㸲㸬ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࣭ࣙࣥࢫ࢟ࣝ
ゝㄒࢩࣥ࣎ࣝࢆ⏝࠸࡚ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ⾜࠸ࠊ⮬ศࡢ⪃࠼ࡸពᛮࢆ᫂☜
⾲⌧ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸳㸬ሗࣜࢸࣛࢩ࣮
ᖜᗈ࠸ศ㔝ࡢሗࡸ▱㆑ࢆከᵝ࡞ࢳࣕࣥࢿࣝࡽ㞟ࡋࠊ㐺ษ⌮ゎࡋࡓୖ࡛ྲྀ
ᤞ㑅ᢥࡋࠊά⏝ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸴㸬ၥ㢟ゎỴຊ
ᢈุⓗ࣭ㄽ⌮ⓗᛮ⪃ࡍࡿࡶࠊࡇࢀࡲ࡛⋓ᚓࡋࡓ▱㆑ࡸ⤒㦂➼ࢆ⥲ྜࡋ
࡚ၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸵㸬ᑓ㛛ᛶ
ᑓᨷࡍࡿᏛၥศ㔝࠾ࡅࡿᛮ⪃ἲࠊࢫ࢟ࣝࠊ▱㆑➼ࢆయ⣔ⓗ㌟ࡅࠊά⏝ࡍ
ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࠋ


ᖹᡂ㸰㸷ᖺ㸰᭶㸷᪥
ไ
ᐃ
㻌
⌰⌫ᏛࡣࠊᏛᤵࡢ᪉㔪㸦ࢹࣉ࣐࣭࣏ࣟࣜࢩ࣮㸧ᥖࡆࡓேᮦ⫱ᡂࡢ┠ᶆࢆ㐩
ᡂࡍࡿࡓࡵࠊ௨ୗ♧ࡍ᪉㔪ᇶ࡙࠸࡚㸲㸦㸴㸧ᖺ㛫୍㈏ࡋࡓᩍ⫱ㄢ⛬ࢆ⦅ᡂ࣭ᐇࡋ
ࡲࡍࠋ

㸯㸬ྛᏛ㒊࣭Ꮫ⛉➼ࡣࠊᤵࡍࡿᏛኈࡢᑓᨷศ㔝ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᩍ⫱⤌⧊ࡋ࡚ࠕᏛኈᩍ
⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖࢆᵓᡂࡋࡲࡍࠋ
㸰㸬Ꮫኈᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛࡣࠊ85*&&㸦⌰ࢢ࣮ࣟࣂࣝࢩࢸࢬ࣭࣒ࣥ࢝ࣜ࢟ࣗࣛ㸧ཬ
ࡧྛࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᏛ⩦ᩍ⫱┠ᶆᇶ࡙ࡁࠊయ⣔ⓗ࡞࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆᥦ౪ࡋࡲࡍࠋ
㸱㸬 ୡ⣖ᆺᕷẸࡋ࡚ᆅᇦཬࡧᅜ㝿♫࠾࠸࡚⮬ࡽၥ㢟ࢆぢฟࡋࠊከᵝ࡞ேࠎ
༠ㄪ࣭༠ാࡋ࡞ࡀࡽゎỴ᪉ἲࢆ᥈ồࡍࡿᏛ⩦⬟ຊࢆ㣴࠺ࡓࡵࠊᏛ⏕ࡀయ࡞
ࡿᐇ㊶ᛶࡢ࠶ࡿᩍ⫱ࢆ⾜࠸ࡲࡍࠋ
㸲㸬Ꮫኈᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛࡣࠊࢩࣛࣂࢫ࠾࠸࡚ᤵᴗෆᐜ᪉ἲࠊ㐩ᡂ┠ᶆࠊホ౯ᇶ
‽ホ౯᪉ἲࢆ᫂☜ᥦ♧ࡍࡿࡶࠊ㸲㸦㸴㸧ᖺ㛫ࡢᏛ⩦ᡂᯝࢆ⥲ྜⓗホ
౯ࡋࠊᩍ⫱ࡢ㉁ಖドࡢ⥅⥆ⓗᨵၿྲྀࡾ⤌ࡳࡲࡍࠋ




㻌

㻌







⌰⌫Ꮫ᠇❶     

⌰⌫ᏛධᏛ⪅ཷධࢀࡢ᪉㔪㸦ࢻ࣑ࢵࢩ࣭࣏ࣙࣥࣜࢩ࣮㸧
๓ᩥ


ᖹᡂ㸰㸷ᖺ㸰᭶㸷᪥
ไ
ᐃ

㸯㸬⌰⌫Ꮫࡢᩍ⫱ࡢ┠ⓗ⌮ᛕ
⌰⌫Ꮫࡣࠊࠕ⮬⏤ᖹ➼ࠊᐶᐜᖹࠖࡢᘓᏛࡢ⢭⚄ࡢୗࠊࠕᬑ㐢ⓗ౯್ࢆ㌟ࡘࡅ
ࡓ  ୡ⣖ᆺᕷẸࡋ࡚ࠊᆅᇦ♫ཬࡧᅜ㝿♫ࡢⓎᒎᐤ࡛ࡁࡿேᮦࠖࡢ⫱ᡂ
ࢆᥖࡆࠊࡉࡽලయⓗ௨ୗࡢ㸲ࡘࢆ┠ᣦࡋேᮦࢆ⫱ᡂࡋࡲࡍࠋ
㸦㸯㸧㇏࡞ᩍ㣴⮬ᕫᐇ⌧ຊࢆ᭷ࡋࠊ⥲ྜⓗ࡞ุ᩿ຊࢆഛ࠼ࡓேᮦ
㸦㸰㸧ඃࢀࡓᑓ㛛ᛶࢆᣢࡕࠊᆅᇦ♫ཬࡧᅜ㝿♫㈉⊩ࡍࡿேᮦ
㸦㸱㸧እᅜㄒ㐠⏝⬟ຊᅜ㝿ឤぬࢆ᭷ࡋࠊᅜ㝿♫࡛ά㌍ࡍࡿேᮦ
㸦㸲㸧ᆅᇦࡢṔྐ⮬↛Ꮫࡧࠊୡ⏺ࡢᖹཬࡧே㢮⮬↛ࡢඹ⏕㈉⊩ࡍࡿேᮦ

㸰㸬ồࡵࡿᏛ⏕ീ
⌰⌫Ꮫࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ᩍ⫱⌮ᛕࢆ⌮ゎࡋࠊᮏᏛ࡛Ꮫࡪᙉ࠸ពḧࢆᣢࡕࠊḟࡢࡼ
࠺࡞㈨㉁ࢆࡶࡗࡓேࢆ✚ᴟⓗཷࡅධࢀࡲࡍࠋ
㸦㸯㸧㧗➼Ꮫᰯẁ㝵ࡲ࡛ࡢᩍ⫱࠾࠸࡚ࠊᇶ♏ⓗ࡞▱㆑࣭ᢏ⬟ࢆ⩦ᚓࡋࠊၥ㢟ព㆑ࢆ
ᣢࡕ⥆ࡅࠊయⓗᏛ⩦ྲྀࡾ⤌ࡴែᗘࢆ㌟ࡘࡅࡓே
㸦㸰㸧␗࡞ࡿṔྐⓗ࣭ᩥⓗ≉ᛶࡸ౯್ほࢆ⌮ゎࡋࠊᆅᇦ♫ཬࡧᅜ㝿♫࡛㈉⊩ࡍ
ࡿពḧࡢ࠶ࡿே
㸦㸱㸧⮬ศ⮬㌟ࡢྍ⬟ᛶࢆಙࡌࠊ⮬ᕫࡢಶᛶࢆ⏕ࡋࠊ⮬ᕫᐇ⌧ពḧࡢ࠶ࡿே

㸱㸬ධᏛ⪅㑅ᢤࡢᇶᮏ᪉㔪
⌰⌫ᏛࡣࠊྛᏛ㒊࣭Ꮫ⛉➼ࡢồࡵࡿᏛ⏕ീἢࡗ࡚ࠊከᵝ࡞ධヨ᪉ἲࡼࡾ▱
㆑࣭ᢏ⬟ࡸࡑࢀࡽࡢά⏝⬟ຊࡢホ౯ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊពḧయᛶࢆࡶࡗ࡚Ꮫࡪࡇ
ࡀ࡛ࡁࡿࢆࠊከ㠃ⓗ࣭⥲ྜⓗホ౯ࡋࠊ♫ேࡸ␃Ꮫ⏕࡞ከᵝ࡞ேࢆᗈࡃཷ
ࡅධࢀࡲࡍࠋ







⌰⌫Ꮫࡣࠊ㸯㸷㸳㸮ᖺࠊἈ⦖ᡓࡼࡾ⅊⇻ᖐࡋࡓ㤳㔛
ᇛࡢ㊧ᆅタࡉࢀࡓࠋ⡿ᅜࡢ⤫ୗ࡛ࠊᡓᚋ⯆ᩍ⫱
⯆࠸࠺ఫẸࡢᙉ࠸せᮃࡀ⡿ᅜ㌷ᨻᗓࢆືࡋࠊ⌰⌫ิᓥึ
ࡢᏛࡀタࡉࢀࡓࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢᚋࠊ㸯㸷㸴㸴ᖺ⌰⌫
ᨻᗓ❧࡞ࡾࠊ㸯㸷㸵㸰ᖺࡢ᪥ᮏᖐྠᅜ❧Ꮫ࡞
ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ㸯㸷㸵㸵ᖺすཎ⏫࣭ᐅ㔝‴ᕷ࣭୰ᇛᮧࡢ㸱ᕷ
⏫ᮧࡢ᥋Ⅼᆅᇦ࠶ࡿᗈ࡞᪂࢟ࣕࣥࣃࢫ⛣㌿ࡋࠊ㸰㸮㸮
㸲ᖺࡣᅜ❧Ꮫἲே࡞ࡗ࡚ࠊ⌧ᅾ⮳ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ㛫ࠊ
⌰⌫ᏛࡣᏛၥࡢ⮬⏤ࡸᏛࡢ⮬ࡢᖸ΅➼ࠊᗄከࡢṔྐ
ⓗヨ⦎ࢆ⤒࡞ࡀࡽࡶࠊᆅᇦࡢேᮦ㣴ᡂ▱ࡢ㐀ࡁࡃ㈉
⊩ࡋ࡚ࡁࡓࠋ
㸰㸯ୡ⣖ࢆ㏄࠼ࠊᏛࢆྲྀࡾᕳࡃ⎔ቃࡣࡁࡃኚࡋ࡚࠸
ࡿࠋ⤒῭࣭♫ࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝࢆࡣࡌࡵࠊሗࠊᑡᏊ㧗㱋
ࠊ♫ⓗ࣭ᆅᇦⓗ᱁ᕪࡢᣑ➼ࡢㄢ㢟ᑐᛂࡋ࡚ࠊᩍ⫱◊
✲ᶵ㛵ࡢᙺࡀከᵝࡍࡿࡶࠊ㠉᪂ⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡀၥ
ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡃᅜ❧Ꮫࡣἲேᚋࠊཝࡋ࠸㈈ᨻᨵ㠉ࢆ
క࠺➇தホ౯ࡢ௦ࢆ㏄࠼࡚࠸ࡿࠋ⌰⌫Ꮫᑐࡋ࡚ࡣࠊ
ᗈ࡞ᾏᇦࢆྵࡴᓥᕋᆅᇦ࠾ࡅࡿᣐⅬᏛࡋ࡚ࠊ㇏࡞
⮬↛⎔ቃࢆᏲࡾࠊᆅᇦ♫ࡢᣢ⥆ⓗⓎᒎᐤࡍࡿࡇࡀồ
ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ⌰⌫Ꮫࡣࠊࡇࡢ᠇❶ᥖࡆࡿ⌮ᛕᇶ࡙࠸
࡚ࠊᮏᏛࡢᵓᡂဨ࡛࠶ࡿᩍ⫋ဨ࣭Ꮫ⏕ࡢ༠ാࡼࡾࠊᑗ᮶ࡢ
ไᗘኚ㠉ࡶ✚ᴟⓗᑐᛂࡍࡿࠋ
⌰⌫ᏛࡣࠊἈ⦖ࡢṔྐⓗᩍカࡋ࡚ࡢࠕ(ࡠࡕ)࠹ᐆ
㸦
ࡇࡑᐆ㸧
ࠖ࠸࠺⏕࠾ࡼࡧಶேࡢᑛཝࡢ⪃࠼᪉ࢆ᰿ᮏ⨨ࡁࠊ
ࠕࡧᡓதࡢ⚝ࡀ㉳ࡇࡿࡇࡢ࡞࠸ࡼ࠺ࠖࡍࡿᡓᚋἈ
⦖ࡢᩍ⫱ཎⅬࢆ῝ࡃ⮬ぬࡍࡿࠋ⌰⌫Ꮫࡣࠊ⮬↛ⓗ࣭ᩥⓗ࣭
Ṕྐⓗ≉ᛶࢆ᭷ࡍࡿ⌰⌫ิᓥ࠶ࡗ࡚ࠊୡ⏺ࡢᖹ⚟♴ࡢ
ྥୖࢆ┠ᣦࡍே㛫ᛶ㇏࡞㈐௵࠶ࡿேᮦ㣴ᡂᯝᩒᣮᡓࡍ
ࡿࡇࢆࠊᚋࡶኚࢃࡿࡇࡢ࡞࠸ࡍࡿࠋ
⚾ࡓࡕ⌰⌫Ꮫࡢᩍ⫋ဨ࣭Ꮫ⏕ࡣࠊࠕ⮬⏤ᖹ➼ࠊᐶᐜᖹࠖ
ࡢᘓᏛࡢ⢭⚄ࢆ⥅ᢎ࣭Ⓨᒎࡉࡏࠊ
ࠕᆅᇦ≉ᛶᅜ㝿ᛶࢆేࡏᣢ
ࡘಶᛶ㇏࡞ᏛࠖࢆࡾୖࡆࡿỴពࢆ㧗ࡽᐉゝࡋࠊ⮬
ࡽࡀయ࡞ࡗ࡚⾜ືࢆ㉳ࡇࡍ㝿ࡢ౫ࡿࡁ᰿ᮏつ⠊ࡋ࡚ࠊ
ࡇࡇ⌰⌫Ꮫ᠇❶ࢆไᐃࡍࡿࠋ

➨㸯❶ ᩍ⫱
㸦ᩍ⫱ࡢ┠ⓗ⌮ᛕ㸧
㸯㸬⌰⌫ᏛࡣࠊᏛ⏕ࡀᏛ⩦ᶒࡢయ࡛࠶ࡿࡇࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ
ᩍ⫱ࢆ㔜どࡍࡿᏛࡋ࡚ࠕ⮬⏤ᖹ➼ࠊᐶᐜᖹࠖ‶ࡕ
ࡓ♫ࡢᙧᡂ⪅ࢆ⫱ᡂࡍࡿࡇࢆᩍ⫱ࡢ┠ⓗࡍࡿࠋࡲࡓࠊ
⮬⮬❧ࡢ⢭⚄ᇶ࡙ࡃᩍ⫱άືࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ♫యࡢᣢ
⥆ྍ⬟࡞Ⓨᒎᐤࡍࡿࡇࢆᩍ⫱ࡢ⌮ᛕࡍࡿࠋ
㸦ᩍ⫱࠾ࡅࡿ㈐ົ♫ⓗホ౯㸧
㸰㸬⌰⌫Ꮫࡣࠊࡍ࡚ࡢேࠎ⏕ᾭࢆ㏻ࡋࡓᩍ⫱ࡢᶵࢆ
ࡦࡋࡃᥦ౪ࡋࠊ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵ࡩࡉࢃࡋ࠸ᩍ⫱άືࢆ⥔
ᣢࠊᙉࠊⓎᒎࡉࡏࡿࡇࢆ㈐ົࡍࡿࠋࡲࡓࠊ⌰⌫Ꮫ
ࡣࠊᩍ⫱άື࠾࠸࡚♫ᑐࡍࡿ㈐௵ࢆ㈇ࡗ࡚࠾ࡾࠊ๓
㡯ᥖࡆࡿᩍ⫱ࡢ┠ⓗ⌮ᛕ↷ࡽࡋྜࢃࡏࠊ♫ⓗホ౯
ࢆཷࡅࡿࡇࢆ῝ࡃ⮬ぬࡍࡿࠋ
㸦ከᩥὶࡢ᥎㐍㸧
㸱㸬⌰⌫Ꮫࡣࠊ⌰⌫ิᓥࡀከᵝ࡞ᩥࢆ⫱ࢇ࡛ࡁࡓᆅᇦ࡛
࠶ࡿࡇࠊࡲࡓࠊከඖⓗ࡞ᩥὶࡼࡗ࡚ᚰ㇏࡞ே㛫
ᛶࡀᇵࢃࢀࡿࡇ㚷ࡳࠊே㢮ࡀᆅ⌫ୖ㛤ⰼࡉࡏ࡚ࡁࡓ
࠶ࡽࡺࡿᩥࢆᑛ㔜ࡋࠊὶࢆ᥎㐍ࡍࡿࠋ

㸦ᖹᡂ㸯㸷ᖺ㸳᭶㸰㸰᪥ไᐃ㸧

㸦◊✲ὶࡢ᥎㐍㸧
㸱㸬⌰⌫Ꮫࡣࠊᆅᇦ♫ሗࢆඹ᭷ࡍࡿࡶࠊᅜෆ
ࡢᶵ㛵࠾ࡼࡧࢪ࣭ኴᖹὒᆅᇦࢆࡣࡌࡵࡋࡓㅖእᅜࡢ
ᶵ㛵ࡢ◊✲ὶࢆ᥎㐍ࡋࠊୡ⏺ྥࡅ࡚ᡂᯝࢆⓎಙࡍࡿࠋ
㸦◊✲࠾ࡅࡿ㈐ົ♫ⓗホ౯㸧
㸲㸬⌰⌫Ꮫࡣࠊ▱ࡢ⥅ᢎ࣭㐀࣭Ⓨᒎ࠸࠺◊✲⌮ᛕࢆᐇ
⌧ࡍࡿ㈐ົ♫ࡽồࡵࡽࢀࡿᙺࡢᆒ⾮ࢆࡾ࡞ࡀ
ࡽࠊ࡞◊✲యไࡢ⥔ᣢ࣭Ⓨᒎດࡵࡿࠋ◊✲ࡣࠊ♫
ⓗ⌮つ⠊ࢆ㑂ᏲࡋࡘࡘࠊᏛ⾡ⓗᢈุ࠾ࡼࡧ♫ⓗホ౯
ࢆཷࡅ࡞ࡀࡽ㐍ࡵࡽࢀࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ

➨㸱❶ ♫㈉⊩
㸦㛤ࢀࡓᏛ♫ⓗ㸧
㸯㸬⌰⌫Ꮫࡣࠊ♫ࠕ㛤ࢀࡓᏛࠖࡋ࡚ࠊேே
ࢆ⤖ࡧࡘࡅࡿᏛࢆ┠ᣦࡍࠋࡲࡓࠊᏛࡀ♫ࢆኚ࠼ࠊ♫
ࡀᏛࢆኚ࠼ࡿ࠸࠺┦㛵ಀࢆ⮬ぬࡋࠊ⌰⌫ิᓥ࠾
ࡅࡿ᭱㧗Ꮫᗓࡋ࡚ᮏᏛࡢ♫ⓗࢆᯝࡓࡍࡃࠊ᩿
ࡢດຊࢆ⾜࠺ࠋ
㸦♫ࡢ༠ാ㸧
㸰㸬⌰⌫ᏛࡣࠊᏛ⾡ⓗ☜❧ࡋࡓ▱㆑࣭ᢏ⾡ࢆ♫㑏ඖ
ࡍࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ♫ඹ᭷ࡍࡿㅖㄢ㢟ࡢゎỴྲྀࡾ⤌ࡴ
ᑐ➼ࡢࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡋ࡚ࠊከᵝ࡞ಶே࣭ᅋయ༠ാࡍࡿࠋ
㸦ᆅᇦ♫ࡢᣢ⥆ⓗⓎᒎࡢ㈐௵㸧
㸱㸬⌰⌫Ꮫࡣࠊᆅᇦ♫ࡢ⏕ྲྀࡾ⤌ࡴࡶࠊ㇏
࡞⮬↛⎔ቃࢆᏲࡾࠊᣢ⥆ྍ⬟࡞ᆅᇦ♫ࡢⓎᒎᐤࡍࡿ
㈐௵ࢆᢸ࠺ࠋ

➨㸲❶ Ꮫ㐠Ⴀ
㸦ᇶᮏⓗேᶒࡢᑛ㔜㸧
㸯㸬⌰⌫Ꮫࡣࠊᇶᮏⓗேᶒࢆᑛ㔜ࡋࠊே✀ࠊಙ᮲ࠊᛶูࠊ
ᅜ⡠ࠊ㞀ᐖ➼ࡼࡿᕪูࢆࡋ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ⮬ࡽࡢಖ᭷ࡍࡿ
ሗࢆ✚ᴟⓗබ㛤ࡍࡿࡶࠊಶேሗࡢಖㆤࢆᅗࡿࠋ
⌰⌫Ꮫࡣࠊࡍ࡚ࡢᵓᡂဨࡀࡑࡢಶᛶ⬟ຊࢆⓎࡋ࠺
ࡿࡼ࠺ࠊᩍ⫱࣭◊✲࣭ປാ⎔ቃࡢᩚഛࢆᅗࡿࠋ
㸦Ẹⓗ࡞Ꮫ㐠Ⴀຠ⋡ⓗ⤒Ⴀ㸧
㸰㸬⌰⌫ᏛࡣࠊᏛၥࡢ⮬⏤Ꮫࡢ⮬ࢆಖ㞀ࡍࡿࡓࡵࠊ
Ẹⓗ࡞Ꮫ㐠Ⴀᩍ⫱࣭◊✲ࢆᨭࡍࡿຠ⋡ⓗ࡞⤒Ⴀࢆ
⾜࠺ࠋࡲࡓࠊἲேᚋࡢᏛࢆࡾࡲࡃ⎔ቃᑐᛂࡋࠊ➇
தホ౯⪏࠼࠺ࡿ㈈ᨻᇶ┙ࡢ☜❧࡞⤒Ⴀດࡵࡿࠋ
㸦⮬ᚊ㐃ᖏ㸧
㸱㸬⌰⌫Ꮫࡣࠊᩍ⫋ဨࡢ⮬ᚊ㐃ᖏᇶ࡙ࡃ▱ⓗඹྠయࢆ
ᙧᡂࡋࠊᩍ⫋ဨᏛ⏕ࡀ୍య࡞ࡗ࡚㐀࣭ⓎᒎࡍࡿᏛ
ࢆ┠ᣦࡍࠋᮏᏛࡢᵓᡂဨࡣࠊᏛⓗ࡞どⅬ❧ࡕࠊࡑࢀࡒ
ࢀࡢᙺ㈐௵ࢆయⓗᯝࡓࡋࠊ♫ࡢከᵝ࡞ពぢࢆᮏ
Ꮫࡢ㐠Ⴀᫎࡉࡏࡿࡼ࠺ດࡵࡿࠋ

⤊❶ ᖹࡢ㈉⊩
Ἀ⦖ࡣࠊࢪㅖᅜ㛫ࡢᖹዲࡢᯫࡅᶫࡋ࡚ࠕᅜ
ὠᱱࠖࢆᢸࡗࡓṔྐἈ⦖ᡓ࠾࠸࡚ࠕ㕲ࡢᭀ㢼ࠖࡤࢀ
ࡿ⃭ᡓᆅࡉࢀࡓṔྐࢆ᭷ࡍࡿࠋࡲࡓࠊᡓᚋࡢ㛗࠸⡿㌷⤫
ࢆ⤒࡚᪥ᮏᖐࡋࡓ⌧ᅾࡶࠊἈ⦖ࡣᗈ࡞⡿㌷ᇶᆅࡀᏑ
ᅾࡍࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞Ἀ⦖ࡢṔྐ⌧≧ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ⌰⌫Ꮫࡣࠊ
ᅜ㝿ᖹࡢᵓ⠏㈉⊩ࡍࡿࠋ
⌰⌫Ꮫࡣࠊ⌮࣭ே㐨ࢆᑛ㔜ࡋࠊࡇࡢ᠇❶ᥖࡆࡿᩍ⫱ࠊ
◊✲ࠊ♫㈉⊩ࠊᏛ㐠Ⴀ࠾ࡅࡿ┠ⓗࠊ⌮ᛕᇶ࡙ࡁࠊᖹ
ᐤࡍࡿࠋ

➨㸰❶ ◊✲






㸦◊✲ࡢ⌮ᛕ㸧
㸯㸬⌰⌫ᏛࡣࠊᏛၥࡢ⮬⏤ࢆᑛ㔜ࡋࠊᇶ♏◊✲ᛂ⏝◊✲
ࡣ◊✲άືࡢ୧㍯࡛࠶ࡿࡇࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ▱ࢆ⥅ᢎ࣭㐀ࡋࠊ
Ⓨᒎࡉࡏࡿࡇࢆ◊✲ࡢ⌮ᛕࡍࡿࠋ
㸦ᆅᇦ≉ᛶ㸧
㸰㸬⌰⌫Ꮫࡣࠊᇶ┙◊✲ࡢ㔜せᛶࢆㄆ㆑ࡋࡓୖ࡛ࠊ≉Ⰽ࠶
ࡿ⮬↛࣭ᩥ࣭Ṕྐࢆ᭷ࡍࡿ⌰⌫ิᓥࡢᆅᇦ≉ᛶࢆάࡋ
ࡓ◊✲ࢆከᵝ࡞どⅬࡽᒎ㛤ࡋࠊୡ⏺Ỉ‽ࡢಶᛶⓗ࡞◊✲
ᣐⅬࡓࡿࡇࢆ┠ᣦࡍࠋ


㸦᠇❶ࡢᨵṇ㸧
ࡇࡢ᠇❶ࡢᨵṇࡣࠊูᐃࡵࡿᡭ⥆ࡁࡼࡾ⾜࠺ࠋ

㝃 ๎
ࡇࡢ᠇❶ࡣࠊᖹᡂ㸯㸷ᖺ㸳᭶㸰㸰᪥ࡽ⾜ࡍࡿࠋ



