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Graduate School of Humanities and
Social Sciences
人文社会科学研究科

The Graduate School of Humanities and Social Sciences
welcomes students of diverse backgrounds.
The master’s program offers a wide range of study areas (see
the list below) that students can select freely according to
their academic abilities and research concerns. The program
provides a systematic structure of highly academic and
integrated courses in the humanities and social sciences
that are aimed at training students to obtain a professional
level of analytical competence, become academically
flexible, and exercise practical judgment in coping with a
wide range of problems and issues that confront us in our
ever-changing world. The doctoral program aims to create
new research fields and approaches that take advantage of
Okinawa’s geographic, historical, and cultural backgrounds.
By placing Okinawa/the Ryukyus in a global context, the
program aims to train professionals and researchers capable
of analyzing local and regional issues from multiple points of
view. To strive to meet the varied needs of students, we also
provide classes in the evenings and on Saturdays for those
who hold full-time jobs.
Master’s Program

大学院紹介

Majors

人文社会科学研究科は様々な背景の学生を受け入れ
ます。
博士前期課程では、幅広い研究分野を用意し（下表参
照）、学生は自分の研究能力と関心分野に応じて専攻や
研究科を越えて自由に科目を履修することが可能です。
人文社会科学分野において、学術的・総合的な教育内
容を体系的に展開することで、絶えずに変動する現代
社会が抱える諸問題に直面する際、高度な分析能力と
問題を柔軟に対応できる実践的判断力を持つ専門職業
人の育成を目的としています。
博士後期課程は、沖縄の持つ地理的・歴史的・文化的
諸条件を活かした新たな学問体系の構築と学術の創出
を目指します。琉球・沖縄をグローバルな文脈におき
ながら、地域の課題を複眼的な視点から解明していく
行動専門職業人と研究者の養成を目的としています。
なお、人文社会科学研究科は社会人大学院生も受け入
れています。多様なニーズに応えるために、夜間及び
土曜日にも授業を行っています。

博士前期課程

Areas of Study  教育研究分野

専攻

Social Systems Studies

・Practical Jurisprudence  実務法学
・Economic Systems  経済システム

Human Sciences

・Human Behavior  人間行動
・Island Studies  島嶼研究
・Human Society 人間社会
・Clinical Psychology  臨床心理学
・History and Anthropology 歴史学・人類学

Languages and Cultures

・Ryukyuan-Asian Studies  琉球アジア文化
・Euro-American Studies  欧米文化

総合社会システム
人間科学

国際言語文化

Doctoral Program
Major

・Business Administration  経営管理
・Policy Science  政策科学

・Language and Communication Studies  
言語コミュニケーション

博士後期課程

専攻

Comparative Culture and Area
Studies 比較地域文化

Area of Study  教育研究分野
－

Special Graduate Programs

特別プログラム

In 2015, the Graduate School of Humanities and Social Sciences
Comparative Culture and Area Studies (Doctoral Program)
initiated a special graduate program for Japanese Government
scholarship recipients from Central-Eastern Europe and South
America. This program commences in April and ends in March,
and all lectures are conducted in Japanese. This program is
intended for international students who have obtained a master's
degree in Ryukyuan and Okinawan studies, or Japanese studies,
and aims to produce academic researchers who will go on to
pursue Okinawan studies and Japanese studies in universities
and research institutions in their home countries, while taking on
leadership roles in humanities and social sciences at tertiary level.

人文社会科学研究科比較地域文化専攻では 2015 年度
から主として中東欧諸国、南米諸国からの国費留学生
を対象にした特別プログラムを提供しています。学年
暦の開始を 4 月、修了を 3 月に設定し、授業は日本語
で行っています。本プログラムでは、琉球・沖縄研究、
日本研究で修士号を取得した留学生を対象に博士後期
課程での教育を実施し、博士号を取得後、母国の大学
等の研究機関において人文科学・社会科学の分野で主
導的役割を担い、沖縄研究、日本研究を遂行する人材
を養成することを目的としています。

＜ Comparative Culture and Area Studies 国際沖縄研究者養成プログラム＞
Doctoral Program 博士後期課程
Major
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専攻

・Comparative Culture and Area Studies  比較地域文化

