
●特別講演●

No.1 No.2

タイトル タイトル

内容紹介 内容紹介

https://www.u-
ryukyu.ac.jp/seventy/coi-next/ アイキャッチ https://www.u-

ryukyu.ac.jp/seventy/sdgs/ アイキャッチ

●WEB展示会コンテンツ●

No.1 No.2

カテゴリー カテゴリー

タイトル タイトル

団体名 団体名

作成代表者 作成代表者

内容紹介 内容紹介

コンテンツ形式 コンテンツ形式

https://www.u-
ryukyu.ac.jp/seventy/archeology/

https://www.u-
ryukyu.ac.jp/seventy/advisory/

No.3 No.4

カテゴリー カテゴリー

タイトル タイトル

団体名 団体名

作成代表者 作成代表者

内容紹介 内容紹介

コンテンツ形式 コンテンツ形式

https://www.u-
ryukyu.ac.jp/seventy/next_generati

on/

https://www.u-
ryukyu.ac.jp/seventy/soramizu/

Ⅱ(地域振興)ー④
Ⅲ(次世代育成)ー④
Ⅳ(島嶼型先進研究)ー①

地域に根ざした考古学・博物館学の実践的教育

福田　英昭

琉球大学教育学部・教職大学院・教職センターは大学と地域社会の連携を目指
し、大学が有する研究活動の成果を地域に還元することを目的として、学校の校内
研修をはじめ教育委員会や教育研究所等で実施されている研修会等に大学教員
を講師として派遣しています。本コンテンツは、その取り組み内容を紹介するもので
す。具体的には沖縄県内の幼小中高等学校・特別支援学校での支援活動や教育
委員会・教育研究所等で実施されている支援活動の内容を紹介しています。

国際地域創造学部地域文化科学プログラム
（考古学研究室）

琉球大学におけるSDGsへの取り組み

琉球大学のSDGsの取組の概要を説明し、2021年5月22日に開催したSDGsシ
ンポジウムの録画から、下記２つの取組をご紹介します。
①「高大連携による沖縄未来社会創生シンポジウム」（発表者：教育学部　濱田栄
作教授）
②「子育て支援アプリ・サポまるの開発」（発表者：人文社会学部　島袋鈴菜さん
他２名）

Ⅲ(次世代育成)ー①、②

大学教員を地域や学校に派遣する「アドバイザリースタッフ派遣
事業」

教育学部

「JST共創の場プロジェクト」紹介動画

琉球大学は、沖縄をベースに「食」と「エネルギー」の循環社会モデルの形成を目
指し、主な要素技術の、「閉鎖循環型陸上養殖」「再生可能エネルギー」「廃棄食料
の資源化」等をデジタル技術で連携し、最適な循環社会の実現を目標としていま
す。
本学が取り組む「資源循環型共生社会に向けた農水一体型サステイナブル陸上養
殖のグローバル拠点形成事業」をご紹介します。

PDF形式

主税　英德

琉球大学考古学研究室がこれまでに行ってきた、沖縄県外における地域と連携し
た遺跡の調査概要や、沖縄を代表する遺跡であるグスクについて、地域と大学がと
もに取り組む大宜味村根謝銘グスクの調査・資料整理等、また、地域に根ざした活
動に取組む南風原文化センターと連携し、文化財や博物館に関した実践的教育を
紹介します。

PDF形式

Ⅲ(次世代育成)ー①、②
Ⅱ(地域振興)－③
Ⅳ(島嶼型先進研究)ー①

沖縄の未来を牽引する次世代育成コンソーシアムの構築

教育学部

濱田　栄作

琉球大学と沖縄県内の高等学校が連携し、さらに自治体や産業界等が協働するコ
ンソーシアムを構築することで、高校生が地域の課題等について探究的に学ぶ場
が創出し、将来の地域を牽引する人材を育成します。本コンテンツでは、高校生が
地域の課題等について探究的に学ぶ環境づくりについて紹介します。

PDF形式

空気を原料とする水製造装置開発

soramizu研究開発グループ

福本　晃造

電気だけで飲用水を製造できる装置「soramizu」の開発に取り組んでいます。
製造する高品質水の利活用を目指した連携相手も募集しています。

動画形式

◆カテゴリーⅠ 医療・健康長寿 ◆カテゴリーⅡ 地域振興

①医療機関や医療技術、医療人材の高度化に向けた取組 ①農業の振興に向けた取組 ②観光産業の振興に向けた取組

②健康の増進や生活習慣の改善に関する理解を促進する取組 ③IT・エネルギー・工業技術の振興に向けた取組 ④地域文化の振興に向けた取組

◆カテゴリーⅢ 次世代育成 ◆カテゴリーⅣ 島嶼型先進研究

①島嶼型教育基盤の構築に向けた取組 ②次世代育成の基盤整備に向けた取組 ①島嶼・海洋・亜熱帯・健康長寿等の特色ある研究成果に基づく地域活性化の取組

③事業創出人材の育成に向けた取組 ④地域活性化人材の育成に向けた取組 ②国際的な学術交流や学術情報・資源の公開・発信を通じた地域活性化の取組

◆カテゴリーⅠ 医療・健康長寿 ◆カテゴリーⅡ 地域振興

①医療機関や医療技術、医療人材の高度化に向けた取組 ①農業の振興に向けた取組 ②観光産業の振興に向けた取組

②健康の増進や生活習慣の改善に関する理解を促進する取組 ③IT・エネルギー・工業技術の振興に向けた取組 ④地域文化の振興に向けた取組

◆カテゴリーⅢ 次世代育成 ◆カテゴリーⅣ 島嶼型先進研究

①島嶼型教育基盤の構築に向けた取組 ②次世代育成の基盤整備に向けた取組 ①島嶼・海洋・亜熱帯・健康長寿等の特色ある研究成果に基づく地域活性化の取組

③事業創出人材の育成に向けた取組 ④地域活性化人材の育成に向けた取組 ②国際的な学術交流や学術情報・資源の公開・発信を通じた地域活性化の取組

地域連携企画展 掲載コンテンツ一覧



No.5 No.6

カテゴリー カテゴリー

タイトル タイトル

団体名 団体名

作成代表者 作成代表者

内容紹介 内容紹介

コンテンツ形式 コンテンツ形式

https://www.u-
ryukyu.ac.jp/seventy/oases/

https://www.u-
ryukyu.ac.jp/seventy/totalsupport/

No.7 No.8

カテゴリー カテゴリー

タイトル タイトル

団体名 団体名

作成代表者 作成代表者

内容紹介 内容紹介

コンテンツ形式 コンテンツ形式

https://www.u-
ryukyu.ac.jp/seventy/kyoushijuku/

https://www.u-
ryukyu.ac.jp/seventy/scientist/

No.9 No.10

カテゴリー カテゴリー

タイトル タイトル

団体名 団体名

作成代表者 作成代表者

内容紹介 内容紹介

コンテンツ形式 コンテンツ形式

https://www.u-
ryukyu.ac.jp/seventy/miyakobp/

https://www.u-
ryukyu.ac.jp/seventy/ceramics/

Ⅱ(地域振興)－③
Ⅲ(次世代育成)ー②

科学を楽しむ中高生の研究発表交流事業「沖縄科学技術教育
シンポジウム(OASES)」

教育学部：沖縄科学技術教育シンポジウム実行委員会

杉尾　幸司

中高生の科学研究活動を支援するために、琉球大学が沖縄県教育委員会と共催し
て実施している「沖縄科学技術教育シンポジウム(OASES)」について紹介します。
「沖縄科学技術教育シンポジウム(OASES)」は、理科や科学技術に関心がある中
高生を大学や研究者が支援し、学校を超えた生徒交流を通して科学を楽しむ活動
を推進する事を目的にしています。中高生が自由な発想で取り組んだ研究成果を
発表・交流する取り組みを中心に、第一線で活躍する研究者による講演や参加型
科学実験イベント、生徒の研究活動を指導する学校関係者の情報交換会等を行っ
てきました。今年で7年目を迎える本シンポジウムの魅力をご紹介します。

Ⅲ(次世代育成)ー②、④

支援の必要な子どもたちを地域とともに支える「トータル支援事
業」

大学院教育学研究科教職実践講座

浦崎　武

障がいのある子どもや支援を必要とする子どもへの大学を拠点とする学生と教員
がともに取り組む「トータル支援教室」を紹介します。
沖縄県内圏域の教育事務所（沖縄県教育委員会との共催）を支援拠点とした地域
拠点型の支援活動と地域人材育成の取組を紹介します。貧困等の養育環境の影
響を受ける子どもの地域の教育的課題の解決をめざし、教育学部協定の教育委員
会と連携した取組を紹介します。

PDF形式PDF形式

Ⅲ(次世代育成)ー①
Ⅱ(地域振興)－④
Ⅲ(次世代育成)ー①、②、③、④
Ⅳ(島嶼型先進研究)ー②

教職大学院での「教師塾」の取組

大学院教育学研究科教職実践講座

白尾　裕志

教職大学院での「教師塾」の取組について紹介します。「教師塾」は、教育研究およ
び教育実践研究の成果を共有して、沖縄県の教育活動に役立てること、また、島嶼
県である沖縄県内の学校および市町村教育委員会と琉球大学教育学部・教職大
学院との連携を強化しながら、若手・中堅教員の資質向上を図り、教師の力量を高
める沖縄型「教師塾」モデルの開発を目的としています。

PDF形式

沖縄とハワイの小学生による国際共同自由研究
ー次世代のグローバル才能教育による新事業を目指してー

琉球大学、MIRAIME Laｂ、堀井工業

島田　幸治郎

産学による小生向けグローバル型探求習プログラムの開発と、その実践仕組みづく
りを行っています。探求プログラムでは環境問題や琉球文化をハワイの小学校と国
際共同自由研究でこれまでにない才能教育取り組んでいます。その研究ベースで
行いつつも持続可能にするため、実践作りの場も作ることで、沖縄に新事業を構築
します。

動画形式

Ⅱ(地域振興)－④

動画形式

首里城破損瓦をリサイクルしたセラミックスの加工について

工学部工学科機械工学コース材料加工学研究室

神田　康行

本コンテンツでは、火災により発生した首里城破損瓦をセラミックスへ加工する研
究と現在までの取り組みについて紹介します。首里城の火災により、多くの破損瓦
が発生しました。首里城の破損瓦は、歴史的な学術価値が高く、多くの沖縄県民が
敬愛する首里城の一部となっています。そこで、この研究では、首里城の破損瓦に
対するひとつのリサイクル方法として、破損瓦を微粉砕することでセラミックス原料
として使用することを検討しています。

PDF形式

Ⅰ(医療・健康長寿)ー②　　Ⅱ(地域振興)－①、②
Ⅲ(次世代育成)ー④　　　　　Ⅳ(島嶼型先進研究)ー①

宮古島産薬草を利用した琉球大学、企業、地域で行う第6次産業への
取り組み

医学部保健学科『宮古ビデンス・ピローサ』プロジェクト

今泉　直樹

宮古島で生産されている『宮古ビデンス・ピローサ（宮古B。p。）』を用いて「血管
拡張作用」に対する高付加価値を有する食品の開発を、琉球大学、企業、地域で連
携して行っている第6次産業への取り組みを紹介します。



No.11 No.12

カテゴリー カテゴリー

タイトル タイトル

団体名 団体名

作成代表者 作成代表者

内容紹介 内容紹介

コンテンツ形式 コンテンツ形式

https://www.u-
ryukyu.ac.jp/seventy/bioinformatic

s/

https://www.u-
ryukyu.ac.jp/seventy/carbon_neutr

ality/

No.13 No.14

カテゴリー カテゴリー

タイトル タイトル

団体名 団体名

作成代表者 作成代表者

内容紹介 内容紹介

コンテンツ形式 コンテンツ形式

https://www.u-
ryukyu.ac.jp/seventy/robotarm/

https://www.u-
ryukyu.ac.jp/seventy/uji/

No.15 No.16

カテゴリー カテゴリー

タイトル タイトル

団体名 団体名

作成代表者 作成代表者

内容紹介 内容紹介

コンテンツ形式 コンテンツ形式

https://www.u-
ryukyu.ac.jp/seventy/disaster/

https://www.u-
ryukyu.ac.jp/seventy/kensanmokuz

ai/

工学部社会基盤デザインコース水圏環境工学研究室が取り組む、種々の水・土砂
災害の軽減に向けた研究活動の紹介します。

動画形式

首里城正殿再建と沖縄県産材による伝統継承

工学部工学科建築学コース

カストロ　ホワン　ホセ

首里城再建の際に使用される沖縄県産木材の特徴及びそれらの強度試験の様子
と結果について紹介します。

動画形式

Ⅳ(島嶼型先進研究)ー① Ⅱ(地域振興)－④

水・土砂災害の軽減に向けた技術開発

工学部社会基盤デザインコース水圏環境工学研究室

福田　朝生

Ⅰ(医療・健康長寿)ー①　　Ⅱ(地域振興)－④
Ⅲ(次世代育成)ー④　　　　　Ⅳ(島嶼型先進研究)ー①

動画形式

Ⅱ(地域振興)－③

沖縄におけるカーボンニュートラル実現のための技術

工学部工学科千住研究室

千住　智信

沖縄県においてカーボンニュートラルを実現するための琉球大学における産学共
同研究の内容を紹介します。

動画形式

Ⅱ(地域振興)－①、③
Ⅲ(次世代育成)ー②、③、④
Ⅳ(島嶼型先進研究)ー②

動画形式

バイオインフォマティクスによるCOVID-19関連遺伝子の探索
とAIによる病理診断

工学部工学科エネルギー環境工学コースシステム計測分野

宮田　龍太

沖縄県「健康・医療における情報技術活用促進事業」の一環として着手している新
型コロナウイルス関連研究と、県内病院と連携して開発している乳がんデジタル病
理画像診断システムについて紹介します。バイオインフォマティクスが持つ可能性に
ついて知ってもらいたいです。

動画形式

Ⅳ(島嶼型先進研究)ー①

人と環境に優しい 「うーじ・ゆいバーサル縁石」

工学部社会基盤デザインコース　建設材料学研究室・沖縄県コンクリー
ト二次製品共同組合（開発代表工場：（株）キョウリツ）

富山　潤

島嶼県沖縄の循環型社会の構築に寄与する人と環境に優しい建設材料の開発の
一つとして、令和２年度琉球大学ブランド開発に採用された「うーじ・ゆいバーサル
縁石」を紹介しています。

AIコンピュータービジョン＋ロボットアーム

工学部電子情報通信コース、 (株)AI・Signコンサルティング

長田　康敬

人間の目の向きをコンピュータヴィジョン(CV)で追跡する技術をAI(Artificial
Interigence)の応用として開発しています。本コンテンツでは、工業製品（部品）
の検査をCVで行ない、ロボットアームで仕分けをするシステムについて紹介してい
ます。



No.17 No.18

カテゴリー カテゴリー

タイトル タイトル

団体名 団体名

作成代表者 作成代表者

内容紹介 内容紹介

コンテンツ形式 コンテンツ形式

https://www.u-
ryukyu.ac.jp/seventy/jinkoudoutai/

https://www.u-
ryukyu.ac.jp/seventy/musen/

No.19 No.20

カテゴリー カテゴリー

タイトル タイトル

団体名 団体名

作成代表者 作成代表者

内容紹介 内容紹介

コンテンツ形式 コンテンツ形式

https://www.u-
ryukyu.ac.jp/seventy/bridge/

https://www.u-
ryukyu.ac.jp/seventy/monodukuri/

No.21 No.22

カテゴリー カテゴリー

タイトル タイトル

団体名 団体名

作成代表者 作成代表者

内容紹介 内容紹介

コンテンツ形式 コンテンツ形式

https://www.u-
ryukyu.ac.jp/seventy/farm/

https://www.u-
ryukyu.ac.jp/seventy/ringyou/

農学部附属亜熱帯フィールド科学教育研究センター

波平　知之

農学部附属農場は、大学キャンパス内に圃場や牧場があり、また都市林が隣接する
など、いつでも作物や家畜、そして森林が身近にあります。開学７０周年の節目にあ
る現在の大学農場の取り組みについて、現在の教職員学生によって紹介します。

動画形式

生物多様性の高い亜熱帯林での環境に配慮した林業を考える

農学部 亜熱帯農林環境科学科 森林環境科学分野 造林学研究室

谷口　真吾

生物多様性の高い亜熱帯林が拡がる沖縄島北部やんばる地域の自然環境と森
林・林業の特徴を紹介します。やんばるの貴重な森林生態系の中で「産業としての
林業」を持続的に行うための環境負荷の少ない伐採収穫と早期の森林再生（再森
林化）の考え方、その具体的な取り組みを体系化した「やんばる型森林業」を紹介
します。さらに、沖縄県と連携し持続可能な循環型森林の創出に向けた取り組みと
社会実装の効果を紹介します。

PDF形式

夏休み親子キッズ講座をはじめとした出前ものづくり講座について、また、琉球大学
公開講座夏休み工作教室について紹介します。

動画形式

Ⅱ(地域振興)－①
Ⅲ(次世代育成)ー④

Ⅱ(地域振興)－①
Ⅳ(島嶼型先進研究)ー①

開学70年目の琉球大学農学部附属農場の今

Ⅲ(次世代育成)ー④
Ⅳ(島嶼型先進研究)ー①、② Ⅲ(次世代育成)ー②

ものづくりで楽しもう！～技術部のものづくり教室紹介～

工学部　技術部

屋比久　祐盛

 橋のSDGsの研究～耐塩害技術と台風威力を捉える～

工学部附属地域創生研究センター＆下里研究室

 下里　哲弘、田井　政行

鋼橋の強靭化に関する取り組みとして、沖縄特有の塩害と台風が橋梁に与える影
響の解明を目的に、実物大の試験橋梁において、3次元の風向風速と気圧測定お
よび橋梁に作用する風圧を高精度センシング技術で計測し、近年巨大化傾向の台
風の威力を捉える。また、亜熱帯海洋型気候の沖縄ならでは耐塩害への研究とし
て、SUS・炭素鋼のハイブリッド材や金属溶射などの新防食材料の開発や塩害分
析法について紹介する。

動画形式

岡﨑　威生

株式会社Alpaca。Labとの共同研究課題として、運転代行業にかかる「需要予
測」「顧客と運転者のマッチング最適化」「代行車配置最適化」などを人口動態
データや地理情報に基づいた解析による実現を紹介します。

PDF形式

海洋資源開発低コスト化のための、海中無線通信および測位技術の開
発

工学部工学科知能情報コース　ファイヤー和田研究室

和田　知久

海洋資源開発の低コスト化のための、海中無線通信および測位技術の開発関連の
技術を紹介します。

動画形式

Ⅱ(地域振興)－③ Ⅱ(地域振興)－③
Ⅳ(島嶼型先進研究)ー①

人口動態と地理情報へのAI適用による運転代行戦略策定

工学部工学科知能情報コース岡﨑研究室



No.23 No.24

カテゴリー カテゴリー

タイトル タイトル
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作成代表者 作成代表者
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https://www.u-
ryukyu.ac.jp/seventy/satsumaimo/

https://www.u-
ryukyu.ac.jp/seventy/hakase_kaga

ku/

No.25 No.26

カテゴリー カテゴリー

タイトル タイトル

団体名 団体名

作成代表者 作成代表者

内容紹介 内容紹介

コンテンツ形式 コンテンツ形式

https://www.u-
ryukyu.ac.jp/seventy/ryukyurikejo/

https://www.u-
ryukyu.ac.jp/seventy/shuri_net/ アイキャッチ

No.27 No.28

カテゴリー カテゴリー

タイトル タイトル

団体名 団体名

作成代表者 作成代表者

内容紹介 内容紹介

コンテンツ形式 コンテンツ形式

https://www.u-
ryukyu.ac.jp/seventy/fukusenkou/

https://www.u-
ryukyu.ac.jp/seventy/aviation/

地域創生副専攻は、色々な学部に所属する学生が一緒になって、地域の現状や課
題解決に必要な技法を学ぶプログラムです。対象科目の多くは企業や自治体との
連携・協力のもと、外部講師として協力頂いたり、実習を地域で実施したりと、地域
とともに地域を学ぶ内容になっています。地域創生副専攻で学ぶ魅力について、実
際に副専攻に登録し、学んでいる学生が紹介します。

動画形式

企業と連携して実施する教育プログラム(日本トランスオーシャ
ン航空株式会社および琉球エアーコミューター株式会社の協力
による共通教育科目「沖縄の航空事業と地域振興」)

地域連携推進機構・日本トランスオーシャン航空株式会社・琉球エアー
コミューター株式会社「企業と連携して実施する教育プログラム」

制作責任者：日本トランスオーシャン航空（株）  兼 地域連携推
進機構特命教授

伊礼 恭（irei@lub.u-ryukyu.ac.jp）

琉球大学では企業と連携した実践的な教育プログラムの開発を行っています。ここ
では共通教育科目として日本トランスオーシャン航空株式会社および琉球エアーコ
ミューター株式会社の協力のもと実施している島嶼地域における航空産業による地
域振興に向けた教育プログラム「沖縄の航空事業と地域振興」の取り組み事例を
紹介します。

動画形式

Ⅲ(次世代育成)ー④
Ⅱ(地域振興)－②
Ⅲ(次世代育成)ー③、④

地域創生副専攻の紹介

地域創生副専攻

背戸　博史

研究体験や研究発表会、ロールモデルの提示などの女子中高生向け科学教育プ
ログラムの紹介を行います。さらに、生徒の進路選択に大きな影響を与える教員や
保護者の意識変化を目的とした取組みについても紹介します。

動画形式

「琉大未来共創フォーラム 首里城再興学術ネットワークシンポジウム2021 」ダイジェスト版

首里城再興学術ネットワークチーム

富永　千尋

首里城再興学術ネットワークは、県内の大学等を核に広範囲な学術ネットワークを
構築することにより、教育・研究面で首里城再興に貢献することを目指しています。
それに際して、去る10月3日に沖縄県、沖縄県立芸術大学、琉球大学が合同し、関
係者の協力を得て、シンポジウムを開催しました。本コンテンツは、そのイベントのダ
イジェスト版です。首里城の復興及び沖縄の歴史・文化の再発見等に関する研究・
取り組みや、総合的な視点からの首里城の復興と沖縄の歴史・文化のルネッサンス
についてご紹介します。

動画形式

Ⅲ(次世代育成)ー①、②、③、④
Ⅱ(地域振興)－②、④
Ⅲ(次世代育成)ー②、③、④

女子中高生を対象とした理系進路選択支援に関する取組みに
ついて

美ら夢サイエンスプロジェクト for 琉球リケジョ

濱田　栄作

沖縄県の農業振興を目指し、サツマイモ生産に関する近年の課題を理解し、サツマ
イモの消費拡大の戦略と、農業生産性向上を実現する沖縄型の資源循環農業体系
の構築に向けた産学官連携研究ネットワークによる研究活動を紹介します。

動画形式

小中高校生を対象とした次世代人材育成事業の紹介（琉大ハ
カセ塾・カガク院）

琉大ハカセ塾・カガク院

杉尾　幸司

琉球大学が実施する次世代人材育成事業「琉大ハカセ塾・カガク院」の事業を解
説し、地域の子供たちの活躍を紹介します。

動画形式

Ⅱ(地域振興)－①
Ⅲ(次世代育成)ー②、④ Ⅲ(次世代育成)ー①、②、③、④

サツマイモを核とした沖縄型資源循環農業体系の確立と農業振
興

沖縄作物保護ネットワーク

関根　健太郎



No.29 No.30

カテゴリー カテゴリー

タイトル タイトル

団体名 団体名

作成代表者 作成代表者

内容紹介 内容紹介

コンテンツ形式 コンテンツ形式

https://www.u-
ryukyu.ac.jp/seventy/exhibition/ アイキャッチ

https://www.u-
ryukyu.ac.jp/seventy/library_muse

um/
アイキャッチ

No.31 No.32

カテゴリー カテゴリー

タイトル タイトル

団体名 団体名

作成代表者 作成代表者

内容紹介 内容紹介

コンテンツ形式 コンテンツ形式

https://www.u-
ryukyu.ac.jp/seventy/ryukyu_okina

wa/
アイキャッチ https://www.u-

ryukyu.ac.jp/seventy/iten/ アイキャッチ

当館所蔵の戦前の写真をもとに、現在の場所を探しながら戦前戦後の沖縄の移り
変わりを知る企画や、首里城跡および琉球大学の関連史跡を通して琉球大学の歴
史を知るなど、当館所蔵の写真資料や、貴重な古文書のアーカイブ等、附属図書館
が所蔵する資料を活用した、みずから調査・研究することで琉球・沖縄の歴史や文
化を知るきっかけづくりとなるような中高生向けのデジタルコンテンツです。このコ
ンテンツは2021年7月25日の沖縄タイムス子ども新聞「ワラビー」に掲載された
夏休み自由研究企画の続編動画となります。なお、本コンテンツでは、図書館所蔵
の資料だけではなく、沖縄県内の他機関が公開しているデジタルアーカイブを活用
することで、沖縄の豊かなデジタルアーカイブの世界も学べるような内容になってい
ます。

大学病院移転PR動画「”健康長寿県おきなわ”を取り戻すため
に大学ができること～地域とともに行う健康づくり～」

移転推進本部

嘉川　陽一

令和７年に控えた大学病院の移転開院の現状を報告するとともに、先端研究やこ
れまでの取組の紹介をとおして、沖縄の健康づくり・健康課題解決のために大学が
できること、地域と協働できることを考えていきます。

動画形式

Ⅱ(地域振興)－④
Ⅲ(次世代育成)ー②、④ Ⅰ(医療・健康長寿)ー②

附属図書館

藤田　陽子

沖縄タイムス コラボレーション企画「デジタルで知る琉球・沖縄
の歴史・文化」

開学70周年を記念して、本学と附属図書館の歴史をテーマとした企画展をオンラ
インで開催します。本コンテンツでは、図書館所蔵の資料だけではなく、他機関が所
蔵する写真資料や映像資料なども用いて、本学と附属図書館の歩みを紹介します。

動画形式

令和3年度琉球大学附属図書館・琉球大学博物館合同企画展
「琉球大学資料にみる宜野湾～病と祈り～」（オンライン）

附属図書館　博物館（風樹館）

藤田　陽子

新型コロナウイルス感染症の世界的流行をうけ、テーマを「疫病と祈り」に絞り、宜
野湾市立博物館との共催で開催します。本コンテンツでは、展示に関する解説動画
や、講演会の録画動画、オンラインギャラリートークの様子などを公開します。

Ⅲ(次世代育成)ー④
Ⅳ(島嶼型先進研究)ー②

Ⅱ(地域振興)－④
Ⅳ(島嶼型先進研究)ー②

琉球大学附属図書館企画展「琉球大学と附属図書館～70年の
歩み～」（オンライン）

附属図書館

藤田　陽子

琉球大学開学70周年記念事業 トップページ　　https://www.u-ryukyu.ac.jp/70th/


