
  

様式第２号の１－①【⑴実務経験のある教員等による授業科目の配置】 
 
※大学・短期大学・高等専門学校は、この様式を用いること。専門学校は、様式第２号の１

－②を用いること。 
 

学校名 琉球大学 

設置者名 国立大学法人 琉球大学 

 

 

１．「実務経験のある教員等による授業科目」の数 

学部名 学科名 

夜間･

通信

制の

場合 

実務経験のある 

教員等による 

授業科目の単位数 

省令

で定

める

基準

単位

数 

配

置

困

難 
全学

共通

科目 

学部

等 

共通

科目 

専門

科目 
合計 

人文社会学部 

国際法政学科  24 

 

 24 13  

人間社会学科  24  24 13  

琉球アジア文化

学科 
 24  24 13  

法文学部 

総合社会システ

ム学科 
 24 

 

 24 13  

人間科学科  24  24 13  

国際言語文化学

科 
 24  24 13  

国際地域創造学

部 

国際地域創造学

科 
 24   24 13  

観光産業科学部 

観光科学科  24 

 

 24 13  

産業経営学科  24  24 13  

教育学部 

学校教育教員養

成課程 
 24 

 

 24 13  

生涯教育課程  24  24 13  

理学部 

数理科学科  24 

 

 24 13  

物質地球科学科  24  24 13  

海洋自然科学科  24  24 13  

医学部 医学科  24   24 19  



  

保健学科  24  24 13  

工学部 

工学科  24 

 

 24 13  

機械システム工

学科 
 24  24 13  

環境建設工学科  24  24 13  

電気電子工学科  24  24 13  

情報工学科  24  24 13  

農学部 

亜熱帯地域農学

科 
 24 

 

 24 13  

亜熱帯農林環境

科学科 
 24  24 13  

地域農業工学科  24  24 13  

亜熱帯生物資源

科学科 
 24  24 13  

（備考） 

法文学部は平成 30年度より募集停止。 

観光産業科学部は平成 30年度より募集停止。 

教育学部生涯教育課程は平成 29年度より募集停止。 

工学部機械システム工学科・環境建設工学科・電気電子工学科・情報工学科は平成 29

年度より募集停止。 

 

 

２．「実務経験のある教員等による授業科目」の一覧表の公表方法 
ＷＥＢ時間割配当表掲載ページにて公表。 

下記時間割配当表公表ページの「共通教育等科目」において、「実務経験講師科目」

として、一覧表を公表している。 

○2019 年度・前学期：http://rais.std.u-ryukyu.ac.jp/dc/?page_id=5814 

○2019 年度・後学期：http://rais.std.u-ryukyu.ac.jp/dc/?page_id=5818 

 

 

３．要件を満たすことが困難である学部等 

学部等名：該当学部なし 

（困難である理由） 

 

  

http://rais.std.u-ryukyu.ac.jp/dc/?page_id=5814
http://rais.std.u-ryukyu.ac.jp/dc/?page_id=5814
http://rais.std.u-ryukyu.ac.jp/dc/?page_id=5818
http://rais.std.u-ryukyu.ac.jp/dc/?page_id=5818


  

様式第２号の２－①【⑵-①学外者である理事の複数配置】 
 
※ 国立大学法人・独立行政法人国立高等専門学校機構・公立大学法人・学校法人・準学校

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

こと。 
 

学校名 琉球大学 

設置者名 国立大学法人 琉球大学 

 

 

１．理事（役員）名簿の公表方法 

公式 HP で公表 http://www.u-ryukyu.ac.jp/aboutus/officer/ 

 

 

２．学外者である理事の一覧表 

常勤・非常勤の別 前職又は現職 任期 
担当する職務内容 

や期待する役割 

常勤 
国立大学法人（他法人）

名誉教授 

H31.4.1～ 

R3.3.31 
企画・研究 

常勤 
文部科学省退職（役員出

向） 

H31.4.1～ 

R3.3.31 

財務・施設・キャン

パスマネジメント 

（備考） 

 

  

http://www.u-ryukyu.ac.jp/aboutus/officer/
http://www.u-ryukyu.ac.jp/aboutus/officer/


  

様式第２号の３【⑶厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表】 

 
学校名 琉球大学 

設置者名 国立大学法人 琉球大学 

 

 

○厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表の概要 

１．授業科目について、授業の方法及び内容、到達目標、成績評価の方法

や基準その他の事項を記載した授業計画(シラバス)を作成し、公表して

いること。 
（授業計画書の作成・公表に係る取組の概要） 

 本学では、「シラバス作成要領」を策定し、授業計画（シラバス）において、授業の

方法及び内容（授業の回数やスケジュールを含む）、達成目標、成績評価基準と評価方

法、事前事後学習等を明記することとしている。授業担当教員は、作成要領に基づき、

一年間の各授業科目のシラバスをあらかじめ作成し、前学期が開始される前にインタ

ーネットによる公開を行っている。 

 
○シラバスの作成要領 

http://rais.std.u-ryukyu.ac.jp/wordpress/wp-

content/uploads/syllabus/syllabus_sakusei.pdf 

授業計画書の公表方法 

インターネットにより公表 

https://tiglon.jim.u-

ryukyu.ac.jp/Portal/Public/Syllabus/ 

２．学修意欲の把握、試験やレポート、卒業論文などの適切な方法により、

学修成果を厳格かつ適正に評価して単位を与え、又は、履修を認定して

いること。 
（授業科目の学修成果の評価に係る取組の概要） 

本学では、成績の評価、単位の授与及び授業料目の履修の認定、成績評価基準、所

定の単位の認定を琉球大学学則第２３条から第２５条、及び、琉球大学各学部共通細

則第 1５条、第 1６条において定めている。その規定に従い、成績の評価は、学修の到

達度を明確に示すため、評点（100点満点）に応じて５段階評価をし、Ａ（90点以上）、

Ｂ（80 点以上 90 点未満）、Ｃ（70点以上 80 点未満）、Ｄ（60点以上 70点未満）、Ｆ

（60点未満）の評語を与え、所定の単位を認定している。 

また、個々の授業における成績評価基準や評価方法については、シラバスに明記し

ている。 

 

【琉球大学学則より抜粋】 

（単位の授与及び授業科目の履修の認定） 

第２３条 授業科目を履修した者には，試験及び出席状況その他によって認定の上，単

位を与える。ただし，医学部医学科の専門教育科目については，授業科目の履修の認

定を行う。 

（成績の評価） 

第２４条 成績の評価は，Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ又はＦの５種の評語をもって表し，Ａ，Ｂ，

Ｃ及びＤを合格としＦを不合格とする。ただし，現業実習等の場合は，Ｐ又はＦの評

語をもって表し，Ｐを合格としＦを不合格とする。 

 

http://rais.std.u-ryukyu.ac.jp/wordpress/wp-content/uploads/syllabus/syllabus_sakusei.pdf
http://rais.std.u-ryukyu.ac.jp/wordpress/wp-content/uploads/syllabus/syllabus_sakusei.pdf
http://rais.std.u-ryukyu.ac.jp/wordpress/wp-content/uploads/syllabus/syllabus_sakusei.pdf
http://rais.std.u-ryukyu.ac.jp/wordpress/wp-content/uploads/syllabus/syllabus_sakusei.pdf
https://tiglon.jim.u-ryukyu.ac.jp/Portal/Public/Syllabus/
https://tiglon.jim.u-ryukyu.ac.jp/Portal/Public/Syllabus/
https://tiglon.jim.u-ryukyu.ac.jp/Portal/Public/Syllabus/
https://tiglon.jim.u-ryukyu.ac.jp/Portal/Public/Syllabus/


  

（成績評価基準等の明示等） 

第２５条 本学は学生に対して，授業の方法及び内容並びに一年間の授業の計画をあ

らかじめ明示するものとする。 

２ 本学は学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たっては，客観性及び厳格性を

確保するため，学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに，当該基準に従

って適切に行うものとする。 

 

【琉球大学各学部共通細則より抜粋】 

（単位の授与及び授業料目の履修の認定） 

第１５条 授業科目の登録を完了し，かつ当該科目を履修した者については，試験そ

の他の成績，学習状況及び出席状況により科目担当教員がその成績を判定し合格した

者には，所定の単位を与える。ただし，医学部医学科の専門教育科目については，授

業科目の履修の認定を行う。 

２ 授業科目の授業総時数の 3 分の 1 以上欠席した者には，その授業科目の単位は与

えない。この場合において，医学部医学科の専門教育科目については，授業科目の履

修の認定は行わない。 

（成績評価の基準） 

第１６条 琉球大学学則第２４条に規定する成績評価の基準は，次のとおりとする。 

区分 評語 評点（100点満点中） 

合格 

A 90点以上 

B 80点以上 90点未満 

C 70点以上 80点未満 

D 60点以上 70点未満 

不合格 F 60点未満 

 
○琉球大学学則 http://www.u-ryukyu.ac.jp/rule/277/ 

○琉球大学各学部共通細則 

http://rais.std.u-ryukyu.ac.jp/wordpress/wp-

content/uploads/binran/H31/01gakubu/00sosetsu/00-02kyotsusaisoku.pdf 

 

３．成績評価において、ＧＰＡ等の客観的な指標を設定し、公表するとと

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

本学では、客観的な成績評価の指標としてＧＰＡ制度を導入しており、「琉球大学Ｇ

ＰＡ制度に関する申合せ」において、次のとおり算出方法を定めている。 

 
【琉球大学ＧＰＡ制度に関する申合せより抜粋】 

・ＧＰＡは，次の式により計算し，小数点以下第３位を四捨五入する。  

ＧＰＡ＝ （ＧＰ×単位数）の総和／履修登録単位数 

区分 評価 評点 GP 

合格 

A 90点以上 4 

B 80点以上 90点未満 3 

C 70点以上 80点未満 2 

D 60点以上 70点未満 1 

不合格 F 60点未満 0 

 

 

http://www.u-ryukyu.ac.jp/rule/277/
http://www.u-ryukyu.ac.jp/rule/277/
http://rais.std.u-ryukyu.ac.jp/wordpress/wp-content/uploads/binran/H31/01gakubu/00sosetsu/00-02kyotsusaisoku.pdf
http://rais.std.u-ryukyu.ac.jp/wordpress/wp-content/uploads/binran/H31/01gakubu/00sosetsu/00-02kyotsusaisoku.pdf
http://rais.std.u-ryukyu.ac.jp/wordpress/wp-content/uploads/binran/H31/01gakubu/00sosetsu/00-02kyotsusaisoku.pdf
http://rais.std.u-ryukyu.ac.jp/wordpress/wp-content/uploads/binran/H31/01gakubu/00sosetsu/00-02kyotsusaisoku.pdf


  

・合否（Ｐ又はＦ）により判定する授業科目及び成績評価がＲ（認定）の授業科目は，

履修登録単位数に含めない。 

・履修中止が承認された授業科目の成績評価はＷと表示し，履修登録単位数に含めな

い。 

 

学生の成績表に通算ＧＰＡ及び各学期ＧＰＡを明記するとともに、学生は教務情報

システムの成績表示画面から自分自身のＧＰＡを確認できる。 

 

客観的な指標の 

算出方法の公表方法 

インターネットにより公表 

○琉球大学ＧＰＡ制度に関する申合せ 

http://rais.std.u-ryukyu.ac.jp/wordpress/wp-

content/uploads/binran/H31/01gakubu/98kitei/98-

13GPA.pdf 

４．卒業の認定に関する方針を定め、公表するとともに、適切に実施して

いること。 
（卒業の認定方針の策定・公表・適切な実施に係る取組の概要） 

本学では、教育課程の編成・実施方針としてＵＲＧＣＣ基本方針を策定し、その基

本方針において、学士にふさわしい知識や能力をより一層身に付けさせるため、琉大

版学士力として、7 つの学習教育目標（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）を全学の目標として定め

ている。各学部の学士教育プログラムにおいては、授与する学士の「専攻分野の名称」

を踏まえつつ、ＵＲＧＣＣ学習教育目標及び各学士教育プログラムの教育目的に沿っ

て、学位授与の方針（ディプロマポリシー）を定めている。 

また、学位授与の方針に従って、修得すべき学習内容に対応した科目内容、科目単

位数及び修学年限に基づいた卒業認定基準を定めている。卒業認定基準は、学生便覧

に記載するとともに、インターネット上で公表し、学生に対して新入生オリエンテー

ションや年次別懇談会等で説明している。学部教授会は、学科等で行った卒業判定結

果を踏まえて、卒業認定について審議の上、その結果を学長に報告し、学長は卒業を

認定した者に学位を授与している。 

卒業の認定に関する 

方針の公表方法 

インターネットにより公表 

○琉球大学学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー） 

http://www.u-

ryukyu.ac.jp/admissions/3policy/diploma/ 

 

○学生便覧に収載する各学部規程（各学部卒業要件） 

http://rais.std.u-ryukyu.ac.jp/dc/?page_id=5797 

 

  

http://rais.std.u-ryukyu.ac.jp/wordpress/wp-content/uploads/binran/H31/01gakubu/98kitei/98-13GPA.pdf
http://rais.std.u-ryukyu.ac.jp/wordpress/wp-content/uploads/binran/H31/01gakubu/98kitei/98-13GPA.pdf
http://rais.std.u-ryukyu.ac.jp/wordpress/wp-content/uploads/binran/H31/01gakubu/98kitei/98-13GPA.pdf
http://rais.std.u-ryukyu.ac.jp/wordpress/wp-content/uploads/binran/H31/01gakubu/98kitei/98-13GPA.pdf
http://rais.std.u-ryukyu.ac.jp/wordpress/wp-content/uploads/binran/H31/01gakubu/98kitei/98-13GPA.pdf
http://rais.std.u-ryukyu.ac.jp/wordpress/wp-content/uploads/binran/H31/01gakubu/98kitei/98-13GPA.pdf
http://www.u-ryukyu.ac.jp/admissions/3policy/diploma/
http://www.u-ryukyu.ac.jp/admissions/3policy/diploma/
http://www.u-ryukyu.ac.jp/admissions/3policy/diploma/
http://www.u-ryukyu.ac.jp/admissions/3policy/diploma/
http://rais.std.u-ryukyu.ac.jp/dc/?page_id=5797
http://rais.std.u-ryukyu.ac.jp/dc/?page_id=5797


  

様式第２号の４－①【⑷財務・経営情報の公表(大学・短期大学・高等専門学校)】 
 
※大学・短期大学・高等専門学校は、この様式を用いること。専門学校は、様式第２号の４

－②を用いること。 
学校名 琉球大学 

設置者名 国立大学法人 琉球大学 

 

 

１．財務諸表等 
財務諸表等 公表方法 

貸借対照表 
公式 HPで公表 

http://www.u-

ryukyu.ac.jp/aboutus/information/financial/ 

収支計算書又は損益計算書 
公式 HPで公表 

http://www.u-

ryukyu.ac.jp/aboutus/information/financial/ 

財産目録 - 

事業報告書 
公式 HPで公表 

http://www.u-

ryukyu.ac.jp/aboutus/information/financial/ 

監事による監査報告（書） 
公式 HPで公表 

http://www.u-

ryukyu.ac.jp/aboutus/information/financial/ 

 

 

２．事業計画（任意記載事項） 

単年度計画（名称：              対象年度：     ） 

公表方法： 

中長期計画（名称：              対象年度：     ） 

公表方法： 

 

 

３．教育活動に係る情報 

（１）自己点検・評価の結果 
公表方法：公式 HPで公表 

「法人情報の公表」において「国立大学法人評価」における自己点検・評価を公表

している。 

http://www.u-ryukyu.ac.jp/aboutus/information/ 

 

 

（２）認証評価の結果（任意記載事項） 

公表方法： 

 

 

http://www.u-ryukyu.ac.jp/aboutus/information/financial/
http://www.u-ryukyu.ac.jp/aboutus/information/financial/
http://www.u-ryukyu.ac.jp/aboutus/information/financial/
http://www.u-ryukyu.ac.jp/aboutus/information/financial/
http://www.u-ryukyu.ac.jp/aboutus/information/financial/
http://www.u-ryukyu.ac.jp/aboutus/information/financial/
http://www.u-ryukyu.ac.jp/aboutus/information/financial/
http://www.u-ryukyu.ac.jp/aboutus/information/financial/
http://www.u-ryukyu.ac.jp/aboutus/information/financial/
http://www.u-ryukyu.ac.jp/aboutus/information/financial/
http://www.u-ryukyu.ac.jp/aboutus/information/financial/
http://www.u-ryukyu.ac.jp/aboutus/information/financial/
http://www.u-ryukyu.ac.jp/aboutus/information/financial/
http://www.u-ryukyu.ac.jp/aboutus/information/financial/
http://www.u-ryukyu.ac.jp/aboutus/information/financial/
http://www.u-ryukyu.ac.jp/aboutus/information/financial/
http://www.u-ryukyu.ac.jp/aboutus/information/
http://www.u-ryukyu.ac.jp/aboutus/information/


  

（３）学校教育法施行規則第 172条の２第 1項に掲げる情報の概要 

 

①教育研究上の目的、卒業の認定に関する方針、教育課程の編成及び実施に関す

る方針、入学者の受入れに関する方針の概要 
学部等名：全学部総括公表 

教育研究上の目的（公表方法：公式 HPで公表） 

「教育情報の公表」において「(1) 大学の教育研究上の目的に関すること (第 1号

関係)」として公表している。 

http://www.u-ryukyu.ac.jp/aboutus/educationalinformation/ 

（概要） 

本学は、創設当初からの“Land Grant University”の理念のもと、学校教育法第８

３条の趣旨に沿い、大学の目的を琉球大学学則第１条に「広く教養的知識を授けると

ともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させるこ

とを目的とし、その目的を実現するための教育研究を行い、その成果を広く社会に提

供することにより、社会の発展に寄与するものとする。」と定めている。 

大学の目的を実現するため、建学の精神である「自由平等、寛容平和」を継承・発展

させて、「真理の探究」、「地域・国際社会への貢献」、「平和・共生の追求」を基本

理念としている。 

 

卒業の認定に関する方針（公表方法：公式 HPで公表） 

http://www.u-ryukyu.ac.jp/admissions/3policy/diploma/ 

（概要）ディプロマ・ポリシー 

本学では、教育課程の編成・実施方針としてＵＲＧＣＣ基本方針を策定し、その基

本方針において、学士にふさわしい知識や能力をより一層身に付けさせるため、琉大

版学士力として、７つの学習教育目標（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）を全学の目標として定めてい

る。各学部の学士教育プログラムにおいては、授与する学士の「専攻分野の名称」を踏

まえつつ、ＵＲＧＣＣ学習教育目標及び各学士教育プログラムの教育目的に沿って、

学位授与の方針（ディプロマポリシー）を定めている。 

また、学位授与の方針に従って、修得すべき学習内容に対応した科目内容、科目単

位数及び修学年限に基づいた卒業認定基準を定めている。卒業認定基準は、学生便覧

に記載するとともに、インターネット上で公表し、学生に対して新入生オリエンテー

ションや年次別懇談会等で説明している。学部教授会は、学科等で行った卒業判定結

果を踏まえて、卒業認定について審議の上、その結果を学長に報告し、学長は卒業を

認定した者に学位を授与している。 

 

教育課程の編成及び実施に関する方針（公表方法：公式 HPで公表） 

http://www.u-ryukyu.ac.jp/admissions/3policy/curriculum/ 

（概要）カリキュラム・ポリシー 

本学では、教育課程の編成・実施方針としてＵＲＧＣＣ基本方針を策定し、その基

本方針において、学士にふさわしい知識や能力をより一層身に付けさせるため、琉大

版学士力として、７つの学習教育目標（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）を全学の目標として定めてい

る。各学部においては、授与する学士の「専攻分野の名称」を踏まえつつ、学生及び教

員組織が一体となった教育課程の単位として学士教育プログラムを設置し、ＵＲＧＣ

Ｃ学習教育目標及び各学士教育プログラムの教育目的に沿って、学位授与の方針を定

め、学則第１２条「教育課程は，本学，学部及び学科又は課程等の教育上の目的を達成

するために必要な授業科目を自ら開設し，体系的に編成するものとする。」に基づき、

http://www.u-ryukyu.ac.jp/aboutus/educationalinformation/
http://www.u-ryukyu.ac.jp/aboutus/educationalinformation/
http://www.u-ryukyu.ac.jp/admissions/3policy/diploma/
http://www.u-ryukyu.ac.jp/admissions/3policy/diploma/
http://www.u-ryukyu.ac.jp/admissions/3policy/curriculum/
http://www.u-ryukyu.ac.jp/admissions/3policy/curriculum/


  

教育課程編成・実施の方針を明確に定めている。 

 

入学者の受入れに関する方針（公表方法：公式 HPで公表 

http://www.u-ryukyu.ac.jp/admissions/3policy/admission） 

（概要）アドミッション・ポリシー 

本学は、学校教育法施行規則第 165 条の２並びに「卒業認定・学位授与の方針（デ

ィプロマ・ポリシー）、教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）及び入

学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー）の策定及び運用に関するガイドライ

ン」に基づき、入学者受入の方針（アドミッション・ポリシー）を全学的に再検討し、

平成３０年度入試からの全学の入学者受入の方針を定め、入学希望者にわかりやすく

明示している。 

 また、学士課程においては、入学者受入れの方針を入学後の教育課程に照らし合わ

せる形で、具体化した入学者受入れの方針を学士教育プログラムごとに定めている。 

 

 

 

②教育研究上の基本組織に関すること 

公表方法：公式 HPで公表 

http://www.u-ryukyu.ac.jp/aboutus/organization/ 

 

 

③教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること 

a.教員数（本務者） 

学部等の組織の名称 
学長・ 

副学長 
教授 准教授 講師 助教 

助手 

その他 
計 

－ 8人 － 8人 

人文社会学部 － 20人 21人 6人 0人 0人 47人 

国際地域創造学部 － 45人 26人 7人 0人 0人 78人 

教育学部 － 38人 36人 5人 2人 0人 81人 

理学部 － 38人 27人 3人 10人 0人 78人 

医学部 － 48人 36人 32人 138人 0人 254人 

工学部 － 33人 32人 0人 22人 0人 87人 

農学部 － 24人 25人 0人 7人 0人 56人 

b.教員数（兼務者） 

学長・副学長 学長・副学長以外の教員 計 

 

0人 303人 303人 

各教員の有する学位及び業績 

（教員データベース等） 

公表方法：公式 HPで公表 

○研究者データベース 

http://kenkyushadb.lab.u-

ryukyu.ac.jp/search?m=home&l=ja 

c.ＦＤ（ファカルティ・ディベロップメント）の状況（任意記載事項） 

 

 

 

http://www.u-ryukyu.ac.jp/admissions/3policy/admission
http://www.u-ryukyu.ac.jp/admissions/3policy/admission
http://www.u-ryukyu.ac.jp/aboutus/organization/
http://www.u-ryukyu.ac.jp/aboutus/organization/
http://kenkyushadb.lab.u-ryukyu.ac.jp/search?m=home&l=ja
http://kenkyushadb.lab.u-ryukyu.ac.jp/search?m=home&l=ja
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http://kenkyushadb.lab.u-ryukyu.ac.jp/search?m=home&l=ja


  

④入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は修了した者の数並びに

進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関すること 
a.入学者の数、収容定員、在学する学生の数等 

学部等名 
入学定員 

（a） 

入学者数 

（b） 

b/a 収容定員 

（c） 

在学生数 

（d） 

d/c 編入学 

定員 

編入学 

者数 

人文社会学部 200人 202人 101.0％ 400人 407人 101.8％ 0人 0人 

国際地域創造

学部 345人 346人 100.3％ 690人 690人 100.0％ 0人 0人 

法文学部 0人 0人 - 862人 1015人 117.8％ 26人 9人 

観光産業科学

部 0人 0人 - 288人 386人 134.0％ 4人 5人 

教育学部 140人 142人 101.4％ 610人 664人 108.9％ 0人 0人 

理学部 200人 210人 105.0％ 800人 869人 108.6％ 0人 0人 

医学部 172人 172人 100.0％ 932人 964人 103.4％ 5人 5人 

工学部 350人 360人 102.9％ 1440人 1551人 107.7％ 20人 17人 

農学部 140人 142人 101.4％ 560人 594人 106.1％ 5人 6人 

合計 1547人 1574人 101.8％ 6582人 7140人 108.5％ 60人 42人 

（備考） 

 

 

b.卒業者数、進学者数、就職者数 

学部等名 

 

卒業者数 進学者数 
就職者数 

（自営業を含む。） 
その他 

法文学部 
415人 

（100％） 

24人 

（5.8％） 

283人 

（68.2％） 

108人 

（26.0％） 

観光産業科学

部 

138人 

（100％） 

1人 

（0.7％） 

112人 

（81.2％） 

25人 

（18.1％） 

教育学部 
184人 

（100％） 

11人 

（6.0％） 

139人 

（75.5％） 

34人 

（18.5％） 

理学部 
179人 

（100％） 

45人 

（25.1％） 

98人 

（54.8％） 

36人 

（20.1％） 

医学部（保健

学科） 

56人 

（100％） 

6人 

（10.7％） 

43人 

（76.8％） 

7人 

（12.5％） 

工学部 
361人 

（100％） 

95人 

（26.3％） 

231人 

（64.0％） 

35人 

（9.7％） 

農学部 
132人 

（100％） 

29人 

（22.0％） 

90人 

（68.2％） 

13人 

（9.8％） 

合計 
1,465人 

（100％） 

211人 

（14.4％） 

996人 

（68.0％） 

258人 

（17.6％） 

（主な進学先・就職先）（任意記載事項） 

（備考） 

・医学部は保健学科の学生の状況のみ欄内に計上している。 

・医学部医学科の学生の状況は、卒業者数 115人（100％）、臨床研修医 109人（94.8％）、 

その他 6人（5.2％））である。 

 

 



  

c.修業年限期間内に卒業する学生の割合、留年者数、中途退学者数（任意記載事項） 

学部等名 

 

入学者数 
修業年限期間内 

卒業者数 
留年者数 中途退学者数 その他 

 
人 

（100％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

 
人 

（100％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

合計 
人 

（100％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

（備考） 

 

 

⑤授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること 
（概要） 

 本学では、「シラバス作成要領」を策定し、授業計画（シラバス）において、授業の方法及

び内容（授業の回数やスケジュールを含む）、達成目標、成績評価基準と評価方法、事前事後

学習等を明記することとしている。授業担当教員は、作成要領に基づき、一年間の各授業科目

のシラバスをあらかじめ作成し、前学期が開始される前にインターネットによる公開を行っ

ている。 

○シラバス検索システム 
https://tiglon.jim.u-ryukyu.ac.jp/Portal/Public/Syllabus/ 

 

 

⑥学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること 
（概要） 

 本学では、成績の評価、単位の授与及び授業料目の履修の認定、成績評価基準、所定の単位

の認定を学則並びに琉球大学各学部共通細則において、授業科目の登録を完了し，かつ当該科

目を履修した者については，試験その他の成績，学習状況及び出席状況により科目担当教員が

その成績を判定し合格した者に，所定の単位を与えることを定めている。 

成績の評価は、学修の到達度を明確に示すため、評点（100点満点）に応じて５段階評価を

し、Ａ（90点以上）、Ｂ（80 点以上 90 点未満）、Ｃ（70 点以上 80 点未満）、Ｄ（60点以上

70 点未満）、Ｆ（60点未満）の評語を与え、所定の単位を認定している。 

また、個々の授業における成績評価基準や評価方法については、シラバスに明記している。 

 

学部名 学科名 
卒業に必要と

なる単位数 

ＧＰＡ制度の採用 

（任意記載事項） 

履修単位の登録上限 

（任意記載事項） 

人文社会学部 

国際法政学科 124単位 有・無 単位 

人間社会学科 124単位 有・無 単位 

琉球アジア文化学科 124単位 有・無 単位 

国際地域創造学部 国際地域創造学科 124単位 有・無 単位 

教育学部 学校教育教員養成課程 124単位 有・無 単位 

理学部 

数理科学科 124単位 有・無 単位 

物質地球科学科 124単位 有・無 単位 

海洋自然学科 124単位 有・無 単位 

医学部 
医学科 201.3単位 有・無 単位 

保健学科 126単位 有・無 単位 

工学部 工学科 130単位 有・無 単位 

https://tiglon.jim.u-ryukyu.ac.jp/Portal/Public/Syllabus/
https://tiglon.jim.u-ryukyu.ac.jp/Portal/Public/Syllabus/


  

農学部 

亜熱帯地域農学科 126単位 有・無 単位 

亜熱帯農林環境科学科 126単位 有・無 単位 

地域農業工学科 126単位 有・無 単位 

亜熱帯生物資源科学科 126単位 有・無 単位 

ＧＰＡの活用状況（任意記載事項） 公表方法： 

学生の学修状況に係る参考情報 

（任意記載事項） 
公表方法： 

 

 

⑦校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること 

公表方法：公式 HPで公表 

○キャンパスマップ、運動施設、休息等の環境、学寮、本学へのアクセス方法等につい

て、「教育情報の公表」として「(7) 校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の

教育研究環境に関すること (第 7号関係)」で公表している。 

http://www.u-ryukyu.ac.jp/aboutus/educationalinformation/ 

○附属図書館について 

http://www.u-ryukyu.ac.jp/faculty/library/ 

 

 

⑧授業料、入学金その他の大学等が徴収する費用に関すること 

学部名 学科名 
授業料 

（年間） 
入学金 その他 備考（任意記載事項） 

教育学部 

学校教育

教員養成

課程特別

支援教育

特別コー

ス 

273,900円 58,400円 16,500円 

その他は、検定料である。 

学部

（昼） 

全学部・

学科 
535,800円 282,000円 17,000円 

上記「学校教育教員養成課程特別

支援教育特別コース」を除く全て

の学部・学科の昼間主学生から徴

収する費用となり、その他は、検

定料である。 

学部

（夜） 

全学部・

学科 
267,900円 141,000円 10,000円 

その他は、検定料である。 

 

 

⑨大学等が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること 
a.学生の修学に係る支援に関する取組 

（概要） 

・臨床心理学を専攻する院生を中心としたインテーカー（学生相談の窓口になる者）を構成

員の中心とする「学生相談室」を設置、学生の修学に関する相談を含め、その他さまざま

な相談を受け付け、支援を推進している。 

b.進路選択に係る支援に関する取組 

（概要） 

・専任のアドバイザー5人を配置して進路・就職に関する相談や履歴書、エントリーシート

の添削等の相談の支援を行っている。また、ウェブサイトからも相談予約が行える体制を

整え、利便性の向上を図っている。 

・沖縄県と連携した就職支援事業（新規学卒者ﾊﾟﾜﾌﾙ・ｻﾎﾟｰﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ事業）により、専任のコ

http://www.u-ryukyu.ac.jp/aboutus/educationalinformation/
http://www.u-ryukyu.ac.jp/aboutus/educationalinformation/
http://www.u-ryukyu.ac.jp/faculty/library/
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ーディネーター2名を配置し、主に学部 4 年次・大学院生 2年次・既卒者対象に就職相談

（自己分析、業界・企業研究）、履歴書・エントリーシートの添削、面接対策・模擬面接

（個人・集団・グループディスカッション）等の支援（指導・助言）を行っている。 

c.学生の心身の健康等に係る支援に関する取組 

（概要） 

・「保健管理センター」において、全学生を対象としたプライマリーケア・健康診断・二次

検診・保健指導・健康相談及びカウンセリングを提供し、学生の心身の健康増進を推進し

ている。 

・各学部の障がい学生担当教員等を構成員とし全学的組織である「障がい学生支援室」を設

置、入学希望者・在学生に加え卒業生に対して、入学・修学・就職に係る支援を推進して

いる。 

・法律と心理を専門とする教員が連携して運営するハラスメント相談支援センターでは、専

門の相談員（臨床心理士）が常駐し、ハラスメント等について各種相談に応じるなど、

個々のニーズに応じた支援を実施している。 

 

 

⑩教育研究活動等の状況についての情報の公表の方法 

公表方法：公式 HPで公表 

養成する人材像や教育課程の特色等について、「教育情報の公表」として「(10) 教育課

程を通じて修得が期待される知識・能力の体系」で公表している。 

教育情報の公表：http://www.u-ryukyu.ac.jp/aboutus/educationalinformation/ 
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