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2. 学内施設

（1）国際教育センター 留学生ユニット

国際教育センターは、留学生を対象として日本語クラスを提供して

います。また、留学生に対する学習面や生活面の指導助言をおこ

ないます。

〇日本語コース
留学生を対象とした日本語クラスで、入門から上級までのレベルに

分かれています。大学院生、研究生も日本語の授業を履修するこ

とができますが単位は出ません。

〇留学生相談室
履修、学習、進学、生活面で悩みがあるときは、気軽に留学生相

談室に相談してください。

詳しくは国際教育センターのウェブサイトで確認してください。

http://isu.skr.u-ryukyu.ac.jp/current-students/health-counseling-support/
https://isu.skr.u-ryukyu.ac.jp/


2. Campus facilities
(1) International Education Center

- International Student Unit
The International Student Unit of the International Education Center 
offers Japanese language classes for international students. It also 
provides guidance and advice to international students in their studies 
and daily life.

Japanese Language Course
Japanese language classes for international students are offered at levels 
ranging from introductory to advanced. Graduate and research students 
may also take Japanese language classes, but no credits will be given.

Consultation Room
If you have any concerns about your studies, research, further education, 
or daily life, please feel free to consult with the International Student 
Consultation Room.

Please check the International Student Unit website for more information.

https://isu.skr.u-ryukyu.ac.jp/?lang=en


2. 学内施設

（2）情報基盤統括センター

入学後に配布される教育用（学生）ユーザーIDとパスワードで、以下のサー

ビスが利用できます。

・Office関連ソフト（Microsoft 365)

・ウイルス対策ソフト

・学内LAN（ryukyu-ap2）、メール、e-Learning

学内LAN利用者は「情報セキュリティ対策９か条」を遵

守し、良識に基づいて利用してください。

なお、情報基盤統括センターからの重要なお知らせは、

メールやセンターのウェブサイトで通知されますので、

定期的に確認してください。

関連リンク

情報基盤統括センター

http://www.cnc.u-ryukyu.ac.jp/


(2) Information Technology Center

The following services can be used with the educational (student) user 
ID and password issued after enrollment.
・Microsoft 365
・Anti-virus software
・Campus LAN (ryukyu-ap2), email, e-Learning

Important notices from the Information 
Technology Center will be sent via e-mail and 
the Information Technology Center's website, so 
please check them regularly.

Related Link
Information Technology Center

2. Campus facilities

Users of the campus LAN are requested to observe the “Top 9 Information 
Security Rules" and use the LAN responsibly and sensibly.

http://www.cnc.u-ryukyu.ac.jp/


2. 学内施設

（3）図書館

琉球大学には、千原キャンパスに本館、上原キャンパ

スに分館（医学部分館）の２つの図書館があります。

琉球大学の学生は、学生証により入館することができ

ます。

琉大図書館を利用については、琉球大学附属図書館のウェブサイトや、

「琉大図書館の紹介」で確認してください。

https://www.lib.u-ryukyu.ac.jp/


The University of the Ryukyus has two libraries: the 
Main Library on the Senbaru Campus and an Annex 
( Medical Departments Library ) on the Uehara Campus.
Students of this university may enter the library with 
their student ID cards.

Please visit the library's website for more information about using the 
library.

2. Campus facilities
(3) Library

https://www.lib.u-ryukyu.ac.jp/


2. 学内施設

（4）保健管理センター

保健管理センターは、学生と教職員の健康維持や増進を目的とし

た施設です。

構内での軽いケガ（切り傷、打撲、捻挫など）や内科的な急病（頭

痛、腹痛、カゼの症状など）時の応急措置は、医師、看護師が対

応します。

保健管理センターで対応できない場合は、病院等を紹介してもら

えます。

【保健管理センター紹介】（動画）

留学生を含む全ての学生は、保健管理センターで行われる健康診断を年に１度（４月又は１１月）受けること になっています。

https://www.hokekan.hac.u-ryukyu.ac.jp/
https://www.youtube.com/watch?v=WvZZuq08Qqg


The Health Administration Center is a facility designed to 
maintain and promote the health of students, faculty, and 
staff. Doctors and/or nurses can treat first aid for minor 
injuries (cuts, bruises, sprains, etc.) and medical 
emergencies (headaches, stomachaches, cold symptoms, 
etc.) on campus. If the Health Administration Center cannot 
provide such services, the student will be referred to a 
hospital or other appropriate facility.

All students must receive a medical examination once a year (in April or November) at the Health Administration 
Center.

2. Campus facilities
(4) Health Administration Center

https://www.hokekan.hac.u-ryukyu.ac.jp/


2. 学内施設

（5）留学生相談室

日本での生活や大学生活の中で、言葉や文化、習慣などの違いによりいろい

ろな困難や問題が起こることがあります。また新しい環境に慣れるまでには

ホームシックになったり、カルチャーショックを受けたりすることもあります。

大学ではこのような留学生のために相談室を設けてありますので、気軽に相

談室に来てください。

〇学習・生活相談

履修、進学学習・生活相談、生活等の悩みや問題について相談に応じます。

〇異文化カウンセリング

専門カウンセラーが勉学や生活、人間関係等の悩みにの相談に応じます。

詳しくは、『外国人留学生生活ガイドブック』の17ページを参照してください。

https://ges.skr.u-ryukyu.ac.jp/wp-content/uploads/2022/04/guidebook_international_students2022.pdf


During your life in Japan and at the university, you may experience various 
difficulties and problems due to differences in language, culture, customs, 
etc. You may also receive homesickness or culture shock as you adjust to 
your new environment.
The university has a counseling room for such international students, so 
please feel free to visit the counseling room.

● Counseling Room for Academic Study and Daily Life
Counseling is available for students regarding their studies, daily life, and 
other concerns and problems in their daily lives.

● Intercultural Counseling
A specialized counselor is available to provide counseling for problems 
related to study, daily life, human relations, etc.

2. Campus facilities
(5) Health Administration Center

Please refer to page 18 of the Guidebook for International Students for details.

https://ges.skr.u-ryukyu.ac.jp/wp-content/uploads/2022/04/guidebook_international_students2022.pdf


2. 学内施設

（6）ハラスメント相談支援センター

「もしかして、これはハラスメントかな？」と思ったら、

まずはハラスメント相談支援センターに相談してください。

（例）

・好意がない相手につきまとわれた。

・SNSで悪質な書き込みや誹謗中傷を受けた。

・年齢、体型、容姿、服装等のことでバカにされた。

・教員や他の学生から、人種や民族に関する発言で傷ついた。

・自宅までの教員の送迎や、飲み会でのお酌を強要された。

・指導教員が必要な指導をしてくれない。

https://hcsc.jim.u-ryukyu.ac.jp/


“I wonder if this could be harassment?”
If you think it might be harassment, consult the Harassment Counseling and 
Support Center.

(For Example)
・Someone followed.
・I received malicious posts on an SNS. 
・I was made fun of for my age, shape, appearance, clothes, etc.
・Received hurtful comments about race or ethnicity from faculty 

members or other students.
・I was forced to take a faculty member home or drink with them at the party.
・Faculty advisors did not give me the guidance I needed.

2. Campus facilities
(6) Harassment Counseling and Support Center

https://hcsc.jim.u-ryukyu.ac.jp/


2. 学内施設

（7）留学生のための就職相談室

学生部国際教育課にて、日本企業に就職を希望する留学生のために就職相

談を行っています。履歴書・エントリーシートの書き方、自己分析、面接対策、

インターンシップ、その他就職に関する相談を受け付けています。

就職相談を希望する場合は、必ず予約が必要なので、国際教育課（共通教育

棟1号館1階）に連絡し、予約を取ってください。

日時：毎週火曜日 13：00～15：00（カウンセリングの時間は1回約50分）

場所：国際交流会館１階（オンラインカウンセリングも可）

≪就職相談の予約≫

国際教育課（email：koshien@acs.u-ryukyu.ac.jp）

mailto:koshien@acs.u-ryukyu.ac.jp


Global Education Section offers employment counseling for international 
students who wish to work for a Japanese company.

We provide counseling on how to write a resume/entry sheet, self-
analysis, interview preparation, internships, and other employment-
related issues.

If you wish to receive career counseling, please contact the Global 
Education Section (1st floor of the Common Education Bldg. No.1) to 
make an appointment.

Hours: Every Tuesday, 13:00-15:00 (50 min/session)
Place: 1st floor of International House (online counseling is also available)
Appointment: Global Education Section (email: koshien@acs.uryukyu.ac.jp)

2. Campus facilities
(6) Career Counseling Room
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