
令和5（2023）年度

一般選抜



亜熱帯にある大学，琉球大学

令和5（2023）年度 一般選抜

よくいただくご質問から



亜熱帯にある大学，
琉球大学

学内にヤンバルクイナはいません。

←リュウキュウアカショウビンはいるようです。



日本で唯一，
亜熱帯にある国立大学です。
その豊かすぎる自然と，
独特の歴史に育まれた沖縄特有の文化の中で
学び，生活してみましょう。

ある日のキャンパスの様子。
東京ドーム27個分の広さがあり，
亜熱帯の植物，動物もたくさんいます。



人文社会学部

国際地域創造学部

教育学部

理学部

医学部

工学部農学部

琉大には「町が作れるくらい」学部があります。
つまり，いろんなことを広く深く学べます。

学部を超えた学びや研究もたくさんあります。
学部がちゃんぷるー。



令和5（2023）年度
一般選抜

レアキャラ，ヤンバルテナガコガネ。

琉大には，理学部と農学部に昆虫の研究者がいます。



琉大の入試の特徴は

一般選抜であっても

何らかの形で「主体性」を評価する
ところです。

調査書の活用

面接等を課す

のが主な方法です。
高校生の皆さんの，「高校での3年間」も
評価します



入試を受けるためには，

必ず「学生募集要項」を

確認します。

これ以上に詳しい情報はありません。

確認の方法は

「入試情報」のページから確認

テレメールから冊子を送ってもらう（有料）

の2つがあります。

重要

琉球大学 学生募集要項 検索



一般選抜

前期
日程

後期
日程

人文社会学部 116
-4

41

国際地域創造
学部 224 48

国際的思考系
論理的思考系

教育学部 101 ―

赤：令和5年度の変更点

募集人員をまとめました。

一般選抜

前期
日程

後期
日程

理学部 141 40

医学部 111 35

工学部 206 40

農学部 91 16



人文社会学部
学科ごとの選抜，その後プログラムへ

国際地域創造学部
唯一夜間あり。個別は得意を活かせる。

教育学部
前期日程のみ

理学部
一部学科で第二志望，パターン制あり。

医学部
保健は入学後コース選択

工学部
出願時にコースの希望提出

農学部
健康栄養科学のみ後期なし

特徴をまとめました。



人文社会学部
国際法政学科 前期：50名 後期：14名
法学プログラム，政治・国際関係学プログラム

人間社会学科 前期：41名 後期：18名
哲学・教育学プログラム，心理学プログラム，社会学プログラム

琉球アジア文化学科 前期：25名 後期：9名
歴史・民俗学プログラム，言語学プログラム，文学プログラム

学科ごとに選抜し，2年次からプログラムに配属されます。

琉球アジア文化学科では，
共通テストの利用教科「公民」に
「倫理」「政治・経済」の2科目を追加します。

国際法政学科の後期日程のみ
共通テストが4教科4科目型です。
その他は5教科ないし6教科型になります。



国際地域創造学部 国際地域創造学科

昼間主コース
国際的思考系（英語） 前期：60名 後期（英語資料読解）：15名
論理的思考系（小論文） 前期：90名 後期：20名
数学的思考系（数学） 前期：30名 後期：なし
観光地域デザインプログラム，経営プログラム，経済学プログラム
国際言語文化プログラム，地域文化科学プログラム

夜間主コース
国際的思考系（英語） 前期：20名 後期（英語資料読解）：5名
論理的思考系（小論文） 前期：24名 後期：8名
経営プログラム，経済学プログラム，国際言語文化プログラム

コースごとに選抜を行います。
昼間主は2年次の後学期から，夜間主は2年次の前学期から各プログラムに配属されます。

夜間主の後期日程のみ
共通テストが4教科4科目型です。
その他は5教科ないし6教科型になります。

個別学力検査は
得意なものを活かせます。



教育学部
小学校教育コース

学校教育専攻：35名 教科教育専攻：25名
入学後，専修に配属されます。

中学校教育コース教科教育専攻
各専修：2名～5名（専修により異なる）
専修ごとの出願になります。

特別支援教育コース
特別支援教育専攻：8名

教科教育専攻には，
国語，社会科，数学，理科，音楽，美術，保健体育，技術，生活科学，英語
があり，小・中で合同カリキュラムとなります。

教育学部はすべて前期日程のみです。

共通テストは5教科ないし6教科型になります。



理学部
数理科学科 前期：30名 後期：10名
物質地球科学科

物理系 前期：28名 後期：7名
地学系 前期：19名 後期：3名
共通テスト重視型と個別学力検査重視型を設け，

それぞれの合計点を比較し，高得点の点数を利用して合否判定が行われます。

海洋自然科学科
化学系 前期：27名 後期：10名
生物系 前期：37名 後期：10名

数理科学科，物質地球科学科，海洋自然科学科化学系では第2志望が設定できる場合が
あります。

共通テストは5教科型です。



医学部（上原キャンパス）

医学科 前期：70名 後期：25名
保健学科 前期：41名 後期：10名

保健学科は，入学後，看護学コースと検査技師コースに分かれます。

また，助産師，養護教諭免許取得のためのカリキュラムのいずれか1つも
選択できます（人数限定）。

共通テストは両方とも
5教科7科目型です。



工学部 工学科

前期：206名 後期：40名
機械工学コース
エネルギー環境工学コース
電気システム工学コース
電子情報通信コース
社会基盤デザインコース
建築学コース
知能情報コース

出願時にコースの志望順位を記入し，
成績に応じてコースに配属されます。

共通テストは
前期は5教科型，
後期は3教科型です。

後期日程は，
共通テスト＋調査書で
合否判定をします。



農学部
亜熱帯地域農学科 前期：22名 後期：5名

亜熱帯農林環境科学科 前期：22名 後期：5名

地域農業工学科 前期：16名 後期：2名

亜熱帯生物資源科学科 前期：23名 後期：4名

健康栄養科学コース 前期：8名 後期：なし

共通テストは
前期日程は5教科型，
後期日程は3教科型です。



よくいただく
ご質問から
入試関連編

イリオモテヤマネコと言えば，という研究者は

退官しましたが，現在その後継者がしっかり育っています。

（大学案内2023に登場しています）



琉大のことを知りたいです。
情報が得られるページ等は機会はないですか？

いろいろな情報への入り口サイト
わたしたちが情報をセレクトしたサイトです。

RYUDAI@home 検索



琉大へ受験しに行きます。
行くのにどのくらい時間がかかりますか？

本島中南部は，とにかく朝渋滞します。
北行きも南行きもです。

車，バスを利用する場合には，
とにかく時間に余裕を持ちましょう。

参考までに，
那覇（県庁近く）からでしたら，自家用車で平均40分程度，
最大90分程度です。



県外からの受験の場合
飛行機，ホテル等の手配が不安です。

また，県外や離島から日帰りで受験できますか？

日帰りの受験は難しく，
飛行機の他にホテルの予約も必要です。
琉球大学生活協同組合（生協）に
飛行機・ホテル・受験サポートが
セットになったプランを
準備していますので，
ぜひこちらをご活用ください。

琉球大学 受験 生協 検索

後泊もしていただいた方がよいです。
翌日はお部屋を探したり，
大学周りを散策していただくのもお勧めです。

ぽち



どこに宿泊するとよいですか？
大学は宜野湾市にもまたがっているようなので，
宜野湾市ですか？

交通の便等を考えると，那覇をお勧めします。
大学近辺には宿泊施設はほとんどありません。

那覇の中でも，
那覇バスターミナル（ゆいレール旭橋駅）付近が
良いと思います。
空港からもゆいレール1本ですし，
バスの便利も比較的よいです。



那覇に宿泊します。
那覇から大学まではどのようにして行くのが
よいですか？

生協のプランには，大学までの送迎をオプションで
追加できます。

自力で行く場合には，
バス（97番・98番）
ゆいレール（てだこ浦西駅）＋バス（294・297番）or タクシー
レンタカー（ただし，最近とても借りにくい）

などが挙げられます。

今年度は
前期日程・後期日程ともに土日になりますので，
バスの運行スケジュールにお気をつけください。



入試の際，
保護者の待機場所等はありますか？

新型コロナウイルス感染症の拡大以降，
保護者の待機場所は設けておりません。
ご理解ください。

その間にキャンパスを満喫していただいたり，
大学周辺をご覧になって，
学生生活をイメージされてはいかがでしょう？



学寮を希望しています。
どのような手続きが必要ですか？
また，どのような雰囲気ですか？

手続き
学生の「入寮者募集案内」は
1月初旬に公表されますので，ご確認ください。
なお，入寮申請期間は
2023年2月14日～2月22日必着です。
出願と前期日程の試験日の間です。ご注意を！

雰囲気など
居室はすべて一人部屋で，
プライベート空間の広さ等でお値段が変わります。
学寮の概要

学生寮の中の様子
琉大入試課Youtubeにて 中の様子概要ページ

琉球大学 学生生活支援情報HP 検索



琉大生のリアルな声が聞きたい。
どんな生活をしているの？

学生が作成している冊子
「でーじやっさー」がおすすめです。

学生的お役立ち情報，
大人には言えない
学生たちのリアルな声等が満載です。

琉球大学 でーじやっさー 検索

トップでヒットする「いろいろ資料のページ」の
下の方からもリンクが張ってあります。

https://www.u-ryukyu.ac.jp/wp-content/uploads/2022/07/9f024feac1cf954d3d35c913e405988a.pdf


その他 2.9%

沖縄県外

30.9%

沖縄県内

66.2%

学生の沖縄県内・県外比率



琉大でまっちょいびんどー。
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