
 

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[20] 

○心理学ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ[80] 

○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[20] 

○心理学ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ[80] 

○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[80] 

 

 

 

 

【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[115] 

○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[40] 

【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] 

 

○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[40] 

【国際地域創造学科】 

 

 

○経済学ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ[115] 

○国際言語文化ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 

 ・英語系[100] 個別相談[80]  

 

 

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[20] 

○英語教育専修[25] 

○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[20] 

○英語教育専修[25] 

○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] 

 

【物質地球科学科】 

〇物理系[50] 

〇地学系[25] 

【海洋自然科学科】 

 

〇化学系[60] 

[ ]は各プログラムの定員 

 



 

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[30] 

○電子情報通信コース[30] 

○社会基盤デザインコース[30] 

○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[30] 

○電子情報通信コース[30] 

○社会基盤デザインコース[30] 

○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[30] 

○電子情報通信コース[30] 

○社会基盤デザインコース[30] 

○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[100] ○農学部全学科[100]  

RYUDAI TOUR 
at LIBRARY 
（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） 

人文社会学部 国際法政学科 法学プログラム

開始時間：10:00／13:00 会場：共通教育棟 2－205 教室 定員：各 70 名 

受付 9:30～／12:30～ 開催時間 10:00～11:00／13:00～14:00 

（内容）

１．プログラム主任挨拶

２．法学プログラム紹介

３．法科大学院紹介

４．在学生による入学試験の体験談・アドバイス

５．在学生による学生生活の紹介

６．質疑応答

７．模擬授業
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令和４年度　オープンキャンパス 学部プログラム（詳細） 

人文社会学部 国際法政学科 政治・国際関係学プログラ ム 

開始時間：10:00／13:00 会場：共通教育棟２－２０１教室 定員：60 人 

受付 9:30～／12:30～ 開催時間 10：00～11：40，13：00～14：40 

（内容）

○政治・国際関係学プログラム主催 会場 共通教育棟２－２０１教室

１．国際法政学科 政治・国際関係学プログラムについて（入試・カリキュラム・卒業後の進路な

ど）【対面・15 分】 
２．模擬授業【対面・20 分】 
３．在学生によるキャンパスライフ紹介【対面・10 分】 
４．質疑応答・在学生とのトークセッション【対面・15 分】 
（受験勉強，留学，ゼミ，課外活動…どんな質問にもお答えします！）

５．学内ツアー（学生実習室、演習室など）【対面・40 分】 

日常の生活がどのように政治や国際関係と密接に関わっているのかを解き明かしながら、キャン

パスライフを紹介します。日常の生活がどのように政治や国際関係と密接に関わっているのかを解

き明かしながら、キャンパスライフを紹介します。

沖縄は政治や国際関係の最前線にある場所です。何気なく聞くニュース、日々の暮らし、ファッ

ションや音楽、食べ物、さまざまな事柄が現在の政治や国際関係の問題とつながっています。つま

り、政治や国際関係について知ることは、いま私たちが生きている世界を知ることでもあります。

政治・国際関係学プログラムでは、沖縄から日本と世界の動きを理解することに教員・学生が一丸

となって取り組んでいます。その一端にぜひ触れてみて下さい。
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令和４年度　オープンキャンパス 学部プログラム（詳細） 

人文社会学部 人間社会学科 哲学・教育学プログラム

開始時間：10:00／13:00 会場：文系講義棟 304 定員：20 

受付 09:45～／12:45～ 開催時間 10:00～11:30／13:00～14:30 

（内容）

「哲学・教育学ってなに？」

１．プログラムの説明【対面・１５分】 

２．履修コースの説明【対面・３０分】 

３．教員・在学生との懇談会、質疑応答【対面・４０分】 

４．アンケート【対面・５分】 
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令和４年度　オープンキャンパス 学部プログラム（詳細） 

人文社会学部 人間社会学科

開始時間：10:00／13:00／15:00 会場：共通教育棟２-３０５教室 定員：８０人

受付 09:30～／12:30～／14:30～ 開催時間 10:00～11:30／13:00～14:30／15:00～16:30 

（内容）

【受付開始時間 / 会場】 

人間社会学科心理学プログラムのオープンキャンパスは、教室を会場として対面形式で行う予定。 

会場と開催時間は下記の通りです。 

・心理学プログラム 時間帯…午前 10：00～11：30  午後①13：00～14：30 ②15:00～16:30 

会場……共通教育棟２－３０５教室 

【プログラム紹介および教員紹介】 

総合司会・進行 泊

１．教員と在学生の自己紹介（10 分） → 1 人 1 分の自己紹介 
２．心理学プログラムの紹介（15 分） → 草野先生 草野先生が作ってくださったパワー 

ポイントを使ってプレゼンしていただく。

３．臨床心理士・公認心理師養成への対応（10 分）→ 田中先生 
４．心理学とは何か？（１）（模擬授業）（20 分）→ 高良先生 
５．心理学とは何か？（２）（大学での学びの風景）（10 分）→ 泊 
６．心理学を活かした仕事（10 分）→ 畠中先生 
７．在学生から一言（5 分）→ 学生 
８．質疑応答（10 分） → 全教員・全学生 
９．アンケート実施  ※要確認

備考：各ゼミから 4 年次の在学生を選出する。2 名×3 回、計 6 名動員する。 

以上
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令和４年度　オープンキャンパス 学部プログラム（詳細） 

人文社会学部 人間社会学科 社会学プログラム

開始時間 10:00／13:00 

会場：

文系講義  213 教室（社会学） 
301 教室（社会福祉学） 
101 教室（マスコミ学） 

定員：

213 教室（21 人） 
301 教室（21 人） 
101 教室（21 人） 

受付 9:45～／12:45～ 開催時間 10:00～11:30／13:00～14:30 

（内容）

【会場】 

社会学プログラムは、２年次になる際に３つの履修コース（社会学コース、社会福祉学コース、  

マスコミ学コース）に分かれます。参加予約の際に申請した履修コースの会場（教室）へお集まり

下さい。 

【各会場の内容】 

１．社会学プログラムの説明 

２．履修コース独自プログラム 

３．質疑応答 

４．アンケート 

各会場では社会学プログラム全体の説明をした後、それぞれの履修コースの詳しい説明や模擬授

業、在学生との懇談、実習制作作品の鑑賞などを行います。参加者みなさんの関心に応える内容を

用意し、疑問にもお答えします。 

【履修コース独自プログラムの一覧】 

希望する履修コースでは、実際にどんなことを勉強するか確かめてみましょう。 

社
会
学
プ
ロ
グ
ラ
ム

社会学 

履修コース 

文系講義棟 

２１３教室 

「みんなで社会学」教員・学生との懇談・模擬授業 

社会福祉学 

履修コース 

文系講義棟 

３０１教室 

「FUKUSHI Cafe」 

具体的なテーマをもとに教員・在学生らと和やかな懇談

をしながらコースの特色をご紹介。（社会福祉士を目指す

カリキュラム・大学受験に向けて・大学生活の実際等）

マスコミ学

履修コース
文系講義棟 

１０１教室 

「マスコミ・シアター」 

実習で制作した新聞やテレビ番組を見ながら、コース紹

介。ジャーナリストやアナウンサーに興味ある人だけで

はなく、マス・メディアの社会的影響を考えたい人も大

歓迎。 
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令和４年度　オープンキャンパス 学部プログラム（詳細） 

人文社会学部 琉球アジア文化学科 

開始時間：10:00／13:00／15:00 会場：文系講義棟 202 定員：60 名 

受付 09:30～／12:30～／14:30～ 開催時間 10:00～11:30／13:00～14:00／15:00～16:30 

（内容）

第一部（１０：００～１１：３０）

1. 学科説明【10 分】

2. 模擬授業 金城ひろみ（中国語学）「 Let's 中国 Go⁉」【50 分】

3. 個別相談・学生とフリートークタイム！【30 分】

第二部（１３：００～１４：００）

1. 学科説明【10 分】

2. 学生が語る琉球アジア文化学科【30 分】

3. 個別相談・学生とフリートークタイム！【20 分】

第三部（１５：００～１６：３０）

1. 学科説明【10 分】

2. 模擬授業 麻生伸一（琉球史）「近世琉球の外交と社会」【50 分】

3. 個別相談・学生とフリートークタイム！【30 分】
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令和４年度　オープンキャンパス 学部プログラム（詳細） 

国際地域創造学部 国際地域創造学科 観光地域デザインプログラム 

開始時間：10:00／13:00／ 会場：文系講義棟 215 定員：150 人 

受付 09:40～／12:40～ 開催時間 10:00～11:20／13:00～14:20 

（内容）

1．開会の辞 【5 分】 
金城 盛彦

2. 国際地域創造学部の全体的説明 【動画・5 分】

3．各プログラムの個別の内容

1）観光地域デザインプログラム紹介 【20 分】

説明者：プログラム長 松本 晶子

2）研究と教育の紹介（模擬授業） 【20 分】

金城 盛彦

3）在学生から受験生へのアドバイス・情報提供 【20 分】 
・大学生活について（勉強の仕方・生活全般など）

4．質疑応答 【10 分】 
進行：金城 盛彦
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令和４年度　オープンキャンパス 学部プログラム（詳細） 

国際地域創造学部 国際地域創造学科 経営 PGM 

開始時間：10:00／13:00 会場：文系講義棟 114 
定員：定員の 70%（88
人）

受付 9:45～／12:45～ 開催時間 10:00～11:20／13:00～14:20 

（内容）

・オープニング [琉球大学の歌（校歌）]

1. 国際地域創造学部全体の説明（動画視聴）６分

２．経営プログラムの説明

1)経営プログラムで学ぶということの意味（教員や進路の紹介他）14 分（ライブ）

2)授業の実際：20 分（ライブ＋動画）

３．在学生との交流・質疑応答：40 分

1) 現役学生との質疑応答

2) 卒業生：×××（20××年卒）からのメッセージ

3) 質疑応答

4) 総括

※在学生との対話、及び質疑応答、必要に応じて教員から回答も行う
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令和４年度　オープンキャンパス 学部プログラム（詳細） 

国際地域創造学部 国際地域創造学科 経済学プログラム

開始時間：10:00／13:00／15:00 会場：文系講義棟 201 教室 定員：115 名 

受付 9:45～／14:45～ 開催時間 10:00～11:40／15:00～16:40 

（内容）

国際地域創造学部で提供されるプログラムのうち、経済学プログラムについてのガイダンスを行い

ます。

１．経済学プログラムの紹介【動画・約 30 分】 
１）経済学プログラムでは、どんな勉強ができ、どんなスキルが身につくのか

２）経済学プログラムのカリキュラムはどのような仕組みなのか

３）経済学プログラムの卒業生の進路はどのようなものか

２．在学生からのキャンパスライフ紹介【対面・約 20 分】 
 ここでは、経済学プログラムの在学生が琉球大学の魅力や大学生活、経済学を学ぶ魅力などを

語ってもらいます。

３．模擬講義【対面・約 30 分】 
ここでは、教員が模擬講義を行い、経済学の講義を体験してもらいます。

４．国際地域創造学部・経済学プログラムに関する質疑応答【対面・約 10 分】 
 最後に、国際地域創造学部への進学を考える上で、学生の皆さんが感じる不安や悩みが解消され、

皆さんが新学部で学ぶイメージが浮かぶように、国際地域創造学部・経済学プログラムに関する質

疑応答なども行います。
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令和４年度　オープンキャンパス 学部プログラム（詳細） 

国際地域創造学部 国際言語文化プログラム学科

開始時間：10：00 
13：00 
15：00 

会場：共通教育棟 1-118（メイン会場） 
共通教育棟 1-217 (個別相談室) 

定員：100 人（1-118） 
80 人（1-217） 

受付 午前の部：9：45〜
午後の部：12：45〜 

       14：45〜 

開催時間 午前の部 10：00〜11：45 
午後の部 13：00〜14：45 
        15：00〜16：45 

（内容）

国際言語文化プログラムに関する説明（100 分） 
１．国際言語文化プログラムの英語系プログラム配置およびカリキュラムの詳説（15 分）石川隆士 
２．英語の教員免許取得に関する説明（15 分）東矢光代 
３．本プログラム教員による研究の紹介（10 分 x 4 名 = 40 分） 

発表者 午前 午後１ 午後２

文学系 山城新 喜納育江 石川隆士

〃 加瀬保子 山里絹子 山里絹子

休憩（5 分） 
言語系 高良宣孝 高良宣孝 高良宣孝

〃 島袋盛世 呉屋英樹 呉屋英樹

４．留学に関する説明（5 分）

午前 午後１ 午後２

金藤多美子 呉屋英樹 呉屋英樹

５．本学の制度を活用して留学した学生の留学体験談 (15 分) 
午前 午後１ 午後２

伊佐杏奈 玉城慶也 照屋太智 

６．質疑応答（10 分） 

＊ 午前・午後とも同じ次第で進める。

＊ 上記プログラムと同時に別室（共通教育棟 1-217）で個別の質問や相談に対応する。 
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令和４年度　オープンキャンパス 学部プログラム（詳細） 

国際地域創造学部 国際言語文化

プログラム（ヨーロッパ系）

開始時間：10:00／13:00／15:00 会場：文系講義棟 103 定員：35 人 

受付 9:45～／12:45～ 開催時間 10:00～11:20／13:00～14:20 

（内容）

１．学部の説明 【対面・5 分】 

２．ヨーロッパ言語文化コースのカリキュラム説明【対面・15 分】 

３．3 言語の教育・留学制度等の特色、教員紹介など 【対面・30 分】 
ドイツ語（10 分） 
フランス語（10 分）

スペイン語（10 分）

４．在学生の修学・留学体験発表と質疑応答 【対面・30 分】 
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令和４年度　オープンキャンパス 学部プログラム（詳細） 

国際地域創造学部 地域文化科学プログラム

開始時間：10:00～／13:00～ 会場：文系講義棟１１１教室 定員：40 名 

受付 9:30～／12:30～ 開催時間 10:00～11:40／13:00～14:40 

〈地域文化科学プログラムからのメッセージ〉 

私たちのプログラムでは、地理学・歴史学・人類学について専門的に学ぶことができます。また、

学芸員や高校地歴／中学社会科の教員養成にも力を入れています。ご関心のある高校生のみなさん、

ぜひご参加ください。 

（内容） 

１．教員が語るプログラムの魅力（１０分） 

２．学生が語るプログラムの魅力－学生による模擬授業（５０分） 

３．研究室訪問（４０分－移動時間含む） 

模擬授業終了後、学生が誘導して生徒が希望する各教室へ移動します。 

・地理学教室「地図と地理学の世界」（文系総合研究棟２１１）

―自然、環境、社会、文化、地理学は何でも扱います。地図を片手に語りましょう。

・歴史学教室「歴史研究者の本棚」（文系講義棟１１１）

―講義やゼミの様子などについて、関心のある分野の教員と語り合いましょう。

・人類学教室「人類学のフィールドワーク」（文系講義棟２０４）

―人類学分野（考古学／博物館学・民俗学・社会人類学）のフィールドワーク（現地調査）を

中心に語り合いましょう。
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令和４年度　オープンキャンパス 学部プログラム（詳細）

教育学部 学校教育専攻 教育実践学専修／子ども教育開発専修

開始時間：10:00／13:00／15:00 会場：全保連ステーション(大学会館)3 階 定員：100 人×3 回 

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

（内容）

1. 専攻長あいさつ

2. 専攻・専修紹介【45分】

(1) 専攻・専修概要

(2) 学生視点から見る「学校教育専攻」

(3) 学生視点から見る「教育実践学専修」

(4) 学生視点から見る「子ども教育開発専修」

3. 入試について【20分】

(1) 学校教育専攻の入試概要

(2) 在学生による受験体験談

・総合型選抜

・学校推薦型選抜

・一般選抜（前期日程）

4. 質疑応答＆アナウンス

アンケート記入

● 閉会後 20 分程度，在学生との自由な交流の時間を設けます。

入試や大学生活のことなど，何でも在学生に質問できます。

教育学部 国語教育専修

開始時間：10:00／13:00 会場：教育学部 102 教室 定員：40 

受付 9:45～／12:45～ 開催時間 10:00～11:20／13:00～14:20 

（内容）

0. 国語教育専修の説明【対面・10 分】

入試、専修の概要など

  説明者：中本謙

1. 教員による講話など（研究領域の説明も含む）【対面・30 分】

説明者：高瀬裕人、中本謙、萩野敦子、村上呂里

2.キャンパスライフ紹介・在学生との懇談・質疑応答など【対面 40 分】
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教育学部 社会科教育専修

開始時間：10:00／13:00／15:00 会場：106 教室(希望) 定員：20 人 

受付 9:45～／12:45～ 開催時間 10:00～11:00／13:00～14:00 

（内容）

0.社会科教育専修での学びについて(動画:20 分)
・動画での説明者:北上田

・社会科教育専修の概要の説明(カリキュラム及び専修の説明など)
(※事前に動画視聴のこと)

1.キャンパスライフ紹介

・在学生作成の動画(約 20 分)視聴

・在学生による学科紹介など(約 10 分)
2. 在学生/教員への質疑・懇談(約 30 分)

・参加者からの質疑応答(教員/在学生)
・在学生との懇談会

教育学部 数学教育専修

開始時間：10:00／13:00／15:00 会場：教育実践総合棟 1 階の教室 定員：30 

受付 09:50～／12:50～ 開催時間 10:00～10:30／13:00～13:30 

（内容） 

数学教育専修の紹介（1. 数学教育専修はどんなところ? 2. 琉大教育学部の中身は?

3. 入試は?  4. カリキュラムは?  5. 数学の科目は? 6. 教員になるには? 7. 就職は? ）

20 分程度

質疑応答 10 分程度

教育学部 理科教育専修

開始時間：10:00／13:00 会場：教育学部本館 422 号室 定員：20 人 

受付 9:45～／12:45～ 開催時間 10:00～11:40／13:00～14:40 

（内容）

コース案内（5 分）

・中学校教育コースと小学校教育コースについて概要を説明します。

スタッフ紹介（10 分）

・各教員の教育・研究内容について紹介します。

キャンパスライフ紹介（10 分）

・理科教育専修に所属する学生の講義風景や実習風景、年間のスケジュールなどを中心に紹介しま。 
研究室体験ツアー、教員への自由質疑（50 分）

・参加する学生が 5 つのグループに分かれて物理分野、化学分野、生物分野、地学分野、理科教育

分野の各研究室を順番に訪問します。各研究室では現在行っている研究内容の詳細や講義内容など

を中心に紹介しますが、教員への質疑も受け付けます。

在学生との懇談（25 分）

・参加する学生が 5 つのグループに分かれて、在学生（1～3 年生）と講義や大学生活のことなどを

中心に話します。
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教育学部 音楽教育専修

開始時間 10:00／13:00 ／15:00 会場：教育学部 音楽棟 201 教室 定員：25 名 

受付    9:45〜／12:45〜 開催時間 10:00～11:20 13:00～14:20 

（内容） 

１．「音楽教育専修について」【動画・１５分】

  教育学部 音楽教育専修のカリキュラム・入試などの説明

２．質疑応答【対面・５分】 

３．音楽棟 施設見学【対面・10 分】 
４．キャンパスライフ紹介【スライド・５分】

５．音楽体験活動【対面・20 分】 
６．クリスマスコンサート・音楽科発表会について【DVD・５分】 
７．受験体験談・質疑応答【対面・20 分】 

教育学部 美術教育専修

開始時間：10:00／13:00／15:00 会場：教育学部 504 教室 定員：12 人 

受付 9:45～／12:45～ 開催時間 10:00～11:30／13:00～14:30 

（内容）

０．「美術教育専修の紹介（仮称）」【動画：20 分】 
  説明者：仲間伸恵

  美術教育専修について説明（カリキュラム、教員スタッフ紹介、入試についてなど）

→学科説明動画により、事前に試聴してもらうため当日は実施しない。

１．体験授業【対面：70 分】 
２．在校生との交流・質疑応答など【20 分】 
※体験授業内に、在校生との交流を組込む可能性があります。

教育学部 保健体育専修

開始時間 10：00／13:00 会場：第 2 体育館講義室 定員：各 25 名 

受付 9：30～ 12：30～ 開催時間 10：00～11：30 ／13：00～14：30／

（内容） 

1. 教育学部の特徴

2.保健体育専修 紹介

3.入試説明・体験談

4.カリキュラム説明

5.就職進学情報

6.在学生との交流

7.アンケート記入・施設見学
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教育学部 技術教育専修 

開始時間：10:00／13:00 会場：教育学部 技術教育棟２１５教室 定員：20 人 

受付：（開催の 10 分前） 
9:50～／12:50～ 開催時間 10:00～11:00／13:00～14:00 

＜対面方式の場合＞

（内容）

１．教育学部技術教育専修の説明（技術教育棟２１５教室）１５分

 「カリキュラム・入試・卒業後の進路など」福田担当

２．デモンストレーション（技術教育棟の東側の屋外テント）２０分

 （在学生によるロボコン試合など）岡本担当

３．在学生への質疑応答 １０分

 （技術教育専修２～４年次学生による説明）

４．施設見学など １５分

（木材加工実習室，金属加工実習室，栽培ビニルハウスなど）

＜ライブ配信（同時双方向型）の場合＞ コロナ感染拡大等で対面方式ができない場合

（開催方法）Zoom（URL，ミーティング ID，パスコードは後日 HP 等で連絡） 

（開催時間）10:00～11:00／13:00～14:00 （午前と午後の計２回） 

（内容）

１．教育学部技術教育専修の説明（技術教育棟２１１教室から中継）２０分

 「カリキュラム・入試・卒業後の進路など」福田担当

２．デモンストレーション（技術教育棟２１１教室から中継）２０分

 （在学生によるロボコン試合など）岡本担当

３．在学生への質疑応答 ２０分

（技術教育専修２～４年次学生による説明）
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教育学部 生活科学教育専修

開始時間：10:00／13:00／15:00 会場：教育学部 324 教室 定員：各 10 名 

受付 09:45～／12:45～ 開催時間 10:00～11:30／13:00～14:30 

（内容）

０．「生活科学教育専修ライフ」【動画・２０分】

説明者：生活科学教育専修 教員・学生

概 要：１）専修の概要・カリキュラムの特色

２）取得可能な免許・就職進学状況

３）研究・授業紹介

４）生活科学教育専修ライフ（学生）

５）入試説明

→学科説明動画により、事前に視聴してもらうため当日は実施しない

１．専修紹介 （ 5 分） 
２．ミニ講義 （20 分） 
３．学生による合格体験・質疑応答 （15 分） 
４．Zoom によるホームカミングデイ  （30 分） 
５．教員・学生との懇談・質疑応答 （20 分） 

教育学部 英語教育専修

開始時間：10:00／13:00／15:00 会場：教育学部 103 定員：25 

受付 9:50～ 12:50～ 開催時間 10:00～11：20 13:00～14:20 

（内容）

＊（web オープンキャンパス動画使用） 
教員紹介、専修の概要、入学者選抜方法、カリキュラム、在学生による学生生活の説明。

教育学部 特別支援教育専修

開始時間：10:00／13:00 会場：教育学部棟 217 室 定員：15 名 

受付 9:45～／12:45～ 開催時間 10:00～11:00／13:00～14:00 

（内容）各回同様

１．教員による学科紹介【40 分】 
カリキュラムの内容、取得可能免許の説明、学科の特色、授業の様子など

２．在学生による懇談会【20 分】 
学生生活の様子、ゼミ活動、質疑応答など
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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 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 時 

化学系
①理系複合棟２０７号室 ３０名

なし ※
10／13／15 時 

②理系複合棟４０５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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令和４年度　オープンキャンパス 学部プログラム（詳細） 

医学部 医学科

開始時間：10:00／13:00／15:00 
会場：医学部臨床講義棟２階大講義室、臨

床講義棟１階小講義室、基礎講義実習棟１

階１０１講義室、１０４講義室

定員:445 名 

受付 12:45～ 開催時間 13:00～14:00 

（内容）

施設見学（外観のみ） 15 分 「在学生による何でも相談」 40 分 

医学科３年次で案内（解剖法医棟、ＲＩ  医学科１年次及び 3年次学生による「何でも相談」。 

実験施設、動物実験施設、医学部附属図書 ―受験に関する相談から学生生活に関す 

館等 ）  る紹介まで、経験豊富な先輩が対応します― 

13：00～13：15 施設見学（外観のみ） 

    13：20～14：00 「在学生による何でも相談」 

参加者定員：445 名  

対応学生：3年次学生 10 名、1 年次学生 22 名 

使用する講義室 

・基礎講義実習棟 1階１０４講義室（９２名）

・基礎講義実習棟１階１０１講義室（９２名）

・臨床講義棟１階小講義室（９２名）

・臨床講義棟２階大講義室（１６９名）

１講義室につき対応学生 8名（1年次 5～6名、3年次 2～3名）
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令和４年度　オープンキャンパス 学部プログラム（詳細） 

医学部 保健学科

開始時間：①10:00, ②11:20
会場：保健学科棟 208 講義室、 

210 講義室、213 講義室 
109 実習室、105 実習室 

定員： 240 名 

（1 回あたり 120 名） 

会場受付：①9:45, ②10:55 開催時間 ①10:00～10:50、②11:20～12:10 

（内容）

1. キャンパスライフの紹介【配信・10 分】

2. 在学生との懇談会・質疑応答【対面・30 分】

3. 各コースにおけるデモ実習の見学【対面・計10 分】

20
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令和４年度　オープンキャンパス 学部プログラム（詳細）

工学部 工学科

開始時間：10:00／13:00／15:00 会場：[内容]に記載 定員：[内容]に記載 

受付 9:45／12:45／14:45 開催時間 10:00～11:40／13:00～14:40／15:00～16:40 

（内容）

1．コースごとの施設見学・体験ツアー（60 分）

・ツアー参加者は、各回の受付時間に希望するコースの教室にお集まりください。

コース 集合場所 各回の定員

機械工学コース ４号館１階 １１１教室 30 名 
エネルギー環境工学コース ４号館２階 ２１１教室 20 名 
電気システム工学コース ２号館３階 ３１３教室 30 名 
電子情報通信コース １号館３階 ３２２教室 30 名 
社会基盤デザインコース １号館２階 ２２１教室 30 名 
建築学コース １号館２階 ２２２教室 30 名 
知能情報コース １号館３階 ３２１教室 30 名 

【出発時間】

１０：２０／１３：２０／１５：２０

【終了時間】

１１：２０／１４：２０／１６：２０

２．なんでも相談室・学生との意見交換会ならびにものラボ見学会（20 分）※自由参加 
・ツアー終了後、自由に参加できます（人数制限あり）

・詳細については、施設見学・体験ツアー出発前に説明します。

【開始時間】

１１：２０／１４：２０／１６：２０
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令和４年度　オープンキャンパス 学部プログラム（詳細） 

農学部 全学科

開始時間：10:00 / 13:00 会場：農学部本館、フィールドセンター 定員：100 名 

受付 9:45 / 12:45 開催時間 10:00 ～ 15:00（一部のプログラムは 16 時まで） 

来て！ 見て！ 感じて！ 驚いて！ 

琉球大学農学部 オープンキャンパス 

 亜熱帯に位置するたったひとつの農学部・琉球大学農学部では、ここでしかできない、きらめく

ような研究と、ワクワクする教育が展開されています。 

 午前・午後ともに、学部説明会で農学部全体を広く知っていただき、今年度、内容を新たにして

展開する「体験！アグリサイエンス」でより深く各学科の教育・研究に触れていただきます。新し

い「体験！アグリサイエンス」では、研究室体験を楽しんだり、農学部教員・学生に相談したり、

高校生向けの授業を受講することができます。また、よりディープに農学部で行われている研究を

体験してもらうために、研究室体験の複数ある体験型テーマの中から興味のあるいくつかを選んで

実験・実習を楽しむことができます。是非、お越し下さい。 

※時間配分は目安です。

☆午前部（10:00-12:10）

１．受付（9:45-10:00）【農西(W)-206 前ホール】

２．学部の概要説明会（10:00-10:50）【農西(W)-206】 

農学部と４学科＋健康栄養科学コースの概要を紹介します。 

農学部長、各学科広報委員 （学部長５分+８分×５単位） 

３．体験！アグリサイエンス（11:00-12:10）【農学部本館、フィールドセンター（千原）】 

●見学型研究室開放、学科・教育コース紹介展示（農学部本館）

 農学部で行われている多彩な教育・研究を学科・研究室ごとの展示物などでわかりやすく紹

介します。直接研究に携わっている大学生・院生・教員が説明してくれます。研究のおもし

ろさ、難しさ、講義のこと、大学生活のこと、研究室のこと、いろいろなことを気軽に聞い

てみましょう。見学は自由です。

 なお、研究室によっては教員のミニ講義があります。プログラムをご確認ください。

●体験型研究室開放（農学部本館）【原則として、午前午後とも同じ内容で実施】

 いくつかの研究室では、受験生のみなさん自身に実験・実習に取り組んでもらう体験型テー

マを用意しています。

●フィールドセンター（千原）の見学

 琉大農学部に入学すると、フィールドセンター（附属農場）での農場実習があります。今回

は、農場内の実習講義棟で、農場を使って展開されている教育と研究をご紹介します。

 農学部本館から２回に分けてご案内します。詳細は当日のプログラムをご確認ください。
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☆お昼休み（12:10-12:45）

☆午後の部（13:00-15:10）※概ね午前の部と同内容を繰り返して実施しま

す１．受付（12:45-13:00）【農西(W)-206 前ホール】

２．学部の概要説明会（13:00-13:50）【農西(W)-206】 

３．体験！アグリサイエンス（14:00-15:10）【農学部本館、フィールドセンター（千原）】 

●見学型研究室開放（農学部本館）

●体験型研究室開放（農学部本館）

●フィールドセンター（千原）の見学

☆午後の部終了後も、見学型研究室開放とフィールドセンター（千原）見学は１６時まで

実施します。ぜひお立ち寄りください。

★体験型研究室開放について ～体験！ アグリサイエンス～★

 いま注目されている地球環境問題、食料問題、健康・栄養、

エネルギー問題など、農学（アグリサイエンス）はこれら

すべてに関係しています。いくつかの研究室で行う体験型

研究室開放では、身近なアグリサイエンスを通して理科や

自然科学の面白さや、社会とのつながりを実験や実習の体

験を通して感じてもらいます。亜熱帯の沖縄ならではのア

グリサイエンス研究を、実際に見て・触って・臭って体験

して、あなたの知的好奇心を刺激して楽しんでください。

 なお、本年度は新型コロナウイルス感染症対策の観点か

ら、規模を縮小しての実施となります。特に体験型研究室開放は、人数を制限するためご希

望に添えない場合もあります。ご理解ください。

★農学部教員による進路相談（午前・午後ともに開設します）

 各学科の教員が質問にお答えします。お気軽にお越しください。

★詳しいプログラムは農学部プログラムのウェブサイトから

 http://www.agr.u-ryukyu.ac.jp/agriscience2022

 まもなく開設します。

みなさんのお越しをお待ちしています！！ 
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	【国際言語文化プログラム（ヨーロッパ系）】02-1_様式1_R4学部プログラム
	【地域文化科学プログラム】_様式1_R4学部プログラム
	R4OC教育学部回答_様式1_学部プログラム
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