
 
 

※赤文字は変更箇所です。（7/4） 

令和４年度琉球大学オープンキャンパスプログラムタイムスケジュール 

開催日：令和４年７月１７日（日） 

学部等 10：00～ 13：00～ 15：00～ 

人 文 社 会 学 部 

 
各学科・プログラム別
の説明会 

【国際法政学科】 

○法学ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ[70] 

○政治・国際関係学ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ[60] 

【人間社会学科】 

○哲学・教育学ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ[25] 

○心理学ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ[100] 

○社会学ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 

・社会学コース[21] 

・社会福祉学コース[21] 

・マスコミ学コース[21] 

【琉球アジア文化学科】 

〇全ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ合同[60] 

【国際法政学科】 

○法学ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ[70] 

○政治・国際関係学ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ[60] 

【人間社会学科】 

○哲学・教育学ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ[25] 

○心理学ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ[100] 

○社会学ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 

・社会学コース[21] 

・社会福祉学コース[21] 

・マスコミ学コース[21] 

【琉球アジア文化学科】 

〇全ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ合同[60] 

 

 

 

【人間社会学科】 

 

○心理学ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ[100] 

 

 

 

 

【琉球アジア文化学科】 

〇全ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ合同[60] 

国際地域創造学部 

 

各プログラム等の説
明会 

【国際地域創造学科】 

○観光地域ﾃﾞｻﾞｲﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ[150] 

○経営ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ[88] 

○経済学ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ[116] 

○国際言語文化ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 

 ・英語系[100] 個別相談[80] 

 ・ヨーロッパ言語系[35] 

○地域文化科学ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ[45] 

【国際地域創造学科】 

○観光地域ﾃﾞｻﾞｲﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ[150] 

○経営ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ[88] 

○経済学ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ[116] 

○国際言語文化ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 

 ・英語系[100] 個別相談[80] 

 ・ヨーロッパ言語系[35] 

○地域文化科学ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ[45] 

【国際地域創造学科】 

 

 

○経済学ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ[116] 

○国際言語文化ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 

 ・英語系[100] 個別相談[80]  

・ヨーロッパ言語系[35] 

 

教 育 学 部 

 

専攻・専修別の説明会 

○学校教育専攻[100] 

○国語教育専修[40] 

○社会科教育専修[56] 

○英語教育専修[60] 

○数学教育専修[30] 

○理科教育専修[20] 

○音楽教育専修[25] 

○美術教育専修[12] 

○技術教育専修[20] 

○生活科学教育専修[10] 

○保健体育専修[25] 

○特別支援教育専修[15] 

○学校教育専攻[100] 

○国語教育専修[40] 

○社会科教育専修[56] 

○英語教育専修[60] 

○数学教育専修[30] 

○理科教育専修[20] 

○音楽教育専修[25] 

○美術教育専修[12] 

○技術教育専修[20] 

○生活科学教育専修[10] 

○保健体育専修[25] 

○特別支援教育専修[15] 

○学校教育専攻[100] 

理 学 部 

 
各学科の説明会 
理学部体験ツアー 

【数理科学科】[50] 

【物質地球科学科】 

〇物理系[50] 

〇地学系[25] 

【海洋自然科学科】 

〇生物系[82] 

〇化学系[60] 

【数理科学科】[50] 

【物質地球科学科】 

〇物理系[50] 

〇地学系[25] 

【海洋自然科学科】 

〇生物系[82] 

〇化学系[60] 

【数理科学科】[50] 

【物質地球科学科】 

〇物理系[50] 

〇地学系[25] 

【海洋自然科学科】 

〇生物系[82] 

〇化学系[60] 

[ ]は各プログラムの定員 

user
長方形



 

 

学 部 10：00～ 13：00～ 15：00～ 

医 学 部 
 
【保健学科】 
キャンパスライフ紹
介・コース体験 
【医学科】 
在学生による何でも
相談・施設見学（外観
のみ） 

【保健学科】≪10:00≫[120] 

       ≪11:20≫[120] 

【医学科】[445]  

工 学 部 

 
コースごとの施設見
学・体験ツアー 
なんでも相談室 
ものらぼ見学会 

【工学科】 

○機械工学コース[30] 

○エネルギー環境工学コース[20] 

○電気システム工学コース[35] 

○電子情報通信コース[35] 

○社会基盤デザインコース[40] 

○建築学コース[30] 

○知能情報コース[30] 

【工学科】 

○機械工学コース[30] 

○エネルギー環境工学コース[20] 

○電気システム工学コース[35] 

○電子情報通信コース[35] 

○社会基盤デザインコース[40] 

○建築学コース[30] 

○知能情報コース[30] 

【工学科】 

○機械工学コース[30] 

○エネルギー環境工学コース[20]

○電気システム工学コース[35] 

○電子情報通信コース[35] 

○社会基盤デザインコース[40] 

○建築学コース[30] 

○知能情報コース[30] 

農 学 部 

 
学部説明会 
見学型研究室開放 
体験型研究室開放 
フィールドセンター
見学 

○農学部全学科[120] ○農学部全学科[120]  

学生生活相談等 
 
学生寮 
授業料免除 
奨学金 
留学関係 
障がい支援 
就職 
入試情報説明 
SDGs 展示 

学生生活相談等[50] 

≪10:00≫ 

学生生活相談等[50] 

≪11:00≫ 

学生生活相談等[50] 

≪13:00≫ 

学生生活相談等[50] 

≪14:00≫ 

学生生活相談等[50] 

≪15:00≫ 

[ ]は各プログラムの定員 

 

 
 



 
令和４年度オープンキャンパス 学部プログラム（詳細） 

 
理 学 部 

 

開始時間：10:00／13:00／15:00 会場：理系複合棟および理学部棟 定員：下記の通り 

受付開始 9:30／12:30／14:30 開催時間 10 : 00～11 : 50 / 13 : 00～14 : 50 / 15 : 00～16 : 50 

（内容） 

０．学科・系の紹介動画（カリキュラム、教員・研究紹介など）および説明会 

理学部各学科・系の説明を行います。どんなことを教えているのか？どんな研究をしているのか？

そして入学するにはどんな科目を勉強しておけば良いのか？など、理学部の各学科・系に関して詳

しく説明します。今年度は紹介動画を Web で視聴できますが、対面で説明会を行う学科・系もあり

ます（以下の表を参照）。また、過日行った R4 年度 Web 説明会も併せてご視聴ください。 

１．学科別説明会・受験案内・理学部体験ツアー 
 各学科・系ごとにイベントが開催されます。集合場所・時間と定員および説明会の有無を以下の

表に記載します。開催場所が異なる 2 種類のイベントを行う学科・系がありますので、ご注意くだ

さい。受付は予約システム（OCANs）で確認しますので、予約した人は直接会場へお越しください。 
 

学科 系 開催場所 定員 説明会 開始時間 
数理科学科  理系複合棟４１２号室 ５０名 対面実施 10／13／15 時 

物質地球科学科 
物理系 

①理系複合棟２０２号室 ４０名 
なし ※ 

10／13／15 時 
②極低温施設 １０名 10／13／15 時 

地学系 理系複合棟２０８号室 ２５名 対面実施 10／13／15 時 

海洋自然科学科 
生物系 理系複合棟１０２号室 ８２名 対面実施 10／13／15 時 

化学系 
①理系複合棟４０５号室 ３０名 

なし ※ 
10／13／15 時 

②理系複合棟２０７号室 ３０名 10／13／15 時 
※対面による説明会の時間は設けないが、別途説明や質問受付の場所を設ける可能性がある。 

 理学部体験ツアーでは、体験実験や講義を通して理学部の教育・研究の紹介を行います。体験ツ

アーは理系複合棟を中心にして、理学部の多くの教室・施設にて講義や実験などを体験できる催し

（ツアー）です。コロナ感染対策のため事前登録制としますが、重複登録可能 です。参加者は 当日

空きがあれば事前登録していなくても他学科・系のツアーへ自由に参加できます。各ツアーの場所

と開始時間については体験ツアーのプログラムを参照して下さい。プログラムの詳細は理学部ホー

ムページにて公開します。 
https://www.sci.u-ryukyu.ac.jp/ 

※各学科・系毎に、在学生との懇談会を設けますので、ぜひお越し下さい（会場は体験ツアーのプ

ログラムを参照して下さい）。理学部への進学、理学部における入学後の教育と研究、卒業後の進路

などに関して遠慮なくご質問・ご相談下さい。 
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