
1. 大学生活
Campus Life



1. 大学生活

（１）年間スケジュール（学年歴）

琉球大学の1年間は、主に2つの学期から成り立っています。

前学期は4月1日から9月30日､後学期は10月1日から 3月31日までです｡ その年度の学年歴は、大学のウェブサイトで確認できま

す。
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(1) Academic Calendar （学年歴）

The academic year at the University of the Ryukyus consists of two main semesters.
The spring semester runs from April 1 to September 30, and the fall semester from October 1 to March 31.
You can find the English version of the academic calendar for the year in the Student Handbook.

http://rais.skr.u-ryukyu.ac.jp/dc/

http://rais.skr.u-ryukyu.ac.jp/dc/
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（2）学生への通知・連絡

大学から学生への連絡事項は、あなたが所属する学部

の掲示板及び教務情報システムでお知 らせします。

シラバス検索、休講、奨学金関係などいろいろな情報が

掲示されますので、毎日確認するように心がけましょう。

≪琉球大学 教務情報システム≫

https://tiglon.jim.u-ryukyu.ac.jp/Portal/

https://tiglon.jim.u-ryukyu.ac.jp/Portal/
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(2) Notification to students

The university will notify students through the bulletin board of your 
department and the Academic Affairs Information System
（教務情報システム）.

Students are encouraged to check the Academic Affairs Information 
System daily for information such as course cancellations, scholarships, 
etc., and the syllabus search.

≪Academic Affairs Information System  教務情報システム≫

https://tiglon.jim.u-ryukyu.ac.jp/Portal/

https://tiglon.jim.u-ryukyu.ac.jp/Portal/
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（3）チューター

皆さんがより良い留学生活を送れるよう、本学ではチューター（日本人

学生）が指導教員の下で、留学生の学習面や生活面を支援しています。

この制度を利用できる期間は以下のとおりです。

・入学後最初の２年間 : 学部学生

・入学後最初の１年間 : 大学院生、研究生

・入学後最初の６か月間 : 日本語・日本文化研修留学生、県費留学生、

短期交換留学生、科目等履修生

なお、学習や研究活動に直接関係しない事項（車での送迎、買い物、

食事、観光等）をチューターに求めることはできません。

チューターを希望する学生は、所属学部または国際教育課（ Email: 
kogakuko@acs.u-ryukyu.ac.jp）にご相談ください。
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(3) Student Tutor System

To support your study abroad experience, tutors (Japanese students) work 
under the direction of your supervisor to assist you in your studies and daily life. 
The period available for this system is as follows.

・First two years after admission: Undergraduates
・First one year after admission: Graduates, Researcher
・First six months after admission: Japanese study program students,

Okinawa Prefecture-funded students(kenpi-Ryugakusei 県費留学生) ,
Exchange students, and Auditors.

*Please note that requests for tutoring in matters not directly related to your 
study/research activities (e.g., to ask for a ride, shopping, dining, sightseeing, 
etc.) are not acceptable.

If you need a tutor, please contact your department or the Global Education 
Section (Email: kogakuko@acs.u-ryukyu.ac.jp).
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（4）学生教育研究災害傷害保険（学研災）

学研災は、大学の授業や研究活動中、また通学中の事故によってケガを負った場合

に補償されます。

留学生の皆さんが安心して日本で留学生活を送れるよう、万が一の事故に備えて早

めに加入手続きをおこなってください。

保険料など詳しいことは、学生支援課（医学研究科及び保健学研究科の学生は医学

部学務課学生支援係）に問い合わせてください。

〇 学生支援課（共通教育棟１号館１階）TEL:098-895-8135

〇 医学部学務課学生支援係 TEL：098-895-1055

≪学研災の概要≫ http://www.jees.or.jp/gakkensai/

http://www.jees.or.jp/gakkensai/


(4) Personal Accident Insurance for Students Pursuing 
Education and Research(“Gakkensai”)

GAKKENSAI covers you if you are injured in an accident while attending classes or 

research activities at the university, or while commuting to and from the university.

International students are encouraged to join the insurance soon so that they can enjoy 

their study abroad experience in Japan with confidence, in case of an accident.

For more information, please contact the Student Support Section (or the Student 

Support Section, School of Medicine for students at the Graduate School of Medicine 

and the Graduate School of Health Sciences). 

〇 Student Support Section TEL: 098-895-8135

〇 Student Support Section, School of Medicine TEL: 098-895-1055 

≪Outline of GAKKENSAI≫ http://www.jees.or.jp/gakkensai/
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http://www.jees.or.jp/gakkensai/
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