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沿 革 

組 織 

教育理念 

教育理念／組織／沿革                                         

 

工学部では、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および高度な専門知識を

身につけ、安全・安心な社会の創出およ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養成します。 
 

          

工学部 大学院理工学研究科（工学系） 

学科・コース 講 座 博士前期課程 博士後期課程 

機械システム工学科 

  ・昼間主コース 

  ・夜間主コース 

■材料システム工学講座 

■熱流体工学講座 

■数理機械工学講座 

環境建設工学科 

  ・土木コース 

  ・建築コース 

■環境計画学講座 

■設計工学講座 

■環境防災工学講座 

電気電子工学科 

  ・昼間主コース 

  ・夜間主コース 

■電磁エネルギー工学講座 

■電子物性工学講座 

■電子システム工学講座 

情報工学科 

 

 

■システム情報工学講座 

■知能情報工学講座 

機械システム工学専攻 

 

 

環境建設工学専攻 

 

 

電気電子工学専攻 

 

 

情報工学専攻 

生産エネルギー工学専攻 

 

 

 

 

総合知能工学専攻 

 

 

琉

球

政

府

立

大

学

国

立

大

学

昭和25年5月22日

工学研究科（修士課程）（機械工学専攻、建設工学専

攻、電気・情報工学専攻）を設置

工学研究科の修士課程を博士前期課程の機械システ

ム工学専攻、環境建設工学専攻、電気電子工学専攻、

情報工学専攻に改組し、博士後期課程に生産エネル

ギー工学専攻、総合知能工学専攻を設置

工学研究科を理工学研究科に名称変更し、理学研究

科の修士課程を理工学研究科の博士前期課程の数

理科学専攻、物質地球科学専攻、海洋自然科学専攻

に再編成するとともに、理工学研究科の博士後期課

程に海洋環境学専攻を設置

那覇工業指導所（工業技術員養成課程：2年）を設置

工業技術員養成課程を実用工業科に改称
布

令

に

よ

る

大

学

琉球大学開学

農家政学部に実用工業科を統合

農家政学部の実用工業科を廃止し、機械工学科を設

置

農家政学部に土木工学科、電気工学科を設置

農家政学部を農家政工学部に改称

琉球大学設置法により、琉球政府立大学となる。

短期大学部（英語科、法政科、経済科、商科、機械科、

電気科）を併設

4学部（法文学部、教育学部、理工学部、農学部）に改

編。理工学部は7学科（数学科、物理学科、化学科、生

物学科、機械工学科、土木工学科、電気工学科）に改
編

短期大学部を4学科（英語学科、法政学科、機械工学

科、電気工学科）に統合

本土復帰により、国立大学へ移管

理工学部に建設工学科を設置

理工学部を理学部と工学部に分離改組

工学部に電子・情報工学科を設置

工学部にエネルギー機械工学科を設置

工学部を4学科（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）に改編

工学部

理工学研究科

昭和26年4月

昭和28年4月

昭和29年4月

昭和29年12月

昭和32年4月

昭和33年10月

昭和41年7月

昭和42年4月

昭和47年4月

昭和53年4月

昭和54年4月

平成5年10月

昭和62年4月

昭和55年4月

昭和60年4月

平成9年4月

平成10年4月

昭和41年7月1日

昭和47年5月15日

理工学部

工学研究科
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     学科（コース）と実社会とのかかわり                                

 

 

 

 

 

 

 

 

あなたの日常生活の中で、工学部で学ぶことが活かされます。 

    

 

 機械システム工学科(昼間主・夜間主コース) ジーペ４  

・自動車の軽くて頑丈な材料の開発や加工、効率的な組み立てなど生産システムの技術を学びたい。 

・サトウキビの搾りかすの再利用や沖縄の高ミネラルな海塩の生成など、資源を活用する技術について学びたい。 

・地球温暖化の抑制、CO2の削減など、自然・環境に優しいエネルギーについて学びたい。 

・データのセンシングやロボットの制御やコンピュータビジョンの画像処理技術、人工知能や脳の認識モデルなどを学びたい。 

 

環境建設工学科 

土木コース ８ページ 

・快適な生活を支える社会基盤施設(道路・橋・上下水道・港湾・空港など)の設計・建設・診断・維持管理を行いたい。 

・生態系と人間社会の好ましい関係をつくるために、多自然型工法や赤土流出防止などの環境整備や環境マネジメントを行いたい。 

・循環型社会、ITS、モーダルシフトといった、地球環境や地域自然環境への負荷を軽減するための技術や社会づくりを行いたい。 

・安全に生活を送るために、自然災害による被害軽減技術(耐震化、安定性評価など)や社会づくり(災害リスクマネジメント)を行いたい。 

建築コース １１ページ 

・沖縄の建築の歴史、文化を知り、亜熱帯地域の住宅や施設の計画、まちづくりを行いたい。 

・沖縄の自然環境や住環境を学び、環境と調和した住宅や施設の設計を行いたい。 

・鉄筋コンクリート構造物の耐震補強やコンクリート材料のリサイクルを行いたい。 

・沖縄の地盤や自然災害について知ることで、安全な建築の設計に生かしたい。 

 

電気電子工学科(昼間主・夜間主コース) ジーペ４１  

・社会生活の基盤となる電力供給・電磁エネルギーの開発（電磁エネルギーの発生・貯蔵、変換・輸送および制御、磁気応用、プラズマ等）を学びたい。 

・現代社会生活を支える電子工学の基礎と開発（半導体電子材料の開発、電子デバイス・LSIの設計・製作、コンピュータ等）を学びたい。 

・情報化社会を支えるシステムの開発（光・電波伝送、ロボット、制御、電磁波による計測等）を学びたい。 

 

 情報工学科 １８ページ 

・高度なソフトウエア開発手法を学び、システム開発のプロジェクトマネージャになりたい。 

・デジタル回路設計手法やシステムアーキテクチャを学んで、ハードウエア技術者になりたい。 

・人工知能やロボット制御などの先進的な情報技術を学んでベンチャー企業を立ち上げたい。 

・ネットワーク・スキルを学んで、企業の情報化推進に貢献したい。 
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学科概要 
今、世界は急速に発達した産業・技術の

反省として、その哲学や倫理観も含めて見

直しが迫られています。機械工学は、全ての

産業の基幹となる重要な工学です。高機能性材料、精密加

工、省エネルギー化、高能率エネルギー変換、機械の自動

化・知能化という生産現場や流通機構、医療・福祉機器、エ

ンターテイメント産業等の人間生活全てに関わる工学です。

そのため、本学科では、まず、共通教育科目の履修により、

幅広い教養と豊かな人間性を培います。さらに、後述する材

料・熱流体・数理機械に関する三大講座からバランスよく機

械技術に関する専門科目を履修すると共に、コンピュータプ

ログラミングの習得、附属工作工場での安全教育を含めた工

作実習、コンピュータ援用製図（CAD）、学生実験等を通した

実地学習、企業への夏季現業実習での実践学習といった、

時代に即して活躍できる技術者を育成する教育に取り組んで

います。未知の事柄に対して自発的に学習し新しい知識や

情報を獲得する習慣を身に付けると共に、創意工夫により直

面する問題を解決する能力を養います。 

本学科は日本技術者教育認定機構（JABEE）による認定

を 2006 年度に受け、教育水準の高さが確認されています。 

本学科は 3 大講座からなり、各講座の名称と内容は、次の

通りです。 

【 材料システム工学講座 】 

機械部品に用いられる材料の性質や強度を調べ、それに

基づく設計法の研究・教育を行います。また、機械部品の加

工法等について理論や実験を通して研究・教育を行います。

附属工作工場での実習も指導します。 

【 熱流体工学講座 】 

熱およびエネルギーの移動・変換と有効利用に関する基礎

とその応用について研究・教育を行います。また、気体・液体

の流動、タービン等の流体機械といった流れに関する諸現象

について研究・教育を行います。 

【 数理機械工学講座 】 

機械システムを解析・設計するための計測・制御方法、ロボ

ットの認識や判断、操作について研究・教育を行います。また、

エンジンの構造や性能、ピストン、クランク等の機構、設計製

図なども学びます。 

 

教育理念 

機械システム工学における基本的な学問体系を教授する

とともに、島嶼県であって孤立的環境にある沖縄県の製造業

を維持・発展させるのに必要な設計力、製造技術力、技術者

倫理を備え、これらを高めていく自己学習能力と問題解決能

力を身に付けた人材を養成します。 

 

アドミッションポリシー 

機械工学（機械やその設計・製造に関する科学技術）に強

い関心を持ち、将来、これを活かして広く社会へ貢献する意

欲があり、向上心あふれる次のような人を求めています。 

1. 一般入試（前期日程・後期日程） 

十分な基礎学力を有する人で、特に数学、物理に優れ

ている人 

2. 推薦入試 II 

十分な基礎学力を有すると共に推薦学校において成績

優秀な模範的な人 

3. 推薦入試 II（専門高校卒業生枠） 

機械工学の初歩に関する知識及び学力を有すると共に

推薦学校において成績優秀な模範的な人 

4. 社会人特別入試 

企業などで社会人として勤労に従事しながら機械工学

を修得する意欲の強い人 

5. 帰国子女特別入試 

外国において本学科の修学に必要な基礎学力を修得し

た人で、機械工学を修得する意欲の強い人 

6. 私費外国人留学生入試 

外国国籍を有する人で、日本語による授業を理解でき

る十分な日本語能力と基礎学力を有し、機械工学を修得

する意欲の強い人 

7. 第 3 年次特別編入学入試 

機械工学に関する基礎的な知識及び学力を有し、さら

に専門知識を深め、応用力を養いたいという意欲の強い

人 

学習・教育目標 

(A) 技術的・倫理的視点で社会に貢献できる能力 

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て社会に対する責任感を身につけます。

(B) 自然科学の基礎から機械の専門分野を習得し、これを応用できる能力 

数学、自然科学、情報技術の基礎分野および機械システム工学の専門分野に関する知識を習得し、これらを工学的問題に

応用する能力を身につけます。 

(C) 習得した能力および知見を基に問題を捉え、その成果を自主的、継続的に社会に向けて、発信・行動できる能力 

自発的で継続した学習習慣により習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システムを

デザインし、その成果をあらゆる場面で発信する能力を身につけます。 

機械システム工学科   http://mechsys.tec.u-ryukyu.ac.jp/ 
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機械システム工学科は「もの

づくり」に関連した幅広い分野

を扱っています．物を形作る材

料，その強度や加工，熱の伝わ

り方，水・空気の流れ，振動の

解析や制御といった分野であり，

物を作るとともに，それをコン

トロールする技術も含んでいま

す．これらを基礎に物は作りあ

げられています．このような機

械工学を学ぶためには，数学や

物理の知識が必要になってきま

す．当学科はこれらの基礎科目を十分に修得するため

のカリキュラムを設け，基礎から応用まで学ぶことが

できる学科です．広い分野にわたって学ぶことは大変

かのように思われるでしょうが，興味と明確な目標，

そして多少の努力があれば自然に身につくでしょう．

確かな基礎力と物を考える能力を備え，新たなアイデ

アを創出できるエンジニアの育成が当学科の目標です．

ここで培った知識，そして自発的に調べ，それを理解

する能力や考え方は実生活においても役立つものです． 

 

 

機械系学科は工学の基幹学科

のひとつであり、ものづくりに

関わる広範囲の分野に関係して

いることもあるため、本学科の

卒業後の進路も多岐にわたって

います。自動車や工作機械など

の機械系が主となる業種のほか、

電機、建設、化学、IT、金融な

どの業種にも就職しています。

高度な内容を求められることも

多いため、大学院に進学する学

生も多いです。沖縄県庁をはじ

めとする公務員の道もあります。

沖縄県内には製造業が少ないのですが、沖縄県企業誘

致セミナーが毎年東京および大阪または名古屋などで

開催され、沖縄に進出してくる企業も増えつつあり、

県内で就職する機会が増えてきています。本学科の学

生を主対象とした会社説明会を学部内で行ってくれる

企業（県内・県外）もたくさんありますので、普通に

就職活動を行えば就職に困ることはありません。 

 

 

私が機械システム工学

科に入学した理由は，な

んとなくモノづくりに興

味があるという曖昧なも

のでした．しかし，大学・

大学院での学びを通して，

モノづくりに対する興味

が強くなり，製造業に就

職したいと思うようにな

りました． 

機械システム工学科で

は，四力学を中心に工学の基礎を学んでいきます．講

義で習う工学の基礎は，イメージすることが難しく理

解しにくい部分もあると思いますが，工場実習や工学

実験，卒業研究を通して，工学的な考え方を身につけ

ることができます．また，大学の先生方は，独自の研

究を行っており，機会があれば研究室を訪ねてみるの

も良い刺激になると思います． 

私は今，アルミサッシの元となるアルミ形材の製造

から加工・組立て，建付けまでを一貫して行う会社で

働いています．沖縄にも，鉄鋼や製鉄などさまざまな

製造業がありますので，工学の知識を生かして県内で

活躍する道もあります．機械システム工学科で身につ

けられる工学的な考え方は，さまざまな場面で役立つ

と思います．みなさんの可能性を機械システム工学科

で見つけるために頑張ってください． 

 

 

 

  
 

取得に有利な資格 

資

格 
高等学校教諭一種免許状（工学） 

受

験

資

格 

管工事施工管理技士* 

高圧ガス製造保安責任者* 

危険物取扱者* 

自動車整備士* 

航空整備士* 

技術士* 

ボイラー・タービン主任技術者* 

エネルギー管理士* 

機械設計技術者* 

冷凍空調技士* 

設備士* 

（* は実務経験が必要です。） 

最近の主な就職先（大学院修了者含） 

企

業

等 

沖縄電力、沖縄銀行、沖縄ターミナル、

拓南製鉄、沖縄エネテック、沖縄日立ネ

ットワークシステムズなど 

官

公

庁 

沖縄県庁、南城市役所、高校教員、琉球

大学など 

企

業

等 

三重金属工業、メイテック、東海精機、

旭金属、西日本プラント工業、きんでん、

ミネベア、トヨタテクニカルディベロプ

メント、九電工、三菱自動車、全日空整

備、マツダ E&T など 

官

公

庁 

品川区役所、長崎県警、板橋区役所、東

京消防庁、自衛隊など 

進 学 

琉球大学大学院、九州大学大学院、熊本

大学大学院、広島大学大学院、筑波大学

大学院、金沢大学大学院、群馬大学大学

院、航空大学校など 

（順不同）

 

 

 

 

機械へ Go!! 

教員からのメッセージ�

卒業生からのメッセージ�

鈴木 正己 教授 

（学科長）

古川 俊雄 教授

（就職担当）

卒業後の進路について�

山城 健一
平成 25 年 3 月卒業

金秀アルミ工業（株）
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高校と違うところは自分で

講義を選んで受ける事ができ

る事です。自分と違う学部や

学科の人達と仲良くなれたり

もします。しかし、ホームル

ームがないため同じ学科の人

でも話す機会が少ないのは少

し寂しいですね。勉強は難し

いので友達と一緒に勉強して

います。また、機シスの合宿

研修（渡嘉敷）では綺麗な海や夜空、マリンスポーツ、

全体レク、バーベキューなど楽しい事がいっぱいです。

1 年次の「機械基礎工学」という講義は大学生になっ

て初めての実習系の講義で面白かったです。 

 

 

 

 

 

日本機械学会沖縄地区会での 

電気自動車（EV）試乗会のようす 

機械システム工学科では、

モノづくりを初めから学ぶ事

が出来ます。1 年次では基礎

となる科目を学びながら、実

際に図面を書いたりします。2

年次になると、つなぎを着て、

実際に機械に触れ体験する事

ができる材料加工実習があり

ます。また、一つの問題に対

して一緒になって悩み解決し

ていける仲間に出会えます。お？楽しそう！そう思っ

たあなた！ぜひ私たちと一緒に学びましょう！ 

 

 

私たちは、機械を作るため

に必要な学問を４年間かけて

学びます。１年次では、基礎

となる微積と物理を主として

勉学に励みます。特に微積に

関しては、理解をより深めら

れるように「基礎数学」とい

う授業が開講されており、微

積をマスターするためにサポ

ートしてくれます。 

また、夜間主１年次の必修科目として「機械工学概

論」があり、熱力学、流体力学、材料力学、機械力学、

技術者倫理などの概説が行われます。この講義は、機

械を作るためにどのような学問を学ぶのか、最終的に

自分がどの分野を専門として学びたいのか、などを考

えるきっかけとなる大切な講義です。２年次ではこの

講義でふれた四力学が必修科目になります。四力学に

ついても、わからないところは先生方が丁寧に教えて

くれます。自動車や飛行機、船舶などの「機械」に興

味のある方はぜひ機械システム工学科をおすすめしま

す。 

附属工作工場 

 

本工作工場は、機械システム工学科の教育研究の補

助および研究用実験装置等の製作業務を担っています。

機械システム工学科では、２年次学生から材料加工学

実習により、種々の工作機械、溶接、鋳造等の実技指

導を行い、卒業研究に着手する４年次学生および大学

院学生の研究用実験装置や機器、各種試験片等の設

計・製作に関する相談と技術指導および製作を行って

います。 

 

 

 

加工学実習風景 

 

 

名護 翔哉
（３年次、昼間主コース）

福富 百合香

（３年次、昼間主コース）

上原 ひかり

（２年次、夜間主コース
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学科概要 
 環境建設工学科は、身近な住環境から

地球規模の環境保全に配慮しつつ、社会

基盤の整備と快適な住空間の構築に係

わる土木および建築技術者の養成を目的としています。 

持続可能な発展は時代の要請であり、自然環境と人間社会の

調和は人類の将来の存続・発展に不可欠であります。本学科

は、このような社会のニーズに応えるため、土木・建築分野

の諸問題の研究と、現代の情報化社会に適応し、グローバル

な環境保目指して全に必要な知識と技術を身につけた土木・

建築技術者の育成をいます。また、我が国唯一の亜熱帯地域

という地理的条件を生かした特色ある教育・研究も実践して

います。 

 本学科は環境計画学、設計工学および環境防災工学という

研究分野を中心とした３大講座を横糸に、土木コースと建築

コースという学生のための２つの教育プログラムを縦糸にし

て構成されています。受験生は入学試験で土木コースか建築

コースのどちらかを選択することができます。両コースの学

生は、１年次で教養を高め、豊かな人間性の涵養に資する共

通教育科目を履修します。同時に、環境の調和、情報社会に

関わる諸問題を幅広い視点から理解し、解決するために必要

な科目を履修します。２年次からはコース別の専門科目が増

加し、より高度な専門知識を身につけます。専門科目には、

両コースに共通する科目も設定されており、一部は他コース

の科目を卒業認定単位として履修することができます。 

  学部教育においても、以下のような教育理念と学習教育目

標を掲げ、全国共通に必要なカリキュラムに加え、亜熱帯島

嶼という地域性を反映した教育を行い、実社会で活躍できる

人材を育成しています.

 

教育理念 

土木コースでは、「琉球大学の基本理念」、「社会の要請」、「学生

の要望」を考慮して、独自の教育プログラムを設定し、下記のよ

うな人材の養成を目的としています。 

（1）自然環境と調和のとれた、ゆとりある社会システムを構築す

るために、社会基盤施設の計画・設計・建設・管理に必要な知識

を習得した人材 

（2）人文科学・自然科学・社会科学を工学によって関連づけて理

解し、実社会において物事を多面的（時間的・空間的・文化的、

そして工学的）に捉え、積極的に問題を解決できる人材 

（3）亜熱帯島嶼という地域特性を活かした教育・研究により、人

類と自然環境との共生や土木技術者の社会的責任（技術者倫理）

を理解し、地域・国際社会へ積極的に貢献できる人材。 

アドミッションポリシー 

自然と調和し安全で快適な道路や橋、港湾などの社会基盤施設

などに興味を持ち，これらの分野に関する学習意欲を有する優れ
た人を求めています。 

1．推薦入試 
土木コースで学ぶための、高い学習意欲を持ち、高等学校等

において優秀な成績をおさめ、特に数学、物理、英語に優れた

入学者を選抜します。 

2．一般入試（前期日程・後期日程） 

土木コースで学ぶための基礎能力として、数学、物理、英語
などに優れた入学者を選抜します。 

3．私費外国人留学生入試 
外国国籍を有する人で、日本語による授業を理解できる十分

な日本語能力と基礎学力を有し、土木コースにおける修学に意

欲がある入学者を選抜します。 

4．３年次特別編入入試 
専門分野に関する基礎的な知識と学習意欲を有する優れた編

入学者を選抜します。 

環境建設工学科     http://www.kankyo.tec.u-ryukyu.ac.jp 

離島を結ぶ建設中の海上長大橋 日常にあふれる土木工学の風景
 

土木コース 
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主な資格取得情報 

技術士補 

測量士補（卒業後申請により取得）、測量士* 

資格 

取得 

高等学校教諭一種免許状(工業) 

 

技術士* 

土木施工管理技師（1 級*・2 級） 

土木学会認定技術者資格 2 級技術者 

コンクリート技師*、コンクリート主任技師* 

火薬類取扱保安責任者 

RCCM（シビルコンサルティングマネージャ）*

土木鋼構造診断士補*、診断士* 

コンクリート構造診断士補、診断士* 

受験 

資格 

土地家屋調査士 

（*は実務経験が必要です。）

最近の主な就職先（大学院修了者含）

企業等 沖縄電力、国建、國場組、大城組、沖技、大栄組、
福地組、沖縄建設技研、仲本工業、中央建設コンサ
ルタント、ホープ設計など

官公庁 内閣府沖縄総合事務局、沖縄県庁、那覇市役所など

企業等 五洋建設、大成ロテック、四国建設コンサルタント、
エコー、内山工業、東洋建設、鹿島道路、JR 東海建
設、佐藤工業、宮地鐵工所、ピーエス三菱、不動テ
トラ、ショーボンド、 ＮＩＰＰＯ、西松建設、大豊
建設、大日本土木など

官公庁 防衛庁、労働基準監督署、山口県庁、愛媛教育庁、
鎌倉市役所、西都市役所、韮崎市役所など

進学

九州大学大学院、熊本大学大学院、名古屋大学大学
院、名古屋工業大学大学院、岐阜大学大学院、バッ
ファロー大学大学院、首都大学東京大学院、琉球大
学大学院など

(順不同 )

「土木はこれまで多くの自然環境を破壊してきた。しかし、それを回

復させることができるのもまた土木だけである。」 

 これは、私が四年間の大学生活の中で最もインパクトを受けた言葉

の一つです。大学で学ぶまで、土木という分野に対して、橋梁や道路

を造る“ものづくり”のイメージしかなかった私にとって、土木の幅

広さ・奥深さに気づくきっかけとなりました。実際に琉球大学の土木

コースでは数多くの分野について学べますから、大学で学びながら自

分が興味のある分野を見つけ、選択できるという事も、本コースの大

きな魅力だと思います。 

 先生方は面倒見がよく、私自身も公私にわた

り貴重なアドバイスを頂きました。また、私が

所属していた研究室では、高水準な研究に加え

て、そこに取り組む姿勢を教えて頂き、それは

社会人になった今でもとてもためになっていま

す。まちづくりに興味のある方はもちろん、進

路に悩んでいる高校生の皆さんも、琉球大学の

土木コースを選択肢に加えてみてはいかがでし

ょうか。 

森田 晃司 
平成22年度卒 
浦添市役所 

皆さんが土木と聞いてイメージするものは何ですか？道路、橋、下

水道または工事現場にいる作業服の人などでしょうか。私も大学に入

学するまでは土木＝力仕事といったイメージしかなく、女性でもやっ

ていける分野なのかそんな不安さえありました。 

しかし、大学で学ぶにつれて土木に対する考え方は変わりました。例

えば、観光地、運動公園などの景観、人の流れを考えまちづくりを行

う土木計画学、強く美しい構造物を設計する構造工学、海岸やビーチ

に関しては水工水理学、他にも土木材料学、地盤工学というように私

たちが常に目にするものは土木に関連してい

ます。目にするということは勿論デザイン性も

重視され、力仕事ばかりではないのです。 

琉球大学の土木コースの先生方は面倒見が

よく、先輩、同学年のみんなは優しくて仲がい

いので楽しくやっていける学科です。まちづく

りに興味がある方は勿論、進路に悩んでる方は

様々な分野が学べる土木コースを選択枠に加

えてみてください。 

弓場康加
土木コース３年次 

倉敷古城池高校卒（岡山県）

入学前の私もそうでしたが、土木は世間からあまり良いイメージを

持たれていません。ですが、道路や建物、橋や河川などといったあな

たの周りにあるもののほとんどが土木に関連しており、土木がなけれ

ば私たちの生活は成り立たないのです。こうした社会基盤に関わる仕

事を行う土木は、工学の専門知識はもちろん、歴史や自然などといっ

た幅広い分野も学ぶ必要のある高度な学問なのです。 

一言で土木といっても地盤、水工、材料、構造、計画といった分野

に分かれており、最終学年になると、この中から自分が選んだ分野で

研究を行うことになります。3 年間で土木の基

礎を学び、そこから興味を持った分野をより深

く知ることができるので、苦労しつつも楽しみ

ながら専門知識を身に付けることができると

思います。こうした「人々の生活を支える」と

いう誇りのある学問を学びながら充実した学

校生活を送ることができるのですから、みなさ

んも土木コースを目指してみてはいかがでし

ょうか。 

 

玉那覇 圭一 
土木コース４年次 

首里高校卒（沖縄県） 

みなさんが土木と聞いて思い浮かべるのは、時々目にする「工事

現場」でしょうか。確かにその通りですが、それはほんの一部分でし

かありません。ちょっと外を眺めてみてください。道路や建物、橋と

いった目に映るほとんどの物が土木に関係しています。それだけ私た

ちの生活と深く関わっているのです。琉球大学の土木コースでは、そ

ういった土木について基礎から学ぶことができます。水工水理学、土

木計画学、構造工学、土木材料学、地盤工学といった分野があります

が、まずは講義を通して様々な分野の基礎を学び、そして興味を持っ

た分野を選択して研究することができます。 

一例として、私が所属する水工学研究室で

は、その名の通り「水」に関わることについて

研究しています。東日本大震災で発生した津波

を摸した実験や、それをコンピュータシミュレ

ーションによって再現するということも行って

います。研究を通して得られる専門的知識だけ

でなく、それに取り組む姿勢というのは必ず後

に活かせるものになると思います。土木に少し

でも興味がある方は、琉球大学土木コースで学

んでみてください。

稲垣賢人
琉球大学大学院 

理工学研究科博士後期課程
小坂井高校卒（愛知県）

先輩たちからのメッセージ 卒業生からのメッセージ
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教員からのメッセージ

 自然との調和をはかりながら安心・安全な人々の生活を支え

るための社会基盤を構築するという土木工学の役割および目

標の達成に向けて、この分野の技術者には、体系化された専門

知識の習得はもちろん、社会の課題への意識と幅広い自然科学

から解決のヒントを得ようとする姿勢が求められます。亜熱帯

海洋性気候に属する島嶼地域である沖縄の特徴的な自然・社会

環境の中で、土木工学を通じて様々なことを学び、社会に貢献

できる技術者を目指しませんか。 

建築コースの学習・教育目標 

（A）物事の価値を多面的にとらえ、豊かな生活環境のあり方を構想できる素養 

（B）建築関連技術が社会や自然環境に及ぼす効果・影響と、社会的責任を持つ建築技術者と
しての倫理を理解する能力 

（C）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）建築に関わる基礎的・包括的な素養と建築に関わる１分野以上の高度な専門知識とその
応用能力 

（以下の５分野が建築に関わる専門分野） 

①建築の歴史・芸術性・居住理論・都市計画・関連法規等を学ぶ文化的・社会的分野 

②建築の企画・計画・設計及びそれらを表現する図学・製図等を学ぶ計画・設計分野 

③安全な建築物のための構造力学・構法・地震等に対する構造を学ぶ構造・防災分野 

④建物を構成する材料の理解と施工・生産・ライフサイクル等を学ぶ材料・施工分野 

⑤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 

（E）社会の要請を的確にとらえ、種々の領域と連携しつつ課題を解決できる能力 

（F）言語を適格に用いて記述、発表、コミュニケーションを行うことができる能力 

アドミッションポリシー 

 自然と調和し安全で快適な住宅やビ
ル等の建築物、それらの集合した都市を
計画・設計・建設・管理できる技術者を
目指して、これらの専門知識と関連する
幅広い一般教養を積極的に学習しよう
とする意欲的な人を求めています。

1． 一般入試（前期日程・後期日程）

 建築コースで学ぶための基礎能力と
して、数学、物理、英語等に優れた入学
者を選抜します。 

2． 推薦入試 

 建築コースで学ぶための高い学習意
欲を持ち、高等学校等において優秀な成
績をおさめ、特に数学、物理、英語に優
れた入学者を選抜します。 

3．私費外国人留学生入試 

 外国国籍を有する人で、日本語による
授業を理解できる十分な日本語能力と
基礎学力を有し、建築コースにおいて学
習する意欲がある入学者を選抜します。

4．第３年次特別編入入試 

 専門分野に関する基礎的な知識とそ
れを深める学習意欲を有する優れた編
入学者を選抜します。 

建築コース 

富山 潤 准教授 
土木コース主任 

教育理念 

 自然と調和し安全で快適な住宅やビル等の建築物、それらの集合した都市を計画・設計・
建設・管理できる技術者を育てることを教育理念とし、以下のような人材を養成することを
目的としています。

（1）地球環境を考え、地域の自然や文化と調和する建築や都市を創造する情熱と 
専門知識を有する人材 

（2）物事を人文科学・社会科学・自然科学等から多面的に把握・分析し、 
積極的に問題を解決できる人材 

（3）人類と自然との共生や技術者の社会的責任を理解し、地域及び国際社会へ 
積極的に貢献できる人材 

巻く自然界と人々の生活との関わりあいを考えながら、

時代によって異なってくる社会のニーズに合った安全で

快適な暮らしを営める環境（人工物）を創り出すことが

できる技術者を育てることを目的としています。そのた

めには自然や人間とまともに向かい合ってものを考える

能力や、人間の生活を守るための器を具体的に創り出す

ことができる知識と能力が必要となります。そのような

知識と能力を身につけるために、建築コースでは(A)～

(F)までの学習・教育目標を設定しています。これらの目

標は、建築に直接必要な知識と能力だけでなく、建築を

取り巻く色々な情報を正しく活用して応用していく能力

が身につくよう設定されています。大学で学ぶというこ

とは単に知識を覚えるだけでなく、自ら考えることを通

して正しい知識を使える能力を身につけることです。 

 本コースでは沖縄の地域特性を生かした教育や研究を

しています。例えば、亜熱帯地域の自然環境と調和した

建築計画やまちづくり（都市計画）、沖縄の建物の大部分

を占める鉄筋コンクリートの構造や材料特性、沖縄の地

盤や地震・台風等の講義や研究が充実しています。将来、

建物の設計、施工、都市計画などに関わる仕事をしたい

人は、ぜひ建築コースで学んで下さい。 

 建築コースでは教育理念

に示したように、我々を取り
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学科概要 
本学科では、日本技術者教育認定

機構(JABEE)の認定を受けた教育プ

ログラムをもとに、共通教育と専門

教育の連携・充実を図り、幅広い教養と豊かな知性を身

につけさせ、バランスのとれた人間性を培うことに努め

ています。また、専門科目においては、実験、演習、プ

ログラミング等の実践的科目も重視することにより、創

造力豊かな高度電気電子技術者、研究者の養成にも努め

ています。さらに教育を受ける機会の多様化を図るため

に夜間主コースを設置して勤労者に対しても就学の道を

開き、社会人教育を実施しています。本学科は、電気主

任技術者免状の認定校であり、また電気通信主任技術者

試験の一部が在学中でも免除になる認定を受けています。 

本学科は 3 大講座で構成され、それぞれ次のような教

育・研究を担っています。 

【 電磁エネルギー工学講座 】 

電磁エネルギーの高効率利用、有効利用の視点から、

新エネルギーを含む電気エネルギーの発生・変換・輸送・

蓄積及びそれらの制御に関する分野において、電力シス

テム工学、電気－機械エネルギー変換機器、電気電子材

料の基礎理論とその応用、並びにパワーエレクトロニク

スの理論とその応用に関する教育と研究を系統的に行っ

ています。

【 電子物性工学講座 】 

情報化時代のイノベーションの源泉である最先端の

エレクトロニクス技術のさらなる革新を担い、量子力学、

電子物性工学、およびそれらを基礎とした半導体デバイ

スの理論とそのプロセス技術、さらにそれらのマイクロ

化技術（集積回路工学）を支援する電子回路工学を基礎

としたアナログ、ディジタル回路の設計理論についての

教育と研究を行っています。

【 電子システム工学講座 】 

制御工学、システム工学、情報伝送工学、光ファイバ

伝送工学、通信工学、電気及び光計測工学、コンピュー

タサイエンス等を中心に、現代の幅広い電子システム分

野を習得させ、その分野に必要な技術者を養成し、無線

通信技術者及び電気通信主任技術者の免許資格の取得も

できるようにしています。また、現代制御理論、ディジ

タル制御理論を中心としたシステム制御技術、システム

の設計、運用評価に関する技術システムの情報を計測す

るセンサ技術、さらに通信システムの設計理論、コンピ

ュータのハードウェアや非標準論理などに関する教育と

研究を行っています。

教育理念 

本学科では、電気電子工学に関する基礎的な知識か

ら高度の専門知識を備え、幅広い視野と柔軟な適応能

力を有し、広く世界で活躍できる技術者・研究者を育

成することを目指しています。 

電磁気学の演習の様子 グループに分かれて行われる実験の様子

電気電子工学科    http://www.eee.u-ryukyu.ac.jp/ 
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私たちの高度情報化社会を支
えているのは身の回りの多数の
電気設備や電子情報機器です。こ
れら設備や機器の発達・発展によ
り豊かで効率的な社会を築くこ
とができます。そのため、電気電
子工学の学問分野の発展は、近
年、これまで以上に社会に強く求
められているところです。 
そこで、電気電子工学科では、

最新の電力・エネルギー、電子回
路・電子材料、情報通信・計測制
御等の技術を社会へ提供すると
共に電気電子工学に関する高度
ものづくり人材を育成しています。 

電気電子工学科の教育カリキュラムは、基礎的な内
容から応用に至るまで 4 年間で段階的に履修できる内
容で構成されています。また、各種国家資格の取得や
認定に関しても近年整備しているところです。卒業生
の就職先も多岐多彩であり、グローバル人材として活
躍できる進路（就職先）を選択することも可能です。
学生の皆さんが将来の夢に向かって努力できる環境

が整備されている電気電子工学科へ入学されることを
お待ちしております。 

電気電子工学科の教育の特

色は、入学直後から卒業まで各

教員が学生の修学計画にきめ細

かく指導できるような教育プログラムになっていること

にあります。たとえば、入学直後の学生自身が目的を明

確にして学習計画が立てられるよう、スタディスキルや

卒業後の進路について学びつつ、各専門分野の概説と各

研究室での体験型授業や基礎的な電子工作実習がある電

気電子工学概論 I・II を 1 年次の前・後期に提供してい

ます。また、どの分野でも基礎能力として必要なコンピ

ュータの利用技術の習得のため、プログラミング演習を

1 年次後期に提供しています。さらに、幅広い教養を身

につける人文・社会科学やコミュニケーション能力の向

上のための英語などの外国語科目が 1 年次を中心に設け

られています。続いて 2 年次にかけては、電気電子工学

に必要な電磁気学、回路理論、電気数学などの基礎的科

目を中心に学びます。3 年次からは、さらに専門的な課

題に取り組むための、電磁エネルギー、電子物性、電子

システムの各分野の科目が配置されており、専門的技術

者として必要な知識を修得します。これらの講義と同時

に 2 年次後期から 4 年次前期には実践的な計測技術や実

際の電気・電子回路の設計や特性を知るための実験科目

が配置されています。卒業研究では、専門的な課題を解

決するため、自ら研究を計画・実行し、その結果を発表

し論文にまとめるという、技術者には欠かせない一連の

問題解決能力を修得します。卒業研究は、4 年間の学習

の総仕上げ的意味をもつ重要な科目であり、4 年次 1 年

間を通して実施します。その卒業研究の準備段階として、

3 年次後期に研究室への仮配属が行なわれ、配属された

各研究室の教員から卒業研究を進める準備的な指導も行

われています。 

 

アドミッションポリシー 
豊かな教養と国際性を身につける意欲を持ち、かつ以下のよ

うな電気・電子・通信システム工学に関心が強い人を求めます。
・自然エネルギーや高効率エネルギー変換技術 
・新しい電子デバイスやナノテクノロジー、電子回路 

・高性能コンピュータ、制御、計測、電気及び光通信・ネット
ワーク 

【昼間主コース】 
1．一般入試（前期日程・後期日程） 

全ての科目で十分な基礎学力を有し、特に数学ならびに物
理に優れている人を求めています。 

2．AO 入試 

十分な基礎学力を有するとともに、高いコミュニケーショ
ン能力を持ち、電気電子工学分野に対する学習意欲が強い
模範的な人を求めています。 

3．私費外国人留学生入試 
外国国籍を有する人で日本語による授業を理解できる十
分な日本語能力と基礎学力を有し、電気電子工学を修得す

る意欲が強い人を求めています。 
4．第 3 年次特別編入学入試 

電気・電子・通信・情報工学に関する基礎的な知識および

学力を有し、さらに専門知識を深めたいという強い目的意
識を持って自ら積極的に学ぼうとする人を求めています。

【夜間主コース】 
1．一般入試（前期日程・後期日程） 

全ての科目で十分な基礎学力を有し、特に数学ならびに物

理に優れている人を求めています。 
2．社会人特別入試 

企業等で社会人として勤労に従事しながら電気電子工学

を修得する意欲が強い人を求めています。 

学習・教育目標 

(A) 電気電子技術者としての基礎学力の修得 
 1．自然科学、数学といった技術者の基礎知識･能力を修得

する 

 2．電磁気学、回路理論、電気電子計測といった電気電子工学

の基礎を修得する 

 3．コンピュータの操作とプログラミングの基礎を修得する 

 4．データを正確に解析できる能力を修得する 
(B) 電気電子分野の広がりの理解と専門的な課題に取り

組む素地の獲得 
 1．電磁エネルギー工学分野に関する知識を修得する 

 2．電子物性工学分野に関する知識を修得する 

 3．電子システム工学分野に関する知識を修得する 

(C) 幅広い教養と豊かな知性及び柔軟な思考力の修得 
 1．地域に根ざした歴史や文化、多様な価値観を理解する 

 2．幅広い教養を修得し、国際的・多角的に物事を考える能力

を身につける 

(D) 技術者としてのコミュニケーション能力の向上 
 1．論理的な記述、口頭発表、討論などのコミュニケーション

能力を身につける 

 2．国際的なコミュニケーションを可能とする英語を中心とし

た語学力を身につける 

(E) 技術と社会との接点および技術者の倫理観および責

任の理解 
 1．科学技術が社会に及ぼす影響を理解する 

 2．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 

 3．技術者としての責任感を身につける 

(F) 問題理解、課題解決能力の向上 
 1．与えられた課題について問題点を理解する能力を修得する

 2．現有環境や現有知識を有効に活用する能力を修得する 

 3．制約条件の下で問題点を解決するための計画立案能力を

修得する 

 4．計画を具体的に実行する能力を修得する 

 5．チーム作業における協調性と自主性について理解し、実践

できる能力を修得する 

(G) 自主学習能力の向上 
 1．期限内に課題を仕上げる習慣を修得する 

 2．演習などをとおして、自主的に調査・学習する能力を修得

する 

カリキュラム 
教員からのメッセージ

千住 智信 教授
（学科長） 
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電気電子工学の技術は、社会の

インフラを支える電力・エネルギ

ー分野やインターネットなどの

情報・通信分野だけでなく、ロボ

ット・電気機器などの制御、コン

ピュータ・携帯電話やそれに用い

られる電子デバイス開発など多

くの産業で必要不可欠なもので

あり、さらに教育、環境、医療、

福祉、娯楽など様々な分野に関わ

っています。 

このように電気電子工学技術を必要とする分野は広範

囲にわたり、今後もますます広がっていくものと予想され

ます。したがって、電気電子工学を学びその知識と技術を

習得することは、技術者としての活躍の場を広げ、社会に

貢献できる大きな可能性を生むといえるでしょう。 

本学科では、電気電子工学技術を基礎からしっかり学べ

るバランスよいカリキュラムが組まれています。皆さんも

本学科で電気電子工学を学び，社会で活躍できる技術者を

目指してみませんか。希望に満ちた皆さんと一緒に学べる

ことを心待ちにしています。 

毎日の暮らしの中で「電気」が

ない瞬間を想像できるでしょう

か。電気電子技術はわたしたちの

社会基盤を大きく支えています。

例えば、その中の 1 つに情報通信

技術があります。その恩恵にひた

っている中では気づきにくいで

すが、試しに携帯電話やスマート

フォンの電源を切ってみてくだ

さい。みなさんはその状態をどれくらい長く続けられます

か？その依存度の大きさに改めて気づかされるのではな

いでしょうか。 

技術が進歩し、それによって新しい価値が生み出され、

それが当然のように利用されることが今後も続くでしょ

う。一方で、みなさんは次の世代を担って社会を築いてい

く立場にあります。次世代の人々の生活にも影響を与えう

る「未来の技術」をみなさんとともに作り出していけたら、

と当学科の教職員は思うのです。ヒトと環境にやさしい、

より良い社会を築くために貢献できる学科として、きめ細

かい支援を行なっていきたいと考えています。「電気電子」

の扉を開き、新たな世界でいろいろなことにチャレンジし

てみてください。 

主な資格取得情報 

資格

取得

・高等学校教諭一種免許状（工業）
・電気主任技術者（実務経験必要）
・技術士補（JABEE 認定修了者：昼間主のみ）

受験

資格

・電気通信主任技術者（一部受験科目の免除）
・第二種電気工事士（筆記試験免除）
・技術士（実務経験必要）

・2 級電気工事施工管理技術検定試験（実務経験必要）

最近の主な就職先（大学院修了者含） 

県

内

企業等 ＮＥＣソフト沖縄 (株 )
(株 ) ｴﾇ・ﾃｯｸ・ｼｽﾃﾑｽﾞ
(株 )沖電工
(株 )沖電開発
沖縄テレビ放送 (株 )
沖縄電力 (株 )
沖縄富士通
(株 )沖縄富士通ｼｽﾃﾑ・ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
沖縄菱電ビルシステム (株 )
金秀アルミ工業 (株 )
(株 )環境設計国建
(株 )興洋電子
興南施設管理 (株 )
(株 )国際システム
(株 )創和ビジネス・マシンズ
拓南製鐡 (株 )
日本流通システム (株 )
(株 )リウコム
(株 )那覇データ・センター
琉球放送 (株 )
(株 )琉球銀行

官公庁 財務省沖縄税関
沖縄県庁
沖縄県警察本部科学捜査研究所
琉球大学教職員

県

外

企業等 ｱｲｼﾝ・ｴｨ・ﾀﾞﾌﾞﾘｭ(株) 
アイティーアイ(株) 
ＮＥＣネッツエスアイ(株) 
ＮＴＴコムウェア九州(株) 
荏原環境プラント(株) 
関西電力(株) 
菊水電子工業(株) 
九州電力(株) 
(株)九電工 
(株)協和エクシオ 
(株)きんでん 
コアテクノ(株)  
(株)ｻｲﾌﾟﾚｽｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ 
サラヤ(株) 
ＪＦＥ物流(株) 
(株)シーテック 
(株)ジャパンディスプレイ 
(株)ﾃﾞｨｰ・ｴﾇ・ｴｰ 
ＴＣＭ(株) 
デンソーテクノ(株) 
東京エレクトロン九州(株) 
東京電力(株)  
(株)東芝 
東芝三菱電機産業システム(株)  
西日本旅客鉄道(株) 
日進電機(株) 
日本鉄道電気設計(株) 
日本特殊研砥(株) 
日本放送協会(NHK) 
日立ビルシステム(株) 
(株)日立製作所 
日立造船(株) 
日立ﾊﾟﾜｰｼｽﾃﾑｽﾞｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株) 
富士通ﾃﾚｺﾑﾈｯﾄﾜｰｸｽ(株) 
三重金属工業(株) 
三菱電機ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株) 
三菱電機ﾋﾞﾙﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ(株) 
(株)メイテック 
横河ｿﾘｭｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ(株) 
横河ﾌｨｰﾙﾄﾞｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ(株) 
菱栄テクニカ(株) 
六興電気(株) 

官公庁 経済産業省 

進

学

琉球大学大学院
佐賀大学大学院
大阪大学大学院
九州工業大学大学院
新潟大学大学院

(順不同 )

教員からのメッセージ�

比嘉 晃 教授

比嘉 広樹 准教授

演習の採点の様子 
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私が電気電子工学科を志望した

のは、携帯電話などの電子機器の開

発に関心があったからです。卒業研

究では、スマートフォンのディスプ

レイなどにも用いられている有機

エレクトロルミネッセンス素子の

研究に携わっています。この分野で

は、物理学・電気電子工学の知識は

もちろんのこと、化学に関する深い

知識も必要で、日々新しいことを学

びつつ、研究を楽しんでいます。 

  課外活動としては、電気電子工学科のメンバーが主体

となっている電子工作サークルに所属し、授業で習った

ことを実際に活用して、授業の合間や休みの日にアンプ

やバッテリーなどの電子機器を楽しく作製しています。

私は AO 入試で入学したこともあり、専門科目の勉強で

は苦労したこともありましたが、サークル活動などを通

してできるだけ多くの友人を作り、お互いに勉強しあう

ことで乗り切りました。皆さんも、大学へ入ったらぜひ

多くの友人を作って、公私ともども、楽しい大学生活を

満喫してください。 

みなさん、図工は好きでしたか？

ものを作るのは楽しいですよね。 

私が電気電子工学科に進学した

のは、漠然とではありましたが、「も

のづくり」がしたいと思っていたか

らです。電気電子工学科の講義を受

けて感じたのは、高校時代の授業と

理論の質が違うという事でした。大

学の講義で学ぶ理論は実際に「も

の」を作るための理論で、講義で学

んだことを使ってラジコンロボットやオーディオアン

プをつくる事ができました。 

電気電子工学科の勉強は大変ですが、一緒に乗り越え

る仲間がいます。試験の後は皆でワイワイ打ち上げで大

盛り上がりです。「一緒にがんばる仲間」を得られる学

科は中々無いでしょう。 

４年次になると研究室に配属されます。私が所属する研

究室では飛行船ロボットの開発やラジコンの自動制

御・モデリングなどを研究しています。研究室メンバー

同士で協力して研究に励んでいます。研究の合間に、皆

で研究用ラジコンで遊んでいるのは内緒です。 

 現在、私は沖縄電力株式会社に

勤務しております。沖縄電力は、

お客さまの暮らしや経済活動を

支える上で必要不可欠な電気を

安定的に供給することを重要な

使命とし、沖縄県を供給エリアと

した電気事業を展開しておりま

す。沖縄電力は様々な部門で成り

立っており、私の所属する研究開

発部は、昨今急務となっている地

球温暖化対策、再生可能エネルギ

ーの利用拡大に向けた研究等、持

続的成長を図る研究を推進しつ

つ、新しい価値の創造を目指した研究開発を推進してい

ます。その中で、私は現在宮古島に導入されている大規

模太陽光発電設備が電力系統へ与える影響を把握し、蓄

電池を用いた系統安定化技術を開発するための実証研

究業務に携わっています。実証研究では、試験内容を机

上で理論的に検証し、実際の設備を使って実践的に新し

い知見を得られることが一番のやりがいです。また、

様々な部門の方々と協力して仕事を進める楽しさも実

感することができます。このように、日々充実して業務

に取り組めるのは、電気電子工学科で得た知識やプレゼ

ンテーションの経験、コミュニケーション能力があるか

らだと思います。 

  大学では、様々な分野を学べるだけでなく、国内外の

多くの人と出会いを通して貴重な経験を得ることがで

き、自分の将来の可能性を大きく広げることができま

す。受験勉強は大変だと思いますが、是非大学へ入学し

て、素敵なキャンパスライフを送って下さいね。皆さん

の合格を、心より祈っています。 

 

 

卒業研究の様子 

� �先輩からのメッセージ� 卒業生からのメッセージ�

石川 岩道   

 （4 年次） 
上原 明恵 

2009 年 3 月卒業生 

沖縄電力株式会社 

柏 龍之介 
（4 年次） 
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情報工学科は、コンピュータサイエンスとコンピュータエンジニ

アリングに関する深い専門知識を備えるとともに現代社会の様々な

分野においてIT（情報技術）を活用できる高度情報通信技術者の養

成を行っています。 

 本学科のカリキュラムは、地域社会からの要望を満たすだけでは

なく、情報工学分野における国際水準の質と量を維持しており、卒

業後は、ITに力を入れている沖縄県内はもとより、国内外の様々な

分野での活躍が期待されています。高度情報通信技術者として長い

期間第一線で活躍するためには、単なる専門性だけではなく、積極

性、社会性、柔軟性、コミュニケーション能力等を身につけること

が必須となります。本学科のカリキュラムは持続可能な高度情報通

信技術者の養成を目的としているため、これらの多角的な能力の養

成も考慮して設計されています。また、国際的なLSIデザインコン

テスト、技術者英語プレゼンテーション能力養成セミナー、大学院

生・学部生融合プロジェクト演習、学生チームによる情報システム

の管理運営等、他大学にはない独自の事業を数多く実施しています。 

本学科ではシステム情報工学と知能情報工学の２大講座に、国内

外から情報工学分野の優れた研究者を集め、日常の研究成果を教育

に反映できるような教育体制を敷いています。 

 

【 システム情報工学講座 】 

本講座は、現代のコンピュータ工学の中核を成す要素技術である

ハードウェア及び計算機システムに関する分野で、論理回路の合成、

計算機アーキテクチャの原理、並列分散システムの設計、ネットワ

ークの原理、ヒューマンインタフェースの活用などに関する教育と

研究を行っています。また、コンピュータを効率良く利用する工学

技術としてのプラント制御、CAD、データベース、マルチメディア

等に関する教育と研究にも力を入れています。

教育理念 

幅広い教養と技術者倫理および情報工学の専門知識・実践力を備える

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技術者を

養成します。 

アドミッションポリシー 

情報工学分野（コンピュータ、知的情報処理、情報通信等）への強い関心と学習

意欲を持ち、将来、地域社会および国際社会で活躍する意欲のある人で、次の項

目のいずれかに該当する人材を求めています。 

1．一般入試（前期日程・後期日程） 

 十分な基礎学力を有する人で、 特に数学、 物理に優れている人 

2. 推薦入試Ⅱ 

 十分な基礎学力を有するとともに、 これまで自らの目標に向かって主体的に

物事を考え、 積極的に行動してきた模範的な人 

3. AO入試 

 一定の基礎学力を有するとともに、 これまで自らの目標に向かって主体的に

物事を考え、 積極的に行動してきた人、 高いコミュニケーション能力を持ち、 

本学科での学習意欲が特に強い人 

4. 私費外国人留学生入試 

 日本語による授業を理解できる十分な日本語能力と十分な基礎学力を有する

人で、特に数学、物理に優れている人 

5. 第３年次特別編入学入試 

  情報工学に関する基礎的な学力を有し、 さらに深い専門知識と高度な技術を

身につけたい人 

学習・教育目標 

自律性 自ら掲げた目標を達成するために計画的にかつ継続的に行動する。 

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。 

専門性 情報工学分野の専門的な知識を修得する。 

実践性 情報工学分野の実践的な技術を修得する。 

基礎学力 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。 

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。 

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。 

課題解決能力と創造性 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。 

情報工学科      http://www.ie.u-ryukyu.ac.jp 
学科概要 
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カリキュラム 

【 知能情報工学講座 】

人間に近い高度なコンピュータの実現を目指した人間の知識の獲

得、認知、学習、推論方法の解明とそれに基づく高度情報処理など、

いわゆる人工知能と呼ばれる分野で、そのためのハードウェア、ソ

フトウェア及びその応用分野である知的制御に関する教育と研究を

行っています。

情報工学科のカリキュラムの特徴は、情

報工学の基礎となるコンピュータのハー

ドウェアおよびソフトウェア分野全般を総

合的に教育することから始めることにあります。総合的科目を学習

することにより、まずトップダウン的に情報工学の学問分野全般を

見渡すことができ、高学年において深く専門分野の学習を行う際に

各科目の位置付けを明確にすることができます。

 １年次終了時の学習の到達度としては、基本情報技術者試験に合

格できる程度を目指しています。２年次になると、より専門性の高

い情報工学のコア科目であるオペレーティングシステム、アルゴリ

ズムなどを学習していきます。また、１・２年次では、「プロジェク

ト・デザイン」を開講し、グループ研究により創造性を発揮するた

めの技法を学びます。実験・実習科目は４年間必修であり、学外研

修に２年次から参加できるのも本学科の特色です。３年次では、最

先端の IT技術に対応した実践的な実験演習を行い、ロボティクス、

LSI 設計、ネットワークゲーム作成など最先端技術を修得します。

４年次に実施されるセミナーと卒業研究は４年間の集大成であり、

一年を通して各研究室に配属され、教員の指導を受けながら情報工

学分野の研究を行います。また、英語による卒業研究発表を実施す

るなど英語教育も強力に推進しており、国際的なコミュニケーショ

ン能力の向上を図っています。

討論型式の講義風景 
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                              学科システムの構築と管理 

Easy Package プロジェクト 

情報工学科では、Easy Package と呼ばれる Mac OS X 用の日本

語 UNIX 環境構築パッケージ・インストーラを提供しており、各種

の学習・開発環境を簡単にインストールすることができます。この

UNIX 環境を中心にコンピュータの学習を進めつつ、パッケージ

をインターネットを通じて広く一般に公開しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LSI デザインコンテスト in 沖縄 

LSI デザインコンテスト in 沖縄は、情報工学科ファイヤー和田知

久教授を中心として毎年３月に沖縄で開催される、学生（修士以

下の大学生、高専生）を対象とした HDL(VHDL, VerilogHDL) を

用いた共通設計課題で競う唯一の国内デジタル LSI 設計コンテ

ストです。現実的なアプリケーションを題材としたオリジナルの課

題に対し、大学院・大学・高専らの学生が３人以下のチームを結

成して、処理アルゴリズムやアーキテクチャを競います。近年は、

国内のみならずアジア地域の海外学生の積極的な参加により国

際化されたコンテストに成長しました。

さらに、本コンテストはＣＱ出版社と琉球大学工学部情報工学科

とのコラボレーションにより、社会人部門としてＣＱ出版社主催デ

ザインウェーブ設計コンテストと併催で行われるようになりました。

コンテストの結果は例年「CQ 出版社技術雑誌」に特集として掲

載されています。 

これまで出された設計課題は、

２００１年：「デジタル CDMA レシーバ」 

２００２年：「差集合巡回符号エラー訂正回路」 

２００３年：「静的ハフマン符号用の可変長デコーダ」 

２００４年：「共通鍵暗号ＡＥＳ用ＳｕｂＢｙｔｅｓ変換回路」 

２００５年：「デジタル FM レシーバー」 

２００６年：「２次元積符号繰り返しデコーダ」 

２００７年：「６４点高速フーリエ変換回路」 

２００８年：「RSA 暗号化器と復号器」 

２００９年：「Small RISC プロセッサ」 

２０１０年：「BCH エラー訂正デコーダー」 

２０１１年：「画像圧縮システム」 

２０１２年：「フレキシブルフーリエ変換回路」 

２０１３年：「HW と SW を駆使した雑音除去システム」 

２０１４年：「HW と SW を駆使した雑音除去システム PartⅡ」 

となっています。

情報工学科では、学科内の計

算機システム及びネットワーク

システムは、学生が主体となっ

て構築から運用管理まで行っ

ています。学生は実際に稼働

している Web サーバーやメー

ルサーバーなどを管理する経

験を通して、実践的なスキルを身に着けることができます。また、

情報工学科では最先端の機器が導入されており、講義や実験で

それらを活用することで、高度な研究や教育に役立てています。 

 

^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

           

 

  

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

教育・研究環境

授業風景 Edy 電子錠

 PS3 ゲームプログラミング実験 VLSI シミュレーション

電子回路とロボット制御 による組み込みシステム製作実習

ゼミ風景 

LSI デザインコンテスト 「情報社会と情報倫理」宿泊集中講義

FPGA
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 高等学校教諭免許(情報) 取得 

大城 海斗 

(2年次)

仲村渠 亨 

(3年次) 

松田 朱子 
(4年次) 

先輩からのメッセージ

教員からのメッセージ

高等学校教員免許状（情報）を取得することができます。（教科及び教職

に関する科目から必要単位を取得する必要があります） 

皆さん、携帯電話をお持ちですか。パソ

コンを使った事がありますか。インターネ
ットにアクセスしたことがありますか。現
在は、いつでもどこでも世界の情報を瞬時

に得られる時代になっています。私たちの
生活や仕事、身の回りにおける情報技術の
発展には目を見張るものがあります。少し

堅い言葉で言うと、「情報の蓄積、流通、処
理」についての人類の知恵の集積が、皆さ

んが今、便利に情報を操作していることに
つながっているのです。これは、各種端末機械、コンピュータの情報処理
能力の飛躍的向上、ヒューマンインターフェイスの柔軟化、そしてインタ

ーネットに代表されるネットワークインフラの充実によるものです。企業
はもちろん、教育であれ、医療であれ、生産性が重要な農・漁業等の分野
であれ、人間の生活や生産に関わる限りこのような情報技術の恩恵に浴し

ないものはありません。 
 この技術革新をさらに進める人材、利用技術を開発する人材が地域や国
際社会から求められています。すなわち、情報に関わる最先端技術を研究・

開発する人、また、情報技術を効率よく運用することのできる柔軟な技術
者を現代社会は必要としているのです。本学科では、情報に関する基礎理
論から応用技術、さらに最先端技術まで学ばせることで、広く社会で活躍

できる技術者を養成しています。また、大学院では、高度な技術者そして
研究者を養成するためのカリキュラムを提供しています。一緒に情報イン
テリジェンス改革の一翼を担ってみたい方を歓迎します。 

皆さんこんにちは。私は入学する前、専

門的な知識やスキルはなにもありませんで

した。パソコンを使うことに興味はあるが、

今からでも学ぶことはできるのか？という

不安な気持ちもありました。しかし、入学

してみると、詳しい人よりも初心者のほう

が多く、みんな情報工学に興味をもった初   

心者として、基礎的な知識から共に学び始めることができました。大

学での勉強は難しいので1 人だと挫折しがちですが、情報工学科には

学年ごとの自習室があるので、1年次のころから仲間と課題をしたり、

勉強に励むことができます。また、先輩方とも気軽にコミュニケーシ

ョンが取りやすい環境なので、知識豊富な先輩方と仲良くなったり、

助けてもらう機会もたくさんあります。情報工学科での学生生活は充

実していてとても楽しいですよ！一言に情報工学と言っても、ソフト

ウェア技術や人工知能、ネットワーク技術等、他にもたくさんの技術

や分野があります。幅広い知識について、基礎から応用まで学ぶこと

ができる情報工学科で、個性的な仲間たちと楽しい学生生活を過ごし

てみませんか。 

情報処理技術関係の試験 
ITパスポート試験 基本情報技術者試験 

応用情報技術者試験 ITストラテジスト試験 

システムアーキテクト試験 プロジェクトマネージャ試験 

ネットワークスペシャリスト試験 データベーススペシャリスト試験 

エンベデッドシステムスペシャリスト試験 

情報セキュリティスペシャリスト試験 

ITサービスマネージャ試験 システム監査技術者試験 

CCNA（Cisco Certified Network Associate） 

最近の主な就職先（大学院修了者含） 
 

企業等 

NECソフト沖縄、オーシーシー、沖縄電力、沖縄日立ネット

ワークシステムズ、沖縄フォーサイト、沖縄富士通システム

エンジニアリング、沖縄セルラー株式会社、岸本情報システ

ム、 国際システム、サムズインターナショナル、ステーシ

ョンピー、日本流通システム、マグナデザインネット、沖縄

テレヒ、レキサス、創和ビジネスマシンズ、沖縄銀行、コア

テクノ、沖縄県保証協会、JA沖縄、他多数 

官公庁 北中城村役場、 知念高校、 宮古高校、 美来工科高校、 OIST、

他 

 

企業等 

IBM ソリュージョンズ、YAHOO JAPAN、アストロデザイン、

ウイルコム、 NTTコミュニケーションズ、NTTデータ、NTT

データカスタマーサービス、NTTデータシステム、NTTネオ

メイト、NTTドコモ九州、NTT西日本、沖ネットワークエル

エスアイ、科学情報システムズ、キーウェアソリューション

ズ、IIJテクノロジー、日本電気、ジュピターテレコム、新

日鉄ソリュージョンズ、ソニー・コンピューターエンタテイ

ンメント、ダイキンエンジニアリング、タップ、デンソーテ

クノ、東芝、トヨタコミュニケーションシステム、ニイウス

コー、日本アドバンストシステム、日本システムウエア、日

立ハイブリッドネットワーク、VSN、富士ソフト DIS、富士

通ゼネラル、富士通ソーシアルサイエンスラホラトリ、ベー

シックデータ、ヤンマー、横河電機、リクルートスタッフィ

ングエンジニアビュー、アップルジャパン、トヨタテクニカ

ルデベロップメント、他多数 

進学 東京大学大学院、 筑波大学大学院、琉球大学大学院、他 

和田 知久 教授 

（学科長） 

　情報工学科では1年次の前期から専

門的な講義があり、入学した直後から

情報工学科に来た実感が湧きます。

MacBookを使った授業がほとんどのた

め、Windowsしか使ったことがないと

いう人は戸惑うかもしれません。僕も

そうでした。しかしソフトウェア演習

Ⅰでは基本的なコンピュータの使い方

に加え、その後の情報工ライフに必要

な知識を得ることができるので、何の心配もありません。1

年次の後期ではRobocodeという、学生自身がプログラミング

した戦車同士で戦うゲームを講義の中で行います。友達と競

い合い、楽しみながらプログラミングを学べるので、この学

科に来てよかったと思うこと間違いなしです。他にも、グル

ープごとに分かれてプレゼンテーションを行う講義や、技術

者および社会人としての倫理を学ぶ講義などがあります。余

談ですが、情報工学科には他の学科にはないあるものがあり

ます。それは、学年ごとに割り当てられたとてもとても快適

な自習室です！入学して、講義の課題をやる時や、ちょっと

疲れた時、または友達との交流の場としてぜひ自習室を活用

しましょう！最後に，情報工学科では多くのことを経験でき

れは将来の自分にとって役立つものになるはずです．情報工

学科で有意義な大学生生活を過ごしてみませんか．  

　未来のie生の皆さんこんにちは。迷っ
てるくらいなら、是非琉球大学工学部情
報工学科へ。ってぐらいオススメの学科
です。そもそも情報工学科って何すると
ころ？って思う方もいるかもしれませ
ん。情報工学科は一言で言うと「パソコ
ンのプロ」になるための学科です。その
ためにはまず1,2年次で基礎的なプログ
ラミング技術を学びます。普通校の皆さ
んはここで一度躓くかもしれません。し
かし、琉球大学情  報工学科には優しい

先生や先輩であふれています。特に先輩方は優しさの塊です。
私自身も普通校出身で情報工学科に入る前はパソコンの知識は
ほとんど0でした。そんな私でも先輩方の指導のもと、日に日
にプログラミングの技術は向上していけました。優しい先輩方
は自ら1年次に声掛けしてくれるので、そのチャンスを見計
らって質問ればいいのです。3,4年次になると、ある程度のプ
ログラミング技術はついてくるので、自分の興味を持った分野
をさらに専門的に勉強することも可能です。今で言うスマホア
プリを開発することだって可能です。ネットワーク環境を一か
ら自分で作ってWebサービスを立ち上げたり、ロボット開発を
してロボコンに出場したりと、進める道は様々です。少しでも
パソコン関係に興味のある人は是非琉球大学情報工学科に入学
して最高の学生生活を満喫してみませんか。
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高度に進歩した科学技術は、自然環境や人間社会に大きな影響を与え、変化させています。現代、科学技術に携わる者に

は人類と環境の共生を追求することが要求されます。 

 本研究科は、社会の要請に応えるために学問の総合化、学際化を通して新しい研究分野の開発を進めています。自らの資

質を高め、高度な専門知識を自ら修得し、広い視野と国際感覚を兼ね備えた創造力豊かな研究者の養成に努めています。社

会人入学制度により、意欲的な社会人に大学院の門戸を開き、高度な教育研究の機会を提供しています。多数の留学生を受

け入れ、国際的な要請にも応えています。一般留学生の他に英語で授業を行う特別コ－スがあり、一層の交際貢献に努めて

います。 

 大学院は、学部の上に積み上げられた博士前期課程と博士後期課程から成ります。院生は、研究室において、学部で学ん

だ専門知識や研究成果をより一層深めます。そして、更に未知の分野に新しい展開を試み、問題解決の能力を磨きます。 

 

 

博士前期課程

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

アドミッションポリシー 

・機械工学およびその関連領域において、十分な基礎学力を有し、高度な専門知識や技術を修得することによって、

広く国内外で活躍する意欲のある人材を求めます。 

自然と調和し安全で快適な社会基盤施設、建築物、それらの集合した都市について、高度な技術の修得と研究に意欲

を持って取り組む次のような人を求めます。  

・電気電子工学に関する幅広い基礎知識を有し、さらに高度な専門知識を修得して将来、技術者・研究者として社会に 

貢献したいという意欲のある学生を求めます。

情報工学、数学および英語の基礎学力を有するとともに、以下の項目に対して強い向学心を持っている人を求めます。  

大学院理工学研究科（工学系） 

【機械システム工学専攻】 

【環境建設工学専攻】 

【電気電子工学専攻】
 

【情報工学専攻】
 

（1）安全で豊かな社会の建設に関わる高度な技術の修得と研究に取り組もうとする人 

（2）人間社会と環境の関係についての高度な技術の修得と研究に取り組もうとする人 

（3）グローバルな視点に立った専門家として社会貢献することに価値を見出す人  

（1）情報工学分野の深い知識と応用力  

（2）広い視野と柔軟性を持ち

（3）情報工学分野の課題設定を行い解決する能力  

（4）コミュニケーション能力、リーダーシップ能力

関連分野あるいは異分野を理解する能力  
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機械システム工学専攻                  

本専攻は、材料システム工学講座、熱流体工学講座、数理機械工学講座の３講座で構成し、ものづ

くりや設計の基盤技術である材料、エネルギー、応用力学、制御工学、加工学等に関する理論と技術を

修得した専門技術者・研究者を養成します。 

 

【 材料システム工学講座 】 
本講座の教育研究は、材料学、材料力学、設計システム

工学、加工システム工学、機械システム動力学の分野で行

っています。 

【 熱流体工学講座 】 
本講座の教育研究は、熱工学、流体力学、熱移動工学、

流体機械学、エネルギーシステム工学の分野で行っていま

す。 

【 数理機械システム工学講座 】 

本講座の教育研究は、計測工学、制御工学、機械基礎

工学、高エネルギー加工学の分野で行っています。 

 

 

機械システム工学科では工

学の基礎からより専門的な知

識までものづくりに関する幅

広いことを学べます。機械シス

テム工学専攻ではさらに踏み

込んだ研究を自ら設定し取り

組むことになります。自発的・

積極的に活動していくのでや

りがいが感じられると思います。 

また、私が課外活動として参加した ET ロボコンとい

う LEGO を使ったロボット競技では、工業数学やプログ

ラムなどの知識をつかって、ロボットを動かすプログラ

ムをつくります。仲間と共に試行錯誤し、ものづくりを

することは非常に有意義な時間になると思います。ぜひ

機械システム工学科、機械システム工学専攻で充実した

学生生活を過ごしてください！ 

 

複合材料の疲労試験風景 

高温に強い複合材料に用いるバガス繊維の抽出実験風景
 

エンジンの燃焼実験風景
 

 

専攻概要 

  先輩からのメッセージ 

増田 和人 
博士前期課程２年 
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環境建設工学専攻              

本専攻は、環境計画学講座、設計工学講座、環境防災工学講座の３分野で構成され、自然と

調和のとれた安全で豊かな社会を建設するための土木工学、建築学を中心とした高度な専門知

識を有する人材の育成を目的とします。 
 

【環境計画学講座】 

本講座では、環境計画、土木計画、防災計画、建築計画、建築

設計、建築理論、都市計画、地域計画、生活空間計画、コミュニ

ティプランニング、都市・建築環境工学、音響工学などの分野の

教育・研究を行っており、社会を取り巻く様々な問題に対して迅

速に対応できる人材の育成を目指しています。また、地球環境を

システムとして捉え、環境管理および環境保全に関する土木・建

築計画学的な知見ならびに技術者の負うべき社会的責任につい

て考究します。さらに、世界の社会・経済状況を踏まえた上で、

亜熱帯島嶼圏に位置する沖縄における水、エネルギー、食料の確

保の方策と産業振興のあり方等の研究も行っています。 

 

【設計工学講座】 

本講座では、安全・安心な社会の実現に向けて、亜熱帯海洋性

環境における土木・建築構造物の長寿命化技術やライフサイクル

コスト最小化技術、さらには自然環境と調和のとれた快適で安全

な構造物の設計を目指し、構造力学、橋梁・構造工学、材料学、

構造設計、計算力学等の分野の基礎的な教育・研究を行っていま

す。また、既存RC構造物の耐震補強･改修技術と地震被災直後の

応急･緊急補強工法の研究開発、塩害損傷RC構造の弾塑性挙動に

関する実験的研究および持続可能な循環型社会のための土木・建

築材料の開発・設計などの研究にも取り組み、基礎から応用まで

の一貫的な教育・研究を行っています。 

 

【環境防災工学講座】 

本講座は、海岸工学、河川工学、地盤工学、土木基礎構造、建

築基礎構造、耐風・耐震工学など環境と防災を核とする教育・研

究を行っています。環境に係わる研究としては、沿岸生態系、河

川生態系をはじめ水圏の環境と生態系の研究を行っています。防

災に関しては、自然環境と調和する沿岸防災技術の開発、ハード

とソフトを統合した高度防災システムの研究、赤土流出防止技術

開発、地すべり解析、石積みアーチの耐力評価、琉球列島地殻変

動解析、建物周りの乱流境界層風洞実験、地震時における砂地盤

の液状化実験、砂地盤の流動化実験、上向き浸透流による砂地盤

のボイリング現象に関する実験等の研究を行っています。 

波によって消えた村道の原因究明 

街路空間の熱環境を測定した熱画像 

（那覇市与儀） 

RC 造建築物の耐震実験 

専攻概要 
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電気電子工学専攻             

 

 本専攻は、電磁エネルギー工学講座、電子物性工学講座、電子システム工学

講座の3講座から成り、社会的ニーズに対応した電気電子工学分野に関する最

先端の教育研究を行い、高度な専門的知識と技術を備えた創造性豊かな技術者・研究者を育成するこ

とを目的としています。 
 
 

【電磁エネルギー工学講座】 
 本講座では、エネルギー変換工学、電気機器工学、電力シス

テム工学、パワーエレクトロニクスに関する分野について以下

に示す教育研究を行っています。電気自動車の制御、電気機器

の安定問題とその特性改善法、FPGAを利用したモータの高性能

制御、電動機の高速化及び最適制御システム、電力系統の安定

化制御、共振形インバータ・コンバータ、自然エネルギー（太

陽光、風力）の有効利用システム、電力系統の最適運用、雷サ

－ジ等の伝播現象解析、高電圧機器の絶縁解析、放電シミュレ

－ション、外部絶縁設計の基礎研究、電力用磁性材料の開発お

よび特性改善に関する研究、各種磁気測定器の開発、磁気セン

サおよびアクチュエータ材料の開発およびその有効利用に関

する研究、電子サイクロトロン共鳴プラズマの生成・制御法お

よびプラズマプロセスへの応用。 

 

【電子物性工学講座】 
 本講座では、電子物性工学、電子デバイス工学、量子力学、

電子回路、集積回路に関する分野について以下に示す教育研究

を行っています。CdTe半導体放射線検出素子の開発、ダイヤモ

ンド状炭素薄膜の作製法とその物性評価、化合物半導体の格子

欠陥と結晶評価、ポーラスシリコンの構造と発光現象及びその

デバイスへの応用、MOSトランジスタを用いたVLSI向けの新し

い多値論理回路の構成と、それによる論理回路網の合成、薄膜

Si関連材料デバイス（薄膜トランジスタ、光センサ、太陽電池

等への応用）、量子計算機用デバイスの物性とエミュレーター

設計製作、量子計算アルゴリズムの開発、有機エレクトロニク

スデバイス（有機EL、有機薄膜太陽電池など）の開発。 

 

【電子システム工学講座】 
 本講座では、制御工学、システム工学、計測工学、電気及び

光通信工学に関する分野について以下に示す教育研究を行っ

ています。計算知能工学、光ファイバ最適設計、光ファイバ伝

送工学、光ファイバ計測、光応用センサ、光ファイバレーザ、

波動信号処理、リモートセンシング、非放射性誘電体線路、有

限要素法を用いた導波路の数値解析、ハウリングキャンセラな

どの適応ディジタルフィルタの構成、ロバスト制御、H∞最適

制御理論、パソコンによる倒立振子及び磁気浮上系の安定化制

御、モデム及び制御器の低次元化、ディペンダブルシステム、

誤り検出符号の構成、リカレントネットワーク、情報源符号化

とハードウェアアルゴリズム、ディジタル制御VLSIプロセッ

サ、コンピュータアーキテクチャ、多値論理、様相論理、機能

的電気刺激、無線通信工学、リコンフィギャラブルシステム（再

構成可能回路）。 

真空アーク放電実験 

RF スパッタリング
 

無線通信実験
 

専攻概要 

25University of the Ryukyus 2014



26 Faculty of Engineering



博士後期課程 
 
生産エネルギー工学専攻                
 

 

生産エネルギーの研究に関係する理工学分野に強い関心を持ち、国際的な研究者、技術者として世界をリードする意欲

のある学生を求めます。 

 

 本専攻は、生産開発工学講座及びエネルギー開発講座の2講座からなっており、新機能性材料、強

度評価法及び加工技術に関する分野と太陽光（熱）、風力等の自然エネルギーを中心としたエネルギ

ー開発・利用技術に関する分野及び亜熱帯島嶼環境保全・構造物の耐震・耐久性等に関する分野につ 

        いて教育研究を推進しています。 

【生産開発工学講座】 

先端材料開発、材料設計と評価、新物質の創造、

未利用資源に関する研究開発を推進しています。 

【エネルギー開発工学講座】 

熱と流体の現象、エネルギー変換、自然エネル

ギーの有効利用、太陽光発電や風力発電を電力系

統に取り組む場合の問題解析、波浪・大雨・強風

等の自然エネルギーの特性評価に関する研究開発

分野を推進しています。 

 
 
総合知能工学専攻                   

 

 

   環境情報工学及び電気情報工学分野に関する幅広い基礎知識を有しており、さらに高度な専門知識を修得して将来，技

術者・研究者として社会に貢献したいという意欲ある学生を求めます。 

 

本専攻は、環境情報工学講座及び電子情報工学講座の2講座からなっており、最新の先端人

工知能技術を基軸に、従来の電気電子情報、環境設計、機械制御工学等の分野を有機的に融

合し、これらの境界領域も含めた知能ロボット、住宅環境設計等のインテリジェント技術、

高度情報処理技術の開発に関する教育研究を行っています。 

【環境情報工学講座】 

環境建築計画、都市計画システム、熱地

環境建築デザイン、社会空間システム、計

算知能工学、生体情報学、ソフトウェアシ

ステム、並列・分散システムの研究開発分

野を推進しています。 

【電子情報工学講座】 

システム制御工学、計測回路システム、

光ファイバ伝送工学、システム安定性、知

的システム、最適システム設計の研究開発

分野を推進しています。 

  

地域資源を活用した 

放電プラズマ焼結体の作製 

電磁波でセラミックスを焼結 

 

６角形フォトニック結晶ファイバの

光パワー分布 

２次元画像[左]&３次元画像[右]

 

脳波を用いたロボットの制御実験 

専攻概要 

専攻概要 

アドミッションポリシー 

アドミッションポリシー 
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キャンパスライフ 
 

楽しく有意義な４年間を過ごせるように、 

琉球大学工学部は皆さんをサポートします。 

 

皆さんが大学に入って最も気になることだと思いますので、学年ごとに簡単に紹介 

します。なお、学科やコース毎にカリキュラムが異なりますので、詳細は学科ホーム 

ページ等をご覧ください。 

 

１年生・・・ 入学して１年目は、主に教養を広げ見識を深めるための共通教育を履修します。これは人文科学・社会科学・自 

         然科学に関する科目や琉大特色科目が開講されていますので、ある程度自由に興味のある分野を学ぶことが出来 

         ます。これに加え、工学の基礎となる数学系科目、英語などの外国語科目が開設されており、学科やコース毎に 

                 導入的な科目も履修していくことになります。 

２年生・・・ ２年生になると専門の講義や演習、実験・実習が増えてきます。高校までの勉強とは違った感じになるため、戸 

         惑うこともあるかもしれませんが心配はいりません。ティーチングアシスタントとして大学院生が授業のサポー 

                 トをしてくれたり、オフィスアワーとして教員が授業などの質問を受け付ける時間を設けていますので、分から  

                 ないことがあれば気軽に質問できる環境を整えています。 

３年生・・・ ３年生になるとほぼ全てが専門の授業になります。この頃になると就職の準備もしなければいけませんが、工学 

         部では現業実習やインターンシップとして、官公庁や民間企業等に行って実際の仕事を体験できる授業も準備し           

                 ています。社会に出るまでの準備として、また今後の進路選択に大いに役立ちます。 

４年生・・・ ４年生になると１年間をかけて卒業研究を行い、最後には立派な卒業論文や卒業設計を行い、その内容を発表し 

         ます。 

＊ ４年間を通じて同じ先生方が指導教員として皆さんをサポートしてくれます。具体的には、入学時の修学指導、 

  履修計画、就職支援など、色々な相談にのってくれます。 

 

 

皆さんが安心して充実した４年間を過ごせるように、学費等の経済的支援、 

健康管理について紹介します。 

 

経済的支援 

奨学金制度：学業成績が優秀であるにもかかわらず、経済的理由により修学が困難な学生は、奨学金制度を利用し、学資の援

助を受けることができます。現在本学では、日本学生支援機構（旧日本育英会）、琉球大学後援財団、地方公共団

体・民間の奨学財団等の奨学金を取り扱っています。 

  学 費 免 除：経済的理由によって授業料納付が困難であり、かつ学業優秀と認められる場合は授業料が免除されることがあり 

       ます。但し、授業料をいったん納付した者は、免除申請はできません。 

 ※参考：平成 2６年度 学部（昼）授業料 535,800 円 入学料 282,000 円。 

     それ以外の授業料等については下記を参照してください。 

 http://www.u-ryukyu.ac.jp/internal/campus_life/schoolfees/schoolfees.pdf （平成 2６年4 月1 日現在） 

 

健康管理 

本学には学生の心身の健康の保持、増進を図ることを目的として保健管理センターが設置されています。ここでは、医師・

カウンセラー・看護師が皆さんの相談にいつでも対応しており、心身両面にわたる指導助言を行っています。 

 体の健康管理（健康相談）：定期健康診断のほか、健康相談およびけがや病気の応急処置等を行っています。 

心の健康管理（学生相談）：修学上の諸問題、対人関係、生き方に関すること、漠然とした不安など、心理的な悩みがあると

きは気軽に保健管理センターを利用してください。専門のカウンセラーが相談に応じています。

なお、相談内容は外にもれる心配は全くありません。 

 

 

修学について

福利厚生について
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工学部には多くの沖縄県外出身の学生が在籍しています。皆さんの中にも初め

て１人暮らしをする方も多いと思います。ここでは、宿舎・アパート、アルバ

イトについて紹介します。 

宿舎・アパート 

キャンパス内の工学部に近い場所に学寮（千原寮）があり、日常生活は非常に便利です。全て個室で、広さは約９m²、諸経費は寄

宿料・維持費・高熱水料をあわせて月額 1～1.5 万円程度です。また、混住型棟は月額 1.5～2 万円程度です。詳細は学寮事務室

(TEL:098-895-8133)からパンフレットを取り寄せてください。 

一般のアパートやマンションの賃料は、工学部周辺の相場で、１ルームで 3～4 万円台（駐車場含）、2DK で 4～6 万円台（駐車

場含）の価格帯が多いです。他の大学周辺に比べても非常に安い物件が多くなっています。 

アルバイト 

本学の学生部では、アルバイトの相談や紹介を行っています。時給は、家庭教師で 1,200 円（小学生）～1,700 円（高校生）程

度、労務・軽作業で 664～800 円程度、事務で 664～850 円程度です。なお、この金額はあくまで目安です。沖縄県の最低賃金

は 664 円（平成 25 年 10 月 26 日現在）です。また、アルバイトは学業の妨げにならないように注意してください。 

 

 

年次指導教員や就職センターでは進路について指導や助言を行っています。

 

琉球大学では、年次別・学科（コース）別に指導教員がいて、皆さんの進路について指導や助言を行っています。また、就職セン

ターでは、就職ガイダンスや同窓会による職業懇話会などを開催しています。学内に沖縄県キャリアセンターのサテライトが設置さ

れており、いつでも就職に関する相談ができる環境を整えています。 

日進月歩の技術革新や日本の科学技術立国へ向けた取り組みなど、より高度な技術をもった人材が求められてきています。このた

め、工学部でも大学院教育に力をいれています。学部の４年間で学んだことを基礎として、さらなる専門技術の教育と実社会に適用

できる研究活動を行っています。最先端の研究に加え、沖縄だから、琉球大学工学部だからできる研究も数多く行っています。 

 

 

 

 

 
 

 

機械システム 

工学科 

2３年度 98 31 51 44 86 16 

24 年度 86 25 46 45 98 15 

25 年度 103 23 65 59 90.8 15 

環境建設 

工学科 

（土木コース） 

2３年度 39 9 23 22 96 7 

24 年度 37 7 20 18 90 10 

25 年度 26 6 17 15 88.2 3 

環境建設 

工学科 

（建築コース） 

2３年度 41 8 18 18 100 15 

24 年度 49 11 27 21 78 11 

25 年度 47 10 26 24 92.3 11 

電気電子 

工学科 

2３年度 60 22 29 26 90 9 

24 年度 81 30 49 48 98 2 

25 年度 93 29 50 49 98.0 14 

情報工学科 

2３年度 54 29 18 15 83 7 

24 年度 49 24 20 18 90 5 

25 年度 52 21 25 21 84.0 6 

学部全体 

2３年度 292 99 139 125 90 54 

24 年度 302 97 162 150 93 43 

25 年度 321 89 183 168 91.8 49 

「その他」は就職を希望しない者、留学、大学院受験勉強、進路不詳などを意味する

（平成26 年 5 月 1 日現在）

沖縄での生活について

進路について

  後援会主催の 

    就職説明会 

就職率は約  9２%、大学院へ進学は約3人に１人
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琉球大学は、活気に満ちあふれた学生達の課外活動をサポートしています。

ボードゲームサークル 琉球大学全学弓道部

スポーツ同好会 琉大女子サッカー部 ACTY（アクティ）

アートクラブ 電子工作サークル

　主な課外活動団体を記します。学部・学科・学年を超え
た仲間との出会いや活動を通して、これから先の人生に
おいて貴重な経験をしてください。

電気主任技術サークル

課外活動団体

体育系 文化系

ウインドサーフィン部 法政エイサー

トライアスロン部 琉球大学管弦楽団

ダイビング部 八重山芸能研究会

琉球大学自動車部 TOEFLサークル

ゴルフ部　など約61団体 作物園芸部　など約47団体

課外活動について

　私たちは，創作活動を通じて，幅広

い視野を身に付ける目的で，創作物

の製作と発表を行っています．創作

ですので絵やイラストを描くだけで

無く，インテリアデザインや，木工作，

ライトアップ，またはイルミネーション

等様々な創作物を手がけており，琉

大祭などで展示会なども開催してい

ます．部員同士の交流も盛んですの

で，アートに興味のある方は気軽に

遊びに来てください．

　私たちは個々の「ものづくり」の知識お

よび技術向上を目的として活動していま

す．主に電子工作に関する調査研究や

電子工作物の製作を行っていますが，

それだけでなく，勉強会や報告会を通し

て部員同士の「ものづくり」に関する活

動の育成と奨励も行っています．また琉

大祭や関連する事業などにも参加して

「ものづくり」の普及に取り組んでいま

す．電子工作に興味ある人はぜひ遊び

に来てね！

スポーツ同好会は、40年続く伝統あるサーク

ルで、バレーボールとバスケットボールを中心

に行い、他にも野球やバドミントン、ゴルフなど

様々な種目も行います。経験者はもちろん、初

心者や女子も気軽に楽しめるサークルになっ

ております。また、休日や長期休暇では、バー

ベキューやキャンプ、渡嘉敷島での合宿など

アウトドアなレクリエーションなどのイベントも

頻繁に行っています。

　　アテネオリンピックでのなでしこジャパンの活

躍によって女子サッカーは広く認知されるように

なり、女子サッカーの人気も上昇しています。本

大学においては、2007年度に琉大女子サッ

カー部を開部し、部活動しながら勉学に励んで

います。なお、部活は水・金の週2回あり、基礎演

習やミニゲームをしています。皆さん、一緒に琉

大女子サッカー部で楽しく活動しましょう。

　ACTY（アクティ）は、工学部中心に全学部の

メンバー約40名からなるテニスサークルです。

先輩後輩の仲が良く、とても楽しく活動してい

ます。火・水・木・土の週４で活動しており、基礎

練習や試合をしています。テニス初心者の人も

たくさんいて、気軽にテニスをすることが出来

ます。テニスをしてみたい、上手くなりたいと

思っている人、ぜひACTYでいっしょに活動し

ましょう！！

　琉球大学全学弓道部は、毎週月・水・金曜

日の午後５時～８時まで、テニスコートの隣

の弓道場で活動しています。年に２回ほど

遠征し、県内の大会にも積極的に参加して

おり、ほぼ毎月何かしらのイベントがあり、

楽しく弓道をすることができます！大学から

弓道を始めた部員も多く、初心者の方でも

大歓迎です！大学から何か新しいことをや

ろう、と思う方は来てみてください！

　ボードゲームとは「電気を使わないア

ナログゲーム」の総称で、私たちは主に

海外産のボードゲームをプレイしてい

ます。初心者でもすぐ楽しめる簡単なも

のからやりごたえ十分なものまで幅広く

プレイしています。もちろん、わかりやす

くルールを説明するので初心者の方で

も安心して遊べます。日常では味わえ

ない知的遊戯を体験してみませんか？

　私たち電気主任技術サークルは、電気主

任技術者の資格取得を目指すとともに、電

気電子工学分野における課題について学

生同士で議論し合い、知識、対話力、人間

性等を高めることを目的に活動しています。

電気主任技術者試験の問題を解いてプレ

ゼン方式で回答していき、互いに電気に関

する専門知識を深めています。平成25年度

は、「朝日新聞主催第1回福島県再生可能

エネルギー普及アイデアコンテスト」へ作品

を応募し、入賞致しました。一緒に楽しく、電

気に関する知識を深め、社会へ貢献できる

スキルを身に付けませんか？
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