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大学へ入学した皆さんへ 歓迎のことば

皆さんが活躍する 21 世紀は，情報革命やバイオテクノロジー・ライフサイエンスなどが飛躍

的に発達し，人類に大きな恵みをもたらすことが期待されています。

一方で，地球規模の深刻な食糧問題と環境問題が生じ，生物資源の生産・開発・利用を調和

させ，人類と環境との持続的共存を図ることが緊急の課題となっています。それには農学の果

たす役割が極めて大きく，21世紀の農学は「人類の生存と幸福を目標に，土地，水圏，生物資

源の持続的・保全的な生産利用と環境保全技術に係わる自然科学及び社会科学の基礎から応用

にわたる学問分野」と位置付けられています。すなわち，食糧をはじめとする衣食住に係わる

生物資源の生産，利用と生産環境の保全にかかわる学問と技術を学ぶのが農学部です。

本学農学部生物生産学科では，亜熱帯に位置する特色を活かした様々な対象について学ぶ機

会が多く，わが国と熱帯地域とをつなぐ重要な役割を担っています。熱帯・亜熱帯地域は多種

多様な環境や社会，豊富で貴重な生物相・遺伝資源に恵まれていますが，熱帯雨林の破壊など

地球規模の問題が鋭く現れ，問題解決を模索すべき地域でもあります。まさに南にこそ農学の

新分野があり，南北の接点に位置する本学は君にわくわくするような知的冒険と創造の場を提

供します。

熱帯色にあふれ，青い海と豊かな緑に囲まれた生物生産学科で人類への貢献を目指して，皆

さんの青春を燃焼させてみませんか。

本冊子「最初の一歩」は生物生産学科へ入学した学生が円滑に勉学および研究を進めら

れるように，学科の内容，履修の方法などを説明し，また，入学後に皆さんの希望をかな

えるのに必要な情報を提供する目的で作成されました。
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生物生産学科とはどのような学科か？

本学科は，生物生産に関するバイオテクノロジーを総合的にとらえて，食料の生産に寄与す

るために，熱帯・亜熱帯の生物資源の開発・育成，生産技術及び流通，情報処理，農林経営経

済等の専門教育・研究を行い，幅広い知識と技術の修得を目指しています。これらの教育・研

究は５つの分野（講座）に分けられ，分野ごとに専門知識・技術が習得できるようカリキュラ

ムが編成されています。

本学科の５つの教育・研究分野

本学科で対象とする教育・研究分野はつぎのように挙げられます。

① 熱帯植物生産学分野

熱帯・亜熱帯の有用栽培植物の生理，生態，栽培技術及び病害防除について教育・研究を行

い，作物学，園芸学，熱帯果樹園芸学，熱帯植物病理学，植物ウイルス学などの科目が提供さ

れています。

② 育種学分野

動植物の遺伝資源の評価，活用，改良及び繁殖の理論と応用について教育・研究を行い，基

礎遺伝学，植物育種学，動物育種学，家畜繁殖学などの科目が提供されています。

③ 家畜生産学分野

熱帯・亜熱帯の家畜生産に関わる飼料生産と利用，家畜栄養と行動管理，畜産環境と家畜衛

生について教育・研究を行い，熱帯草地学，家畜生産機能学，家畜栄養学，家畜管理学，家畜

衛生学などの科目が提供されています。

④ 生産システム工学分野

理工学的手法による生物資源の生産から流通までの効率化及び商品質化について教育・研究

を行い，圃場機械学，農業システム工学，流通工学，生物材料工学，情報処理・制御工学など

の科目が提供されています。

⑤ 農林経営学分野

経営学及び経済学的手法による亜熱帯・島嶼環境下における農林業の経済構造の特質につい

て教育・研究を行い，農業経済学，農業経営学，農産物流通学，森林経済学，森林施業管理学，

森林政策学などの科目が提供されています。
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指導教員について

琉球大学には他大学に見られない伝統的な優れた制度として「学年指導教員」の制度があり

ます。これは，皆さんの修学指導，就職指導，相談相手等の役割を果たしています。具体的に

は，以下のようなことを通して行われます。

（1）オリエンテーション，懇談会関係

① 入学時の学科別オリエンテーション

② 指導教員と学生の懇談会（前学期・後学期各１回）

（2）修学関係

① 学期始めの履修登録確認表の押印に際しての履修指導及び履修状況の把握

② 効果的な学習方法等について指導

③ 休学，退学，復学，再入学等の相談

④ 転学部，転学科等の相談

（3）生活関係

① 奨学金，修学資金等願書提出に伴う推薦書の記載

② 学生の人間関係や学生の生活環境の改善と向上について指導・助言

③ 事故等の収拾及び解決のための世話

（4）進路関係

① 進路・適性に関する相談

② 準備活動等の指導

（5）その他

皆さんが大学生活の中で，困ったこと，相談したいことが生じたらいつでも気軽に，指導教

員に相談してください。指導教員は本冊子「最初の一歩」の 24 ページに示しています。

また，指導教員のほかにも，学生相談室（共通教育棟４号館１階）も設置され学生生活全般

について「何でも相談」できる相談員を配置しています。また，保健管理センターにはカウン

セラーがいて，多数の学生が気軽に相談に利用していますのでこちらも利用してください。

学生生活に関して，次のものが配布されています。これらも参考にしてください。

◇ 学生生活の手引

◇ 学生部だより

◇ 学生便覧

◇ 授業時間配当表

◇ 学生相談室案内

◇ 学生カード

◇ シラバス操作マニュアル

◇ カウンセリング・ルームのしおり

◇ 保健管理センターのしおり

◇ 学生教育研究災害傷害保険のしお

◇ 大学教育センターニュース

◇ アルハラ，ノン・ノン！

◇ エイズハンドブック

◇ 総合情報処理センターのしおり

◇ びぶりお（図書館報）

◇ 附属図書館概要

◇ 安全衛生マニュアル

◇ 農学部安全のてびき（農業科学概論の最

初の授業で配布）

◇ 就職活動ガイドブック（３年次に配布）

（備考）就職活動ガイドブック以外は入学式の日に配布しています。
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履修について

授業科目には，その内容により共通教育，専門基礎教育および専門教育の３つの科目群に分けるこ

とができます。専門教育の授業科目は主に２年次以上で履修することになりますが，共通教育の授業

科目は４年間を通して，皆さんのその時の興味や関心に応じ，また，皆さんの精神的な成長に合わせ

履修していくことになります。専門基礎教育の授業は理科系の専門教育を履修するための基礎になる

科目からなる授業で低学年時に，履修することになります。

生物生産学科では，学科に属する５つの研究・教育分野ごとに教育課程が編成されています。そし

て，教育課程ごとに授業科目を必修科目，選択科目および自由科目に分けています。授業科目を履修

し，試験および出席状況その他による成績の評価の結果，単位が授与されます。卒業するためには各

教育課程で定められた単位数を取得する必要があります。

1 年次 2 年次 3 年次 4 年次

共通教育

（必修科目，選択科目）

専門基礎教育 専門教育

（必修科目） （必修科目，選択科目，自由科目）

共通教育について

変動の激しい現代社会で生じる問題は，相互に複雑に絡み合っており，その解決や処理を進めるに

は，幅広い知識・情報だけでなく，知識探求の方法や情報の的確な収捨・処理の技術が要求されます。

共通教育の目的は，皆さんが時代の変化に即応できる能力や人間的教養を培うことによって，提起

される諸問題を積極的に解決していこうとする主体的な人間を形成することにあります。

そのために，共通教育は教養領域，総合領域および基幹領域の３領域から編成され，幅広い学習が

できるようにカリキュラムが用意されています。

履修にあたっては教養領域の健康運動系科目（３単位以上「健康と運動の科学Ⅱ」，「健康・運動実

技」を含む），人文系科目（４単位以上）および社会系科目（４単位以上），さらに基幹領域の情報関

係科目（２単位以上 情報科学演習を含む）および外国語科目（12単位以上 英語８単位以上，他の

一つの外国語４単位以上）が必修の単位ですが，後は皆さんの自由な選択に任せられます。

教養領域には，健康運動系科目，人文系科目，社会系科目および自然系科目があります。人文・社

会・自然系科目はそれぞれの系内にある諸科学の内容や特有な課題に精通し，問題解決に必要な固有

の知識や方法を身につけ，それらを現代的状況へ応用できる能力を養うことを期待しています。健康

運動系科目では，理論や実技を有機的に結合した授業科目や，皆さんの興味・関心に応じた多様な実

技科目を提供しています。

総合領域には，総合科目と琉大特色科目があり，総合科目はさらに，一般総合科目と高学年次総合

科目に分かれます。総合科目（一般総合科目と高学年次総合科目）は人文・社会・自然の３分野を横

断する現代的で重層的なテーマが設定されています。例えば「環境問題」や「キャリア概論」などで

す。また，複数の学部の教員が１つのテーマに対しそれぞれのアプローチでもって担当する総合科目

もあります。また，例えば「科学者とは何か－科学者の責任を考える」などのような，十分な専門的

知識を持った上で考えるべき複雑な問題を扱う科目が高学年次総合科目です。沖縄県の特異な歴史

的・文化的風土と自然環境，そして，そこで生まれ育った本学の建学の理念に焦点を当てて内容を編

成したものが琉大特色科目です。

基幹領域には，情報関係科目と外国語科目があります。どのような学問領域を専攻しようとしても，
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その基礎や土台をなす知識や技能が必要不可欠です。このような技能を養うのが，基幹領域です。外

国語は英語のほかに，ドイツ語，フランス語，スペイン語，ロシア語，中国語，朝鮮語，インドネシ

ア語，タイ語，ヴェトナム語，ラテン語，ギリシャ語が履修可能で国際色豊かとなっており，琉球大

学の特色の１つです。英語以外の外国語は，昔は農学部の学生はドイツ語を学ぶものだという時代も

ありましたが（現在の農学部教授の世代），皆さんは自分の興味がある外国語を学んでください。情

報関係科目は，あらゆる学問の基礎となる情報処理能力と日本語表現能力の訓練のために用意されて

います。「情報科学演習」は農学部の学生は必修になっているのでできるだけ早い時期に履修してく

ださい。

英語総合演習Ⅰ，Ⅱおよび英語講読演習Ⅰ，Ⅱは１年次の前期と後期でクラス指定されている組で

全員必ず履修してください。これらの科目を履修しないと２年次に英語の授業が登録できなくなりま

す。また，実業高校等の出身で高校英語の学習を十分に受けていない人は，特別のクラスが用意され

ているので，指導教員に相談してください（登録には指導教員の承諾書が必要です）。

その他の外国語は前期にⅠ，後期にⅡが続けて開講されるので同じ教員のクラスを履修してくださ

い。

共通教育の授業は主に共通教育棟で行われます。

専門基礎教育について

専門基礎科目は，理科系の専門教育を履修するための基礎になる科目から構成されています。ここ

で提供される科目は教養教育というよりは，むしろ専門教育を履修する上で基礎となる内容を含むと

考えられます。

専門基礎科目は先修科目と転換科目とからなります。先修科目は，理科系の専門科目を履修する前

に，必要条件として履修する科目です。この中には，化学Ⅰ・Ⅱ，微分積分学 STⅠ・Ⅱ，物理学Ⅰ・

Ⅱなどがあります。

しかし，皆さんの中には高等学校での科目履修のシステムや，入学試験の選択科目の選び方によっ

て高校数学（微分・積分など）や高校理科（化学，物理）を十分に履修していない人もいるでしょう。

そのままでは，先修科目や専門科目を履修するための基礎学力が不足です。そこで，高校から大学へ

の学習の補完を図るための転換科目が開設されています。転換科目には化学入門Ⅰ・Ⅱ，物理学入門

Ⅰ・Ⅱ，微分積分学入門Ⅰ・Ⅱがあります。転換科目を履修する際には指導教員に相談してください。

また，高校数学（微分・積分など）や高校理科（化学，物理）を十分学習していない人は卒業に必

要な単位数にこだわらず，これらの転換科目を履修することを進めます。生物生産学科の５つの研究

分野全てにおいて，専門的な学習・研究を進める際に，高校数学と高校理科は必要不可欠な知識だか

らです。

専門基礎科目は 10 単位以上（数学系を含む場合は９単位以上）履修する必要がありますが，必ず

生物系，化学系，数学系，物理系の４系のうち２系を履修する必要があります。例えば，化学系を例

に取ると，化学Ⅰ，化学Ⅱおよび化学実験の５単位を習得することで化学系を履修したことになりま

す。化学Ⅰと化学入門Ⅱと化学実験を習得しても５単位ですが，ⅠとⅡは同じ科目でなければいけま

せん。従ってこの場合，化学Ⅱまたは化学入門Ⅰをさらに習得しなければ化学系を履修したことには

なりません。専門基礎科目の履修は誤解する学生が多いのでよく注意し，不明の時は指導教員に聞い

てください。専門基礎科目の授業は主に共通教育棟で行われます。

専門教育について
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専門教育は生物生産学科の研究分野の専門的な知識・技能の修得を目指しています。専門科目には

農学部共通で提供する科目（「農業科学概論」）のほか，生物生産学科共通で提供する科目（「熱帯植

物生産学概論」，「生物統計学」など）と生物生産学科の５つの研究・教育分野がそれぞれに提供する

科目に分かれます。

１年次には農学全般の概略を知るために，農学部共通の「農業科学概論」を履修します。また，２

年次には，農林業の実際を身につける目的で，附属施設（亜熱帯フィールド科学教育研究センター）

で「フィールド基礎実習Ⅰ・Ⅱ」を履修します。

２年次には自分が進みたい専門分野を選択する際の情報を得るため，さらに生物生産について幅広

い基礎知識を修得するために，生物生産学科の５つ分野に関する基礎的な専門科目を各分野２科目ず

つ受講します。３年次に進学する時点で，各分野に分かれ，それぞれの分野の高度な専門教育を受け，

４年次には指導教員の指導の下に研究を行い，卒業論文をまとめます。専門教育は各分野で必修科目

と選択科目が異なります。詳しくは学生便覧を見てください。

学生便覧は皆さんが卒業するまでにどのような科目が必要かを指し示す重要な資料で，皆さんの卒

業の可否を判定する際の基準です。学生便覧は新しい科目が開講されたり，今までの科目が閉講され

たりするたびに毎年変わります。授業時間配当表には新しい科目が掲載され新しい便覧に基づいて必

修・選択の別を表示しますが，新しい科目は皆さんの学生便覧には当然記載されていません。ですか

ら，２年次以降，新しい科目が開設された場合，注意が必要です。この科目が必修科目か選択科目か

自由科目になるのかは授業時間配当表で判断するのではなく，指導教員，教務課，学務担当に確認す

る必要があります。このことは複雑でよくわからないかもしれませんが，その場合，指導教員に聞い

てください。

自由科目とは，各講座の指定科目以外の科目，他学科または他学部の提供する専門科目のことです。

指導教員の指導で選択科目の取得単位数のなかに含めることを認めるというものです。これは，皆さ

んが様々な興味を抱いて，いろいろなことを勉強したいという積極的な意志を尊重しようという観点

から設置されています。すなわち，所属する講座で指定する選択科目のかわりに，自分の将来には他

の講座の科目を履修した方が役に立つと考えたときは，他の講座の科目を履修しても選択科目並みに

取り扱おうということです（ただし講座によって認められる単位数が異なります。便覧を見てくださ

い）。本当にこの授業を聞いてみたいという意志が強いならば，指導教員に相談してください。単に，

単位が取りやすいから，みんながとっているからというような安易な理由での履修はさけてください。

また，教職の科目を自由科目できるかとの質問がよくありますが，教職科目はできる限り自由科目に

しないというのが，学科の方針です。理由は，農学専門の科目と教職の科目はその内容・目的が異な

ります。卒業の際，身に付けてほしい知識はあくまで農学の専門に関する科目であるべきだという意

味です。不明な点は指導教員に聞いてください。

専門教育の授業は主に農学部ビルで行われます。

リメディアル教育について

リメディアル教育とは，高校で未履修あるいは不十分だった学習内容の補う教育です。共通教育科

目には転換科目など英語，物理，化学などの基礎学力が十分でない学生を対象とした科目がありまあ

す。しかし，それでもまだ不十分だという学生に対しては生物生産学科の指導教員で補講授業を行い

ます。補講を行う科目，時間などについては受講を希望者したい人と相談して決めます。授業につい

て行けないという不安を感じた人は指導教員（内藤 naitoh@agr.u-ryukyu.ac.jp ）までためらわずに
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提案 1: 教員と接する機会を増やす

大学の教員は研究で忙しくて学生の相手などしてくれないと思うかもしれません。しかし，学生が質問に来ること

を望んだり，学生の話を聞いてみたいと思う教員も少なくありません。大学生活の中で，さまざまなことを話せる

教員を見つけることができれば，大学での学びは楽しくなることでしょう。その第一歩として，意識して教員と接

する機会をつくってみましょう。

* オフィスアワーを利用して教員の研究室を訪問する

* 授業に関する質問や意見など，授業時間内もしくは授業直後に教員に伝える

* 授業以外のことについても相談できる教員を見つける

* 学生が主催する勉強会やイベントに教員を招待する

* 大学の広報誌などに目を通すことにより，教員がどのような研究・教育活動をしているかを知る

* 興味のある教員についてインターネットのブラウザで検索してみる

* 教員に自分の顔と名前を覚えてもらうように心がける

* 授業の参考文献を教員から紹介してもらう

連絡ください。

また，共通教育棟１号館２階には「学習サポートルーム」が設置されており毎週水曜日に，日頃の

学習について，大学院生が質問に答えてくれます。利用の際は教務課の窓口で申し込んでください。

大学での勉強を楽しむ 7つの提案

名古屋大学高等教育研究センターでは，学生向け，教員向け，大学組織向けそれぞれに「ティップ

ス先生からの７つの提案」としてよりよい教育を実現するための提案と具体的なアイディアをまとめ

たものを提案しています（http://www.cshe.nagoya-u.ac.jp/seven/）。大学での授業のやり方の違いに

とまどっている人，気持ちは高ぶっているけどなかなかうまくいかなくて悩んでいる人，大学での勉

強をもっと楽しみたい人などは上記の web にアクセスしてアイディアを取り入れて，学習の進め方

をもう少し主体的なものにしてみましょう。そうすると，視野が広がって学ぶことがより楽しくなる

と同時に，学習の効果も高まっていくでしょう。

例えば以下のようなアイディアが載っています。
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名古屋大学高等教育研究センターでは，新入生のためのスタディティップスとして以下のサイトに

も準備されています。大学というとことがどういうところか，大学で学ぶことの意義について理解す

ることができるのでのぞいてみてください。（http://www.cshe.nagoya-u.ac.jp/stips/）

教員免許状の取得について

農学部において取得できる教員免許状は高等学校教諭一種免許状で免許科目は農業，理科および工

業です。免許の科目により必要な科目が異なります。また，いずれの科目も教員免許状取得のために

は多くの単位を履修しなければなりません。安易な気持ちで取得しようと考えると，学習に無理が生

じます。教員免許状を取得する人は十分に自分の教師としての適性を考えて履修するようにしてくだ

さい。希望する人は１年次後期（２月集中講義方式）に教職指導の科目を必ず履修してください。

なお，必要な単位数，科目名は「教員免許状取得の手引き」に詳しく書かれています。教員免許の

履修は複雑で困難を伴いますので，教員免許を希望する人はかならず指導教員に相談してください。
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卒業に必要な単位について

卒業の用件

★共通教育

教養領域及び総合領域・・・19単位以上

人文系科目 ４単位以上

社会系科目 ４単位以上

健康運動系科目 ３単位以上（「健康と運動の科学Ⅱ」，「健康・運動実技」を含む）

※上記単位以外に，人文系，社会系，自然系，総合，琉大特色科目から計８単位以上を履修すること。

基幹領域・・・・・・14 単位以上

情報関係科目 ２単位以上（情報科学演習を含む）

外国語科目 12単位以上（英語８単位以上，他の一つの外国語４単位以上）

★専門基礎教育

専門基礎科目・・・10単位以上（数学系を含む場合は９単位以上）

生物系 （生物学Ⅰ，生物学Ⅱ，生物学実験）

化学系 （化学Ⅰ，化学Ⅱ，化学実験） 注 1）

物理系 （物理学Ⅰ，物理学Ⅱ，物理学実験を含む） 注 2）

数学系 （微分積分学 STⅠ，同Ⅱ）または（線形代数学Ⅰ，同Ⅱ）または（統

計学Ⅰ，同Ⅱ） 注 3）

の中から２系を選択し，10 単位以上（数学系を含む場合は９単位以上）を履修すること。

注 1）高等学校で化学を履修していない学生は指導教員の指導により，化学入門Ⅰ，同Ⅱを履修し化

学Ⅰ，同Ⅱの単位に読み替えることができる。

注 2）高等学校で物理を履修していない学生は指導教員の指導により，物理学入門Ⅰ，同Ⅱを履修し

物理学Ⅰ，同Ⅱの単位に読み替えることができる。

注 3）高等学校で数学Ⅲを履修していない学生は指導教員の指導により，微分積分学入門Ⅰ，同Ⅱを

履修し微分積分学 STⅠ，同Ⅱの単位に読み替えることができる。

★専門教育

専門基礎教育科目 82 単位以上

熱帯植物
生産学

育種学 家畜生産
学

生産シス
テム工学

農林経営
学

必修
科目

49 単位 49 単位 49 単位 50 単位 50 単位

選択
科目

33(９)
単位以上

33(13)
単位以上

33(10)
単位以上

32(８)
単位以上

32(10)単
位以上

計 82 単位
以上

82 単位
以上

82 単位
以上

82 単位
以上

82 単位
以上

（ ）内の数字は内数で，自由科目の単位数で選択科目に含まれる。

自由科目は，各講座の指定科目以外の科目，他学科又は他学部の提供する専門科目（大学提供

100 番以上の科目）である。自由科目は指導教員と相談の上履修すること。

合計 125 単位以上，但し，専門基礎教育科目で数学系を含めて選択した場合は 124 単位以上。
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登録について

登録制度とは，授業科目を履修する学生は，あらかじめ各学期に履修しようとする授業科目の登録

を行い，授業の担当教員に履修許可を受ける制度です。

本学における授業科目登録制は，共通教育，専門基礎教育，専門教育のいずれも Web 履修登録で行

います。学部毎に登録に利用できるパソコン実習室が振り分けられているので時間割配当表の「登録

実施要項」を見て確認してください。また，パソコンを用いた登録作業がスムーズに行えるよう，あ

らかじめ時間割配当表にある「登録ワークシート」を作成してください。パソコンでの登録作業は学

外のインターネット上からも可能です。Web 履修登録を利用する際には ID とパスワードが必要です。

パスワードの管理は厳重に行ってください。登録上の注意が時間割配当表の「登録実施要項」に書い

てあるので，良く読んで間違えないようにしてください。

登録申請の仮確定処理はパソコンで確認できます。また，登録期間終了後に，教務課（大学教育セ

ンタービル内）にて「履修登録確認表」が配布されるので必ず受け取ってください。

授業開始の日から２週間は，登録調整期間です。この期間に自分の時間割を再検討し，できるだけ

合計 18 単位程度は登録するよう工夫して下さい。この期間は，受講希望科目の変更及び取消しがで

きます。受講希望科目を変更する場合は，変更する科目の担当教員に登録調整処理表を提出すると同

時に，登録許可コードの交付を受け，Web 履修登録で追加・取消を登録します。また履修登録確認表

に追加・取消を記入し承認印を必ず貰ってください。

登録は Web 履修登録での登録と履修登録確認表を提出（１，２年次は学生部教務課，３年次以上は

農学部事務部学務担当まで）することで完了しますが，その前に指導教員から履修指導を受け，履修

登録確認表に承認の押印を受けてください。

授業案内について

皆さんがどの授業科目を選択するべきかの，指針を与えるため，「シラバス（授業計画）」が作られ

ています。これは，各科目の授業の内容がわかるように，担当教員により授業の目的，講義内容，参

考文献などが書き示されたものです。共通教育，専門基礎教育の授業科目について原則，全ての科目

でシラバスが提供されていますので登録をする前に必ず授業内容を確認してください。シラバスはイ

ンターネットから閲覧できるようになっています。

単位について

卒業のためにどのような科目をどれだけ学習すべきかを定めたものが単位制の考え方です。単位と

は学習時間量を計るための物差しですが，それでは「１単位」とはどんな目盛りなのでしょうか？教

える側としては教室の中で教える教育内容の中身の量であり，学生にとっては，教えられた内容がど

のくらい理解し身についたかを測る尺度であるはずで，単に時間の長さだけで決められるものではあ

りません。

しかし，日本の大学では大学設置基準という規則のなかで，１単位は 45 時間の学習内容を標準と

すると定められています（世界共通）。従って，大学の講義１時間（琉大では 45 分を指す）に対して，

予習・復習を併せて２時間行うことが必要とされています。90 分の授業を一日に５つ履修すると，

授業時間と予習・復習で 22.5 時間になることになります（ギョッ！）。もちろん，先に述べたように
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単に時間さえ消費すれば良いわけではなく身についた内容の程度が大事です。

農学部では１学期間に履修できる最大単位数は下記の通りです。

登 録 上

限 単 位

数

１，２年次 共通教育科目 20 単位

健康運動系科目を含む場合 21 単位

共通教育科目と専門科目 29 単位

３，４年次 共通教育科目と専門科目

29 単位

オフィスアワーについて

シラバスをみるとオフィスアワーについて記載されています。オフィスアワーとは，学生が学習上

の質問や学業を進めていく上での悩みなどについて相談あるいは個人的な指導等を受けるために設

定された時間です。広く学生に対して開かれた時間です。学部・学科を問わず全教員が相談に応じま

すので，気軽に訪問し相談してください。

オフィスアワーはこの時間帯以外の訪問を制限する主旨ではありませんが，学生が不意に研究室を

訪問しても，教員が不在（授業，会議，出張）などの理由で対応できない場合があるかも知れません。

しかし，オフィスアワーには教員が研究室など指定した場所に必ず待機しておくことになっています。

特に不在であることが通知されていない限り，予告なく訪問して構いません。複数の訪問者が同時に

訪問した場合の調整方法については，各教員が判断します。有効に利用してください。

指導教員にも気軽に相談してください。指導教員（内藤）のオフィスアワーは 2008 年度前期につ

いては金曜日 16 時 15 分から 17 時 15 分です。

除籍について

琉球大学学則第 37 条(8)により，１学年の修得単位が 16 単位未満のものは除籍になります。この

制度は，他の大学には見られない琉球大学の特徴です。過去の例を見ると，大学でどのように自分を

磨いていけばよいのかわからず，勉学が苦痛になっている人がこの対象者となるようです。これは，

単に成績不振者を除外する冷たい制度と捉えるのではなく，除籍を余儀なくされても，もう一度，自

分の人生の将来を再構想し，学ぶことの大切さと楽しさが理解できるようになればいつでも戻って来

てくださいという意味だと理解してください。もちろん，皆さんの学習意欲を引き出すためには，教

員自身の指導力も重要です。教員も成績不振者を生み出さないよう，日々努力しています。

単位互換について

１．大学間の協定に基づくもの

大学間の協定に基づいて，他大学の学生も受講できる特別な科目が開設されています。それぞれの

大学が，立地を生かし，特に充実している分野に重点を置くなどして，特徴ある科目を開設している

ので，受講生は自分の大学にはない新しい知識を学ぶことができます。例えば「熱帯農学総合実習」

「暖地園芸総合実習」などがあります。詳しくは指導教員に聞いてください。また，東京農工大学と

の間には特別聴講学生として１学期の間，交換学生として授業を履修する単位互換の制度もあります。

２．放送大学

放送大学で開講している授業科目を履修し，単位互換することができます。単位互換できる科目に

ついては学生便覧を見てください。詳しくは指導教員に聞いてください。
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３．各種資格の単位互換

英検，TOEFL，TOEIC，国連英検，商業英語や独語，仏語，西語，中国語の技能検定資格を単位

認定することができます。単位認定できる資格については指導教員または教務課（共通教育棟１階）

に聞いてください。

４．海外の大学の単位

琉球大学には外国の大学との間に大学間交流協定を締結している大学があります。これらの大学へ

留学し，その大学で履修した単位は単位互換されます。

学生による授業評価について

琉球大学では，原則的に全ての授業で「学生による授業評価アンケート」が行われています。これ

は，教員が授業をデザインするとき，また，授業の技術を向上するためのデータを集めるために行っ

ています。担当教員が授業改善の目的のために行っているもので，アンケートに書いた内容で学生が

不利益をうけるということはありません。ですから，授業評価の際には，客観的な立場から，その授

業について改善したほうがよいと思う点を率直に述べてください。教員は常に学生から寄せられた改

善の要求に，すぐにこたえるよう努めています。

アンケートは大学の授業のレベルアップに不可欠のものですが，無記名で実施される気楽さから，

理由や根拠もなく「聞くに堪えない」「内容のない授業」など悪言雑言やひどい言葉遣いで記入する

ものも見られます。授業の欠点や問題点を具体的な理由をつけ，誠実に記述したものであれば，教員

は真摯にそれを受け止め，毎年授業内容や方法を改善するはずです。

学生の皆さんも一人の人間を評価するのですから，評価するものとしての認識をしてください。す

なわち，シラバスに提示されている内容みて，登録する授業を選択し，学生がその授業で学ぶことが

できること，身につく知識を理解した上で授業に参加する。学生と教員がオフィスアワーを利用し日

頃からコミュニケーションを取り，そして実際の授業がシラバスに記載され期待していたような内容

であったのかを授業評価する。教員は授業評価によって気づかされたところを授業に反映する。学生

は授業評価によって評価者としての責任を認識しモラルを一層高める。こうした教育改善のための学

生と教員が一体となった活動が大切です。

2 年次後期 選択科目「生物生産学演習」について

２年次後期に「生物生産学演習」（選択科目）が用意されています。これは，専門教育を本格的に

学び始める３年次を控え，それまでに学んだ共通教育等が有機的に専門教育に連携するようにデザイ

ンされた科目です。また，通常の受身の講義とは異なり，皆さん自らが課題を探し，その課題を解決

していくというカリキュラムが組まれています。具体的には

○社会生活を送る上で身に付けておくべき技能の訓練（文書作成，討論，口頭による意見発表や報

告など）

○専門教育のための基礎訓練（情報の活用，数量的処理，科学的思考法など）

○専門性と社会的活動における役割の理解（基礎科目と関連専門科目との関わりなど）

○社会生活において直面する問題発見と解決活動への対応（チームによるプロジェクト推進など）

です。選択科目になっていますが，できる限り全員の受講を希望します。２年次後期の登録時には考

慮に入れてください。
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分属について

皆さんは３年次に進級する時に，学科内に設けられた５つの研究分野（講座）に分属し，将来の進

路に沿ったカリキュラムによる専門教育を受けることになります。

各講座への振り分け（分属）は，２年次前期の終わりころに指導教員が，各人の意見を聞くことか

ら始まり，２年次後期終了時に各研究分野（講座）への分属を決定します。原則として，皆さんの希

望に添うように振り分けを行いますが，皆さんの希望が一部の分野に集中した場合は，調整を行いま

す。その際，英語，農業科学概論，熱帯植物生産学概論（あるいはその他の専門科目）等の成績を参

考にする場合もあります。

２年次前期終了までに自分の適性をよく考え，また，教員や上級生の話を聞き各講座の情報を集め，

将来自分がどの専門分野に進むのか考えをまとめてください。

各教員の研究室については，この「最初の一歩」24-25 ページに示していますので，皆さん自身で

研究室訪問を行い，各研究分野についての情報を入手してください。

１年次から２年次まで （入学から講座分属まで）
1年次 学年歴 行事 2年次 学年歴 行事
４月 前期開始 オリエンテーション ４月 前期開始 履修計画

履修計画 前期授業登録
前期授業登録

５月 ５月 （公務員・教員採用試験セミナー）

６月 ６月
指導教員との懇談会 指導教員との懇談会

分属希望研究分野の調査
７月 ７月

前期試験 前期試験
８月 夏期休業 ８月 夏期休業

９月 ９月

１０月 後期開始 履修計画 １０月 後期開始 履修計画
琉大祭 後期授業登録 琉大祭 後期授業登録

１１月 １１月

指導教員との懇談会 指導教員との懇談会
１２月 １２月 適性発見に努めよう

将来の計画を考えよう

１月 １月

２月 ２月
後期試験 後期試験

分属希望研究分野の決定
３月 春期休業 ３月 春期休業

卒業論文発表会を聞いて
みよう
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取得可能な免許資格について

生物生産学科の卒業者に対して，次の資格等が与えられます。しかし，資格取得のために履修しな

ければならない科目がありますので、詳しくは指導教員に尋ねてください。

受験資格が得られるもの 家畜人工授精師（講習会の受講ならびに修業試験の一部免除）

家畜受精卵移植士（講習会の受講ならびに修業試験の一部免除）

資格が得られるもの 高等学校教諭一種（農業・工業・理科）

飼料製造管理者（任用資格）

学芸員（任用資格）

注）受験資格：資格を取得するための資格試験を受験できる資格

その他にも大学レベルの知識で受験することができる資格試験もあります。これらの試験を受験す

ることにより得られる資格が様々あるので，興味のある人は生協などで資格取得に関する書籍を探し

てみてください。

教員免許については農学部より「教員免許状取得の手引」が発行されています。教員免許の取得を

希望するものは十分に指導教員の指導を受けてください。

関連大学院研究科について

学部課程の上には農学研究科（修士課程）および連合農学研究科（博士課程）が用意され，高度な

専門知識を学びたい人に道が開かれています。研究科（大学院）に進学を希望するものは，入学試験

を受けた上，合格すれば進学が許されます。入学試験は９月の終わりころにあり，試験は筆記試験（英

語と専門科目）と面接試験です。

パソコン実習室について

パソコン実習室（共通教育棟 2 号館 200 教室）は，自由にパソコンが利用できる環境が整えられて

います。利用時間は，９時から 20 時（昼休みの 13 時から 14 時を除く）です。Windows と Macintosh

のシステムが合計 50 台設置されています。ワープロや表計算ソフトによる課題作成，インターネッ

ト，電子メールなどが利用できます。

パソコンの使い方については，各自で学習することになっています。総合情報処理センターのホー

ムページ（http://www.cc.u-ryukyu.ac.jp/）を参考にしてください。また，パソコン実習室にはティ

ーチングアシスタントの学生がいるので，そちらに尋ねてもよいでしょう。

また，農学部のパソコン実習室も，８時 30 分から 17 時まで自由に利用できます。詳しくは指導教

員または農学部事務室学務担当に聞いてください。

これらのパソコンを利用する際にはルールがあります。また，ネット上のエチケット（ネチケット）

を守ることも礼儀です。パスワードの管理もしっかりと行ってください。



16

就職活動について

日本経済は活力を戻しつつあり，新規卒業生の就職も上向き傾向です。しかし，どの企業も正規社

員の減少で，採用側が優秀な人材を選んで雇用しているので，以前，就職活動は厳しい試練です。ま

た，「就職協定」の廃止に伴い，企業に求人が早期化し，就職活動の始まる時期も年々早まっていま

す。

琉球大学の学生は，東京・大阪などの大都市から離れている，また，周りに就職活動の競争相手と

なる大学が少ないなどのことから，例年，就職活動に関して，出足が遅いと言われています。そのた

め，本学の学生は，卒業時に就職が決まっていない者が多数いるのが現状です。

世の中には２種類の人間がいると言われます。自分の好きな仕事，自分に向いている仕事で生活の

糧を得ている人と，そうではない人のことです。そして，皆さんには早い時期から，自分は何が好き

か，自分の適性は何か，自分の才能は何に向いているのかを認識してもらいたいと思います。就職問

題は，皆さんの将来を左右する重大事業です。１年次の時から「５年後の自分」を想像しながら，大

学生活を有意義に過ごし進路を模索してください

18-19 ページに生物生産学科を卒業した学生の就職先の一覧を示します。

就職センターなど，自己分析をサポートするためも自分発見・適職発見テストなどが実施されてい

るので試してみてください。就職センターでは就職関連の無料の講演会，マナー講座，模擬面接，模

擬試験などをほぼ毎月開催していますので，積極的に参加することを勧めます。また，琉球大学生協

では２，３年次生を対象に国家公務員Ⅰ，Ⅱ種，地方上級の対策講座を有料で提供しています。

表 就職活動

2008年 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

●4/4 入学式

1年次

2年次 インターンシップの準備 インターンシップ（春休実施）

3年次 インターンシップの準備 インターンシップ・現業実習（夏休実施） 本土民間・県内大手企業 求人及び採用試験開始

公務員試験

4年次 沖縄県中小企業採用試験 ●3/23

●GW前後 内定 卒業式

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
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自分を大切にする卒業後の進路について
1年次

4月 世の中には､どのような仕事があるか､どのような会社があるか｡
自分はどのような進路が良いか､どのようなことがしたいか｡
自分の将来をどのようにしたいか､他の人と同じでいいか､自分だけの目標を創りたいか｡
就職センターで聞いてみる｡自分でも調べてみる｡
就職ガイダンスに参加する

6月 自分の進路メニュー(選択枝)は､自分で増やそう｡
夏休み 会社を見に行こう｡

2年次
4-6月 夏休みのインターンシップ先をどこにするか自分で調べる｡

インターンシップの準備･練習をする｡
6-7月 インターンシップ先に受け入れの問い合わせをする｡
8-9月 インターンシップを受ける｡
10-2月 春休みに行くインターンシップ先を調べる｡

3月 インターンシップを受ける｡
3年次

4月 就職試験対策開始､過去問学習､公務員講座開始
4-6月 卒業後､地元に戻るか､大都市などに行くか､海外に行くか､

就職するか､進学するか､どのような進路にするか考える｡
先輩の4年次はどのようにして進路を決めたか｡
受験対策や就職活動方法などを聞く｡
就職ナビ登録

8-9月 インターンシップを受ける｡
10月～ 企業にエントリーする
10-3月 就職活動(春休みは就職試験で大忙し)

4年次
4-5月 就職試験と就職内定・決定

卒業後の進路が決まるまでの大まかな日程です。

就職のためのサポート体制

琉球大学就職センター

琉球大学就職センター学内から接続可能です(http://syusyoku.1ab.u-ryukyu.ac.jp)。自宅等学外か

らは接続できません。これは本学の求人情報の漏洩を防止するための措置です。会社からの求人票，

学内で開催されている就職準備講座，公務員模試，教員採用試験対策講座の案内など参考になる情報

満載です｡どんな会社があるのかのぞいてみるのも良いでしょう。１年次の時は，自分を知るための

楽しい検査（約 15 分で終わります）を行っているので，ぜひ就職センターで受けみてください。自

分の適性を見つめる，将来のことを考えることもよいでしょう。

また，携帯電話のアドレスと学籍番号を登録すれば毎日，就職センターの新着情報が自動的に送ら

れてくるサービスもあります。このサービスは卒業後も利用可能な琉球大学独自のサービスです。

沖縄県キャリアセンター

学内には沖縄県キャリアセンター中部地区琉球大学ブランチが大学会館２階に開設されています。

ここでは，就職相談の他に「沖縄県派遣のインターンシップ事業」の相談も受け付けています。詳細

はキャリアセンターに問いあわせてください｡沖縄県キャリアセンターのホームページは

(http://www.career-ce.jp)です｡キャリアアップ，インターンシップ等盛りだくさんのプログラムが準

備されています。
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生物生産学科就職先一覧

生物生産学科 就職先一覧表 （学部卒業生）

2003年度卒業 2004年度卒業 2005年度卒業 2006年度卒業 2007年度卒業

公務員 沖縄県農業試験場（臨時）(2) 沖縄県農業試験場（臨時）(2) 沖縄県南部合同庁舎（臨時） 沖縄県庁

沖縄県農林水産部（臨時）(2) 沖縄県南部土木事務所（臨時）
沖縄県農業研究センター（臨
時）(2)

沖縄県農業研究センター（臨
時）(3)

福岡県教員（臨時） 教員（宮古農林高校） 沖縄県教員（臨時・嘉手納高校）
沖縄県教員（臨時） 沖縄県教員（臨時）２

沖縄県警察本部
国税庁入国審査官
鳥取市役所

富山県小原営農組合 JICA（国際協力機構） JA新潟 JAおきなわ(5) JAおきなわ
農業法人（宮城県） 海洋博覧会記念公園管理財団 JAそお
鹿児島県畜産会 本部牧場
上村畜産

民間企業 コンサルタント（東京） 琉球銀行 沖縄銀行 アイム（食品製造） ALBA OKINAWA CLINIC（医療）

写真撮影 沖縄電力 サンエー（小売） 八重農芸（農産） 西日本フード株式会社（食品）
ジャストミートコーポレーション ジャパンクレス（金融） （株）ユーホー（小売） CAN SM2（衣料製造） メナード化粧品（化学）
一番食品（食品製造） ビレモ沖縄（食品製造）(2) 山崎製パン（食品製造） 日本モンキーパーク（サービス） EM研究機構（環境）
農林中央金庫 オイシス（食品製造） 敷島製パン（食品製造） 東京エムケイ（旅客） 協同飼料株式会社（食品）
Ｅ．Ｈ．（株）（製造卸） 中外製薬 動物病院 沖縄製粉（食品製造） 福岡大同青果株式会社（流通）
丸正印刷 キューブシステム（情報） ＥＭ関連会社（２） ジューテック（商社） COS JAPAN（レジャー）

ネットワーク（情報） 介護施設（園芸セラピー） 損保ジャパンひまわり生命 ヰセキ九州(農業機械）
アクシーズ（鹿児島） IVE なんばクリニック（医療） ひだ信用金庫
ホクガン（食品製造） アルバイト（３） 愛育会福田病院（医療） (株)セブンイレブンジャパン（流通）
ALSOK（警備） アクタス産業（建設） 住友林業株式会社（不動産）
オカノ（建設） ジミー（食品） 株式会社 WITH ME(サービス）
不動産業（大阪） 創和ビジネス・マシンズ（情報） 安愚楽牧場

書店（臨時） ホテル・東横イン 株式会社PAP（通信・情報）
コスタビスタ沖縄（ホテル）(2) 株式会社イズミ（流通）
ニュートン・ファイナンシャル・コ
ンサルティング（保険） 金秀商事株式会社（流通）
NPO亜熱帯バイオマス利用研
究センター

株式会社 沖縄環境分析セン
ター（環境）

エステム（医療） リウボウインダストリー（流通)
アルバイト(2) アコーディア・ゴルフ（レジャー）(2)
食品系企業(1) 東洋精糖株式会社

静岡県 コープサービス(株)
津田産業(株)（木材商社）
アグリシステム株式会社（農林）
アークランドサカモト（流通）
渡辺パイプ株式会社(農業資材）
グラントマト（農業資材）
ホテルグリーンプラザ（観光）
五味八珍（外食）
サイボクハム（食品）
株式会社 EAC（宗教団体事務）

琉球大学(8) 琉球大学(8) 琉球大学(9) 琉球大学(7) 琉球大学(11)
琉球大学医学研究科 淡路景観園芸学校

北海道大学 上智大学 九州大学(2)
広島大学
東京農工大大学院
神戸大学大学院

その他 専門学校 公務員試験準備 公務員試験準備 明星大学（３年次編入）
自営(2) 農業自営（２） デザイン系専門学校
看護学校 専門学校（２）
大学受験
名古屋デザイナー学院

( )内の数字は人数

農林業・農
林業団体

大学院進
学
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生物生産学専攻 就職先一覧表 （修士課程修了生）

2003年度修了 2004年度修了 2005年度修了 2006年度修了 200７年度修了
沖縄県庁（臨時） 那覇市役所 沖縄県庁 農林水産部

公務員 沖縄県庁（上級合格）
沖縄県農業試験場
（臨時）

宮崎県高校教員（非
常勤） 水戸農業高校

農林業・
農林業団
体

分蜜糖工業会 NPO亜熱帯バイオマ
ス利用研究センター

JAおきなわ JAおきなわ

民間企業 EM研究機構（２） EM研究機構(2) EM研究機構(2) ヘリオス酒造
ベンチャーリンク（経営
コンサル）

ミヨシ
メビオール（開発研
究）

イーサポートリンク（情
報） クレスト（農業生産）

(株)日立中国ソリュー
ジョンズ

南西環境研究所
自然農法センター（静
岡） 山川酒造 三井製糖 郵政事業株式会社

EM総合ネット 上村産婦人科 名古屋ＥＭ総合ネット 雪印種苗
株式会社 あいや（食
品）

NECソフト沖縄 青い海（研究開発） ＡＴＢ（輸送） ジャパンガス（製造）
株式会社 パラダイス
プラン（食品）

一時的仕事 沖縄ＮＥＣソフト 那覇ミート（食品）
株式会社 アースノー
ト（農業）

オリオンビール
全保連 株式会社（不
動産）
西日本電信電話株式
会社

大学院進
学

鹿児島大学大学院連
合農学研究科（５）

鹿児島大学大学院連
合農学研究科

鹿児島大学大学院連
合農学研究科(2)

鹿児島大学大学院連
合農学研究科(2)

鹿児島大学大学院連
合農学研究科

琉球大学大学院医学
研究科

琉球大学大学院理工
学研究科総合知能工
学専攻

その他
社会人学生（沖縄県
庁職員） 留学生の帰国(3)
インドネシア農林省農
業機械課

( )内の数字は人数

奨学制度

経済的理由により修学が困難で，学業優秀な学生を対象に貸与又は給付により学資の援助を行うの

が奨学制度です。現在本学で取り扱っている奨学金は，次に示すとおり日本学生支援機構，琉球大学

後援財団及び地方公共団体等です。

日本学生支援機構奨学金は，貸与期間中は，毎年１回，「適格認定奨学金継続願」を提出しなけれ

ばなりません。大学では学業成績等により奨学生としてふさわしいかどうかの認定を行います。提出

を怠った場合は「廃止」となり，奨学生の資格を失うことになり必ず定められた期間中に提出してく

ださい。

問合わせ先

学生部学生課奨学援護係 （共通教育棟１号館１階）

授業料の免除及び徴収猶予

授業料は，各学期の初めに納入しなければなりませんが，次のような場合は，選考のうえ，学長が

授業料の全額，又は半額を免除することがあります。しかし，大学で許可できる金額には限度がある

ので，申請した者全員が許可されるとは限りません｡

ア 経済的理由により，授業料の納付が困難で，かつ，学業成績が優秀と認められる場合
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イ 授業料の納期前６カ月以内（新入生の場合は，入学の日の属する期分については１カ年以内）

に学費負担者の死亡又は風水害等の災害により授業料の納付が困難と認められる場合

上記の理由により，授業料の免除を希望する学生は，各学部の掲示板により申請期限等を通知しま

すので，各期の期限以内に学生部学生課（共通教育棟１号館１階）へ関係書類を添えて提出してくだ

さい。提出書類，手続き等については，学生部学生課学生援護係に問い合わせてください｡

2008 年度入学学部生は 2008 年 4 月 8 日（火）から 4 月 11 日（金）まで。

暴風警報発令時の授業について

沖縄は台風が多い地域ですが，暴風警報の発令中は休講となります。また，沖縄本島全域の暴風警

報が解除された時は，解除後１時間以降に新たに開始される授業から授業を行います。ただし，昼間

に行われる授業（１～５時限）にあっては午後３時以降解除されたときは，引き続き休講となります。

詳しくは学生便覧を見てください。

農学部同窓会について

2000 年に農学部は創立 50 周年を迎えました。この節目に「琉球大学農学部同窓会」が新たに設立

されました。これは琉球大学農学部の卒業生，大学院農学研究科（修士課程）および鹿児島大学連合

大学院農学研究科（博士課程）修了者からなる会員で構成されています。

現在，学部の卒業生が 4600 名余，修士課程の修了者が 460 名余，博士課程の修了者が 30 名余の

計 5,000 名を越す会員からなっています。毎年，農学部同窓会報が発行され，数年おきに同窓会員名

簿が送付されます。皆さんが大学を入学時に，「入会のお知らせ」が配布され，会費の納入（10,000

円：終身会費）のお願いがあるはずです。

同窓会の WEB http://www.agr.u-ryukyu.ac.jp/dousokai/dousoukai1.htm

農学部教育後援会について

農学部教育後援会は，1982（昭和 57）年４月１日に，在学生の保護者を中心に設立され，農学部

に在学する学生の保護者を会員とした団体です。教育後援会の目的は，農学部の教育達成に必要な援

助，並びに農学部と会員との懇談会の開催や教育上必要な援助等です。特に，在学生の就職活動を支

援する就職対策後援会の開催，学年別・学科別指導教員と学生との懇談会援助，教員による就職先職

場開拓訪問，学生実習上加入が不可欠な，学生教育研究災害障害保険料・学生教育研究賠償責任保険

料の全額(全在学期間分)負担，就職・公務員試験関係図書購入等の援助事業を実施しています。

後援会費は，学部学生は年額 5,000 円の４ヶ年分，合計 20,000 円となっています。保護者の方へ

の協力をお願いします。

教育後援会の WEB http://www.agr.u-ryukyu.ac.jp/kouenkai/index.html

学生教育研究災害傷害保険について

皆さんは大学生活の中で，学内外でのいろいろな教育研究活動や課外活動を経験することになりま

す。こうした活動中に生じるかもしれない事故に対して，皆さん自身で備えをしておくことが望まれ
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ます。

琉球大学に所属する学生の皆さんは，財団法人 内外学生センターが提供する有利な災害傷害保険

を契約することができます。この保険は，実験や実習，卒論の野外調査，学校行事だけでなくサーク

ルなどの課外活動等中もカバーしています。

琉球大学農学部では学生全員が農学部教育後援会より費用を出し自動的に保険に加入しているの

で，新たに手続きする必要はありません。

また，生協でも同様の保険が用意されています。十分な保証を希望する人は生協に問い合わせてく

ださい。

＊保険の申請を必要とする場合は，速やかに学生部学生サービス室に連絡してください。

TEL （098）895－8135（ダイヤルイン）

喫煙について

琉球大学においては，学生及び教職員等の健康の保持増進並びに快適な就学及び職場環境の形成の

促進を図るため受動喫煙防止策を推進しているところです。琉球大学のキャンパス内の建物内は，原

則すべて禁煙です。また，屋外についても決められた場所以外は禁煙です。農学部の喫煙場所は 25

ページに示します。
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琉球大学生活協同組合について

＜琉球大学生協とは？＞

（1）琉球大学生協は，組合員（琉球大学の学生・教員・職員）の出資金を財源として成り立つ法

人組織（生活協同組合）です。琉球大学からの委託により，福利厚生の水準をより高め，さらに

研究・教育の充実を図り，大学の目指す魅力ある大学づくりに貢献することを目的としています。

組合員数は，約 9,300 名で学生の 90％以上，教職員の 50％以上が加入しています。

（2）琉球大学生協では，教科書 10％・注文時 10％・店舗販売５％の割引を実施しており，出資し

た組合員への利益還元となっています。

（3）組合員の食生活の充実のために，ミールカード（生協食堂年間利用定期券）をご案内してい

ます。年間 17 万円で１日千円まで生協食堂を自由に使えます。月末で手持ちのお金がなくなっ

ても食事代は別枠で確保できるので安心ですし，生協食堂は年間 280 日営業しており，土曜も営

業しているのでとてもお得です。

＜琉球大学生協が行なっている事業＞

営業時間 ・中央食堂（7:50～19:30）

●土曜も営業（11：30～14：30）

・北食堂（10：00～19：30）店舗（8:00～22:00）

・中央店（8:15～18:30）パン・弁当もあり

●北食堂・店舗，中央店は土曜は閉店

●いずれの店舗も日曜・祝日は閉店です

朝食から夕食ま

での食事提供

・中央食堂では寮生や一人暮らしの人向けに朝食提供も行なっています。

・混雑緩和のためにお昼休みは中央食堂スロ－プ下での弁当販売を実施中です。

・バランスの取れた食事を毎日取れる，生協食堂年間利用定期券「ミールカー

ド」を販売しています。年間 17 万円で１日千円限度で何回でも利用可。

各種検定受付 ・TOEIC，TOEFL，英検，漢字検定，秘書検定等ほとんどの資格や検定の対応を

行なっています。

・自己分析ツールの SEQ，R-CAP 等の受験受付も行なっています。

英語学習の支援 ・検定対策用の書籍が充実しています。

・TOEIC，TOEFL の学内模試を各学部と協力して実施しています。

書籍の取り扱い ・組合員価格は 5％引きです（注文時 10％引き）。

・新刊書や専門書籍の在庫をはじめ，資格や就職用の書籍も充実しています。

・店舗にない書籍や洋書の注文もできます（インターネットを使った注文もで

きます）。

教科書の取り扱

い

・ほとんどの教科書を生協で販売しています（販売期間中は 10％引きです）。

公務員試験対策

講座の実施

・就職センターとの共催で実施しており，格安の受講料で 300 コマ以上の講義

のほか，面接指導や論作文指導等も行なっています。

・毎年，多くの現役合格者が出ています。

旅行チケットの

取り扱い

・各種航空券もあります。

・フェリーやレンタカー，ホテルパックなども取り扱っています。

・語学研修や留学の取り扱いもしています。

学生総合共済の

加入と給付窓口

・もしもの時のために，自身のケガや病気の時に給付される制度です。

・事故や病気の予防活動も行なっています。
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事故発生！

発見者・当事者
警察 110

消防・救急車 119

海難事故 118

指導している教員

各学部総務係

千原地区 北口守衛詰所 (098)895-8081

上原地区 守衛詰所 (098)895-3331（内線 2000）

各学部緊急連絡担当者

関係教職員

②救助の要請

③関係者への連絡

（平日昼間）

（夜間・休日）

連絡

連絡

①状況把握，危機からの脱出

指導教員電話番号 内藤重之 研究室 098-895-8772

仲間勇栄 研究室 098-895-8777

仲地宗俊 研究室 098-895-8776

安里練雄 研究室 098-895-8775

菊地 香 研究室 098-895-8774

農学部総務係 098-895-8733 （平日昼間）

北口守衛詰所 098-895-8081 （夜間・休日）

夜間・休日で指導教員と連絡が取れないとき等は，守衛詰所へ連絡してください。

学内で，救急車などの緊急車両を要請した場合は，守衛詰所に連絡し，緊急車両の誘

導を御願いしましょう。

（例）部活中，重傷者がでて救急車を呼ぶ場合，119 に要請したあと，守衛詰所に電話し，「第一

体育館で重傷者が出て救急車を要請しました。第一体育館まで救急車の誘導を御願いします。」と

伝えましょう。救急車が容易に場所を探すことができます。

（学内内線電話からは 0 発信）

保護者等
本人が直接連絡不可能な時

本人が直接
連絡不可能
な時

もし緊急事態が発生したら

１．事故などの緊急事態が発生した場合，状況を把握し，速やかに危険な状態から脱出する。

２．救助・搬送が必要な場合は救援を要請する。

３．大学など関係者へ連絡し，対応の指示を仰ぐ。
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生物生産学科教員一覧
★ 指導教員
☆ 学科長

学科 講座・職名 氏名
内線 研究室番号

(ダイヤルイン番号)

☆ 生物生産学科 熱帯植物生産学 教授 諸見里善一 ダ 8747 研 385

生物生産学科 熱帯植物生産学 教授 安谷屋信一 ダ 8753 研 306

生物生産学科 熱帯植物生産学 教授 川満 芳信 ダ 8754 研 351

生物生産学科 熱帯植物生産学 准教授 田場 聡 ダ 8728 研 388

生物生産学科 育種学 教授 新城 明久 ダ 8756 研 412

生物生産学科 育種学 教授 仲田 正 ダ 8759 研 411

生物生産学科 育種学 教授 本村 恵二 ダ 8755 研 342

生物生産学科 育種学 准教授 建本 秀樹 ダ 8757 研 405

生物生産学科 育種学 助教 仲村 一郎 ダ 8758 研 345

生物生産学科 家畜生産学 教授 川本 康博 ダ 8764 研 516

生物生産学科 家畜生産学 准教授 平川 守彦 ダ 8766 研 505

生物生産学科 家畜生産学 准教授 小尾 岳士 ダ 8762 研 401

生物生産学科 生産システム工学 教授 上野 正実 ダ 8769 研 266

生物生産学科 生産システム工学 教授 秋永 孝義 ダ 8768 研 272

生物生産学科 生産システム工学 准教授 川崎 聖司 ダ 8767 研 273

生物生産学科 生産システム工学 准教授 鹿内 健志 ダ 8771 研 267

生物生産学科 生産システム工学 助教 平良 英三 ダ 8770 研 268

★ 生物生産学科 農林経営学 教授 仲間 勇栄 ダ 8777 研 468

★ 生物生産学科 農林経営学 教授 仲地 宗俊 ダ 8776 研 321

★ 生物生産学科 農林経営学 准教授 安里 練雄 ダ 8775 研 465

★ 生物生産学科 農林経営学 准教授 内藤 重之 ダ 8772 研 319

★ 生物生産学科 農林経営学 助教 菊地 香 ダ 8774 研 320

学外よりの電話は 098－895－ダイヤルイン

各教員の詳細は http://www.agr.u-ryukyu.ac.jp/（農学部公式サイト） または http:// 133.13.179.7

（琉球大学研究者総覧）を見てください。

校舎教室配置

部屋番号 部屋名 備考

１０２ 講義室 無線 LAN 設置

１１７ 講義室 無線 LAN 設置

２０１ 講義室 無線 LAN 設置

２０２ 講義室 無線 LAN 設置

２０３ 講義室 無線 LAN 設置

２０４ 講義室 無線 LAN 設置

２０７ 大講義室 無線 LAN 設置

２０９ 中講義室 無線 LAN 設置

２２７ 事務室
３年次以降の登録等に
関する事務はここで行
います。

２２２ 電算室

パソコン教室です。登
録時には利用出来ま
す。

指導教員メールアドレス
仲地 宗俊 nakachi@agr.u-ryukyu.ac.jp
仲間 勇栄 ynakama@agr.u-ryukyu.ac.jp
安里 練雄 iasato@agr.u-ryukyu.ac.jp
内藤 重之 naitoh@agr.u-ryukyu.ac.jp
菊地 香 kkikuchi@agr.u-ryukyu.ac.jp
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農学部本館は館内禁煙です。

図中の●印（２階，２カ所）は喫煙場所を示します。

これ以外の場所は全て禁煙です。
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１年前期（平成20年前期） １年後期（平成20年後期）
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

月 化学Ⅱ 化学Ⅰ 生物学Ⅱ

火 総合英語
演習Ⅰ

物理学入
門Ⅰ

微分積分
学入門Ⅰ

総合英語
演習Ⅱ

物理学入
門Ⅱ

微分積分
学入門Ⅱ

水 農業科学概
論（専門科
目１年次必
修）

微分積分
学 ＳＴ
Ⅰ

化学入門
Ⅰ

微分積分
学 ＳＴ
Ⅱ

熱帯植物生
産学概論
（専門科目１
年次必修）

木 英語講読
演習Ⅰ

英語講読
演習Ⅰ

生物学Ⅰ 英語講読
演習Ⅱ

化学入門
Ⅱ

金 総合英語
演習Ⅰ

物理学入
門Ⅰ

総合英語
演習Ⅱ

物理学入
門Ⅱ

英語講読演習Ⅰ（実業高校卒業生用） 20年度前学期 月５
英語講読演習Ⅱ（実業高校卒業生用） 20年度後学期 月５
総合英語演習Ⅰ（実業高校卒業生用） 20年度前学期 火５・金５
総合英語演習Ⅱ（実業高校卒業生用） 20年度後学期 火５・金５

そ
の
他

生物学実験（15
名）

化学実験（３
組・４組）

生物学実験

物理学実験

情報科学演習 農学部指定クラスがいくつかあります（前・後期開講）。Win機種とMac機種があります。授業
時間配当表で確認下さい。

共通教育等の生物生産学科指定クラス一覧

履修計画の立て方の例

１．上記のクラス指定している科目で，専門基礎科目（生物系，化学系，数学系，物理系）の中から
受講したいものを選択する。農業科学概論と英語のクラスは必ず受講すること。農業高校出身者など
は専用の英語クラスがあるので，履修の際は指導教員に相談し承認印をもらうこと。
２．専門基礎科目は２系を選択すればよいが「高校で化学，物理等を学習していない」，あるいは「数
学，生物等は苦手だから」といって敬遠するのではなく，上級生に進学したときのことも考え，何を
履修すべきかよく検討すること。低学年では幅広い知識を持っていることが望ましい。転換科目を受
講する時は，指導教員と相談する。高校理科免許を希望する人は物理学実験を履修する必要がある。
３．教養領域，総合領域，第二外国語Ⅰで受講したい科目の選択を行う。後期の第二外国語Ⅱは前期
と同じ教員，曜日，時間となる。教養領域は特定の系に集中しないことが望ましい。科目を選ぶとき
は受講年次と履修条件に注意する。共通教育の選択の際には授業内容をシラバスで確認する。授業の
テーマ，到達目標，評価の方法などの情報が得られる。合計 18単位程度は受講するようにする。
４．授業時間配当表の最後のページにある登録ワークシートを作成する。優先ポイント（クラスの受
講人数がオーバーしたときにポイントを多く入れた人を優先して登録するシステム。持ち点は一人
100 点）をうまく活用する。
５．27 ページの履修計画表に，受講希望科目を記入する。できる限り２カ年の計画を立てる。履修
単位数に無理がないか，教養科目が一つの系に集中していないかよく検討しながら作成する。また，
時間割配当表にある登録ワークシートを用い，優先ポイントの配分を決める。
６．パソコン室で履修する科目を登録する。指定された WEB サイトにアクセスし，入学式でもらっ
た「ユーザー名」と「パスワード」でログインする。時間割配当表に「許可コード」と書かれている
ものは直接，授業に出席し教員から認印と許可コードを聞いてから WEB で登録する。WEB 登録の際，
最後に「完了」ボタンを押すことを忘れないこと。
７．登録期間の翌々日（2008 年前期は４月 11 日）に「履修登録確認表」を教務課で受け取り，履修
科目を確認する。登録漏れ，受講しない科目の登録などがあれば登録調整期間に追加・取消をおこな
う。追加・取消どちらの場合も担当教員の認印と許可コードが必要となるので授業の時，または研究
室で登録調整勝利表を提出し手続きをしてもらう。追加・取消も登録調整期間が終了する前に WEB で
入力すること。
８．追加・取消が終了した履修登録確認表は学科の指導教員（内藤・仲間・仲地）の確認印をもらい
（その際に履修について個々に指導します）学生部に提出する。
９．次学期以降の登録時には，前学期の成績を考慮しながら，新たに計画を立て直し，卒業までに必
要な知識が習得出来るようにする。
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履 修 計 画 表 2年次後期まで
１年次 ２年次

教育分野 前期 後期 前期 後期

共通教育 教養領域 健康運動系

人文系

社会系

自然系

総合領域 一般総合

（高学年次総
合）

琉大特色総合

基幹領域 情報関係

外国語 （英語）

(その他の外国
語）

専門基礎教
育

専門教育 農学部共通 農業科学概論

（必修科目） 生物生産学科 熱帯植物生産学概論 作物学

共通 生物統計学 基礎遺伝学Ⅰ

家畜生産学概論 熱帯草地学

生産ｼｽﾃﾑ工学概論 農産施設工学概論

森林経済学 農業経済学

フィールド基礎実習Ⅰ フィールド基礎実習Ⅱ

その他の専門 生物生産学演習

教育

登録単位数

２年次修了までにどのくらい単位が取得できるか計画してみてください。２年次からは必修の専門科目が増えてきます
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履修計画の立て方の例 2 年間に履修しようと思う科目を記入してください。
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専門科目履修方法 必修科目と選択科目 （熱帯植物生産学講座）
１年次 ２年次 ３年次 ４年次

教育分野 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期

専門教育 農学部共通 農業科学概

論

生物生産学科

共通

熱帯植物生

産学概論

作物学

生物統計学 基礎遺伝学

Ⅰ

家畜生産学

概論

熱帯草地学

生産システ

ム工学概論

農産施設工

学概論

森林経済学 農業経済学

フィールド基

礎実習Ⅰ

フィールド基

礎実習Ⅱ

熱帯植物生産

学講座必修

園芸学概論 食用作物学 卒業論文Ⅰ 卒業論文Ⅱ

熱帯果樹園

芸学

蔬菜園芸学

植物病理学

概論

熱帯植物病

理学

熱帯植物生

産学実験Ⅰ

熱帯植物生

産学実験Ⅲ

熱帯植物生
産学実験Ⅱ

作物生産管

理実習

外国文献講

読

熱帯植物生産

学講座選択

（生物生産学

科提供）

生物生産学

演習

種苗生産学 植物ウイル

ス病学

熱帯植物生産

学特別講義Ⅰ

熱帯植物生産

学特別講義Ⅱ

作物生理学 熱帯作物学

観賞植物園

芸学

情報処理学

入門

生物生産学

現業実習

土壌伝染病

学

基礎遺伝学

Ⅱ

圃場機械学

生産環境調

節学

情報処理・制

御工学

（生産環境学

科提供）

農業気象学 基礎土壌学 植物栄養学

概論
昆虫管理学

（生物資源学

科提供）

生物機能制

御学

光合成制御

学

生物工学

（附属施設提

供）

栽培技術論 農業実践論

は必修科目

選択科目として指定され

ているもの合計48単位

専門科目の履修モデル
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専門科目履修方法 必修科目と選択科目 （育種学講座）
１年次 ２年次 ３年次 ４年次

教育分野 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期

専門教育 農学部共通 農業科学概
論

生物生産学科

共通

熱帯植物生

産学概論

作物学

生物統計学 基礎遺伝学

Ⅰ

家畜生産学

概論

熱帯草地学

生産システ

ム工学概論

農産施設工

学概論

森林経済学 農業経済学

フィールド基
礎実習Ⅰ

フィールド基
礎実習Ⅱ

育種学講座必

修

動物遺伝学 植物育種学 卒業論文Ⅰ 卒業論文Ⅱ

基礎遺伝学Ⅱ 家畜育種学

育種学入門 家畜育種学

実験

植物育種学実

験Ⅰ

家畜人工繁

殖学

家畜繁殖学

家畜繁殖学実
験

外国文献講読

育種学講座選

択

（生物生産学

科提供）

生物生産学

演習

園芸学概論 食用作物学 育種学特別

講義Ⅰ

育種学特別

講義Ⅱ

情報処理学
入門

種苗生産学 植物病理学
概論

熱帯植物生産

学特別講義Ⅰ

熱帯植物生産

学特別講義Ⅱ

作物生理学 植物ウイル

ス病学

蔬菜園芸学

観賞植物園
芸学

土壌伝染病

学

プログラミング

演習

植物育種学

実験Ⅱ

家禽学 実験動物学
家畜管理学 家畜微生物学 家畜衛生学 家畜生産学

特別講義Ⅱ

家畜栄養学 飼料学

家畜環境学 家畜行動学

家畜生産学
特別講義Ⅰ

農業経営学 圃場機械学

生物生産学現

業実習

生産環境調

節学

情報処理・制
御工学

（生産環境学

科提供）

農業気象学 基礎土壌学 家畜生理学 植物栄養学

概論

土壌化学

生体機構学 家畜環境生
理学

進化生態学

（生物資源学

科提供）

農林資源利

用科学概論

生物化学Ⅰ 生物化学 生物工学

生物機能制

御学

植物成分化

学

遺伝子工学

天然物化学 光合成制御学

生理活性物質

学

応用酵素学 栄養生理学

植物構造学
（付属施設） 栽培技術論 農業実践論

は必修科目

選択科目として指定され

ているもの合計122単位
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専門科目履修方法 必修科目と選択科目 （家畜生産学講座）
１年次 ２年次 ３年次 ４年次

教育分野 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期

専門教育 農学部共通 農業科学概

論

生物生産学科

共通

熱帯植物生

産学概論

作物学

生物統計学 基礎遺伝学

Ⅰ

家畜生産学

概論

熱帯草地学

生産システ

ム工学概論

農産施設工

学概論

森林経済学 農業経済学

フィールド基

礎実習Ⅰ

フィールド基

礎実習Ⅱ

家畜生産学講

座必修

家畜管理学 家畜環境学 家畜衛生学 卒業論文Ⅰ 卒業論文Ⅱ

家畜飼育学 家畜環境衛

生学実験

家畜栄養学

家畜栄養学

実験

熱帯草地学

実験

家畜繁殖学

実験

家畜生産管

理実習

外国文献講

読

家畜生産学講

座選択

（生物生産学

科提供）

生物生産学

演習

作物生理学 家畜育種学 家畜疾病学 乳肉衛生学

情報処理学

入門

動物遺伝学 家畜育種学

実験

家畜生産学

特別講義Ⅱ

家禽学 プログラミン

グ演習

家畜人工繁

殖学

家畜繁殖学

実験

飼料学

実験動物学 家畜行動学

家畜微生物

学

草地生産管

理学

熱帯畜産論 家畜生産学

特別講義Ⅰ

畜産経営論 畜産公害論

農業経営学

生物生産学

現業実習

（生産環境学

科提供）

農業気象学 基礎土壌学 家畜生理学

生体機構学

家畜解剖生

理学実習

（生物資源学

科提供）

分子生物学 生物機能開

発学

食品安全化

学

応用生物化

学概論

（付属施設） 農業実践論

は必修科目

選択科目として指定され

ているもの合計６６単位
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専門科目履修方法 必修科目と選択科目 （生産システム工学講座）
１年次 ２年次 ３年次 ４年次

教育分野 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期

専門教育 農学部共通 農業科学概

論

生物生産学科

共通

熱帯植物生

産学概論

作物学

生物統計学 基礎遺伝学

Ⅰ

家畜生産学

概論

熱帯草地学

生産システ

ム工学概論

農産施設工

学概論

森林経済学 農業経済学

フィールド基

礎実習Ⅰ

フィールド基

礎実習Ⅱ

生産システム工

学講座必修

単位操作 生物材料工

学

卒業論文Ⅰ 卒業論文Ⅱ

流通工学 生産環境調

節学

農業エネル

ギー工学

圃場機械学

農業システ

ム工学

情報処理・制

御工学

生産システ

ム工学実験

Ⅰ

生産システ

ム工学実験

Ⅱ

外国文献講

読

生産システム工

学講座選択

（生物生産学

科提供）

生物生産学

演習

機械工学大

意

農業機械設

計論

農産施設計

画学

熱帯植物生

産学特別講

義Ⅱ

情報処理学

入門

食品工学 コンピュータ

製図

家畜管理学 電気･電子工

学概論

農業機械化

論
園芸学概論 家畜管理学 営農機械実

習

機械工作実

習

熱帯果樹園

芸学

生産システ

ム工学特別

講義Ⅰ

生産システ

ム工学特別

講義Ⅱ

作物生理学

プログラミン

グ演習

農業経営学

生物生産学

現業実習

（生産環境学

科提供）

水利環境概

論

応用力学Ⅰ かんがい工

学

基礎土壌学 農地工学 基礎製図

土壌物理学 水理学Ⅰ

土質力学Ⅰ

土壌工学

農地工学

測量学Ⅰ

測量学実習

Ⅰ

農村計画学

（生物資源学

科提供）

応用食品化

学

（付属施設） 農業実践論

は必修科目

選択科目として指定され

ているもの合計70単位
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専門科目履修方法 必修科目と選択科目 （農林経営学講座）
１年次 ２年次 ３年次 ４年次

教育分野 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期

専門教育 農学部共通 農業科学概

論

生物生産学科

共通

熱帯植物生

産学概論

作物学

生物統計学 熱帯草地学

家畜生産学

概論

基礎遺伝学

Ⅰ

生産システ

ム工学概論

農産施設工

学概論

森林経済学 農業経済学

フィールド基

礎実習Ⅰ

フィールド基

礎実習Ⅱ

農林経営学講

座必修

農産物流通

学

森林政策学 卒業論文Ⅰ 卒業論文Ⅱ

農業政策学

農業経営学

森林計測学

森林経営計

画学

農村調査実

習

森林政策学

実習

経済学原論

外国文献講

読

農林経営学講

座選択

（生物生産学

科提供）

生物生産学

演習

園芸学概論 食用作物学 農林経営学

特別講義Ⅱ

熱帯植物生産

学特別講義Ⅱ

家畜管理学 畜産経営論 熱帯作物学

流通工学 植物育種学

比較農業論 飼料学

情報処理入

門

国際森林資

源・環境論

圃場機械学

生物生産学

現業実習

農業協同組

合論

農業会計学

演習

農業経営学

演習

農業政策学

演習

農産物流通

学演習

森林施業管

理学

森林政策学

演習

森林計測学

実習

森林経営計

画学演習

島嶼農業論

農林経営学

特別講義Ⅰ

（生産環境学

科提供）

森林科学概

説

樹木学

樹木学 造林学

森林土木学

（生物資源学

科提供）

木材理学 木材化学

林産資源利

用学

（付属施設提

供）

樹木社会学 森林調査法

農業実践論

（他学部提

供）

社会経済史

Ⅰ

社会経済史

Ⅱ

現代経済ｼｽ

ﾃﾑ理論Ⅰ

開発経済学

国際開発論

は必修科目

選択科目として指定され

ているもの合計102単位
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先輩からの講座紹介

生物生産学科には

熱帯植物生産学講座

育種学講座

家畜生産学講座

生産システム工学講座

農林経営学講座

の５つの講座があり，３年次からはそれぞれの講座に分かれて教育カリキュラムが組み

立てられます。

以下の５ページは，各講座の先輩方から皆さんへのメッセージです。
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2008 年度入学生名簿

学籍番号 氏名 ふりがな 性別
086101E 東江 均 あがりえ ひとし 男
086102C 足利 浩一郎 あしかが こういちろう 男
086103B 新崎 桂太郎 あらさき けいたろう 男
086104K 池田 一哉 いけだ かずや 男
086105H 池田 奈美 いけだ なみ 女
086106F 井上 紗希 いのうえ さき 女
086107D 大木 翔平 おおき しょうへい 男
086108B 大木 桃子 おおき ももこ 女
086109A 大下 ちひろ おおした ちひろ 女
086110D 大城 美貴 おおしろ みき 女
086111B 太田 守一 おおた もりかず 男
086112A 大塚 曜 おおつか あきら 男
086113J 大野 若菜 おおの わかな 女
086114G 大濱 英里果 おおはま えりか 女
086115E 小笠原 新 おがさわら あらた 男
086116C 翁長 桃子 おなが ももこ 女
086117B 我如古 悠 がねこ ひさ 女
086118K 兼城 友彰 かねしろ ともあき 男
086119H 亀田 佳奈 かめだ かな 女
086120B 神田 珠里 かんだ じゅり 女
086121K 古謝 風花 こじゃ ふうか 女
086122H 児玉 彩香 こだま あやか 女
086123F 佐久間 泰道 さくま やすみち 男
086124D 佐藤 広幸 さとう ひろゆき 男
086125B 座間味 栄裕 ざまみ えいゆう 男
086126A 島袋 林仁 しまぶくろ しげよし 男
086127J 高江洲 仁美 たかえす ひとみ 女
086128G 尭 志織 たかし しおり 女
086129E 高橋 久美子 たかはし くみこ 女
086130J 竹市 浩二 たけいち こうじ 男
086131G 竹内 太郎 たけうち たろう 男
086132E 田代 亜紀羅 たしろ あきら 男
086133C 当間 裕也 とうま ゆうや 男
086134B 當山 秀美 とうやま ひでみ 女
086135K 徳門 麗奈 とくじょう れいな 女
086136H 渡慶次 司 とけし つかさ 男
086137F 富永 有佳莉 とみなが ゆかり 女
086138D 友岡 悠輔 ともおか ゆうすけ 男
086139B 豊崎 孟哉 とよさき たけや 男
086140F 仲村 昌剛 なかむら まさたか 男
086141D 長吉 康平 ながよし こうへい 男
086142B 花房 知大 はなふさ ともひろ 男
086143A 比嘉 優貴 ひが ゆうき 男
086144J 普照 恭多 ふしょう きょうた 男
086145G 古井 貴士 ふるい たかし 男
086146E 古川 翔子 ふるかわ しょうこ 女
086147C 古堅 厚希 ふるげん あつき 男
086148B 幣島 直人 へいじま なおと 男
086149K 宮城 絵理那 みやぎ えりな 女
086150C 宮里 正輝 みやざと まさき 男
086151B 宮平 侑理子 みやひら ゆりこ 女
086152K 森口 直哉 もりぐち なおや 男
086153H 山口 賢人 やまぐち けんと 男
086154F 山城 直 やましろ すなお 男
086155D 山根 瑤子 やまね ようこ 女
086156B 與那覇 良太 よなは りょうた 男
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お願い

「最初の一歩」には間違いや書かれている内容が過去の情報になってしまっているものも含まれて

いるかもしれません。内容に疑問を感じた時は，必ず指導教員に問い合わせてください。

「最初の一歩」はこれからどんどん改善されていきます。そのために，誤り，誤字等を見つけた方

は下記まで連絡ください。また，ご意見等もお寄せください。

生物生産学科 生産システム工学講座 267 番室 鹿内健志

TEL&FAX 098-895-8771

e-mail tshikana@agr.u-ryukyu.ac.jp

「最初の一歩」は下記 URL からダウンロードできます。

http://www.cc.u-ryukyu.ac.jp/~tshikana/

生物生産学科 最初の一歩

2008 年度

2008 年 4 月 4 日 発行

琉球大学農学部生物生産学科 発行

〒903-0213 沖縄県西原町千原 1 番地


