
県内大学学部学科一覧 2019.4.1現在

番号 大学・学校名 学部 学科 専攻・コース
001 琉球大学 人文社会学部 国際法政学科
002 琉球大学 人文社会学部 人間社会学科 哲学・教育学プログラム
003 琉球大学 人文社会学部 人間社会学科 心理学プログラム
004 琉球大学 人文社会学部 人間社会学科 社会学プログラム
005 琉球大学 人文社会学部 琉球アジア文化学科
006 琉球大学 国際地域創造学部 国際地域創造学科 国際的思考型
007 琉球大学 国際地域創造学部 国際地域創造学科 論理的思考系
008 琉球大学 国際地域創造学部 国際地域創造学科 数学的思考型
009 琉球大学 国際地域創造学部夜間 国際地域創造学科 国際的思考型
010 琉球大学 国際地域創造学部夜間 国際地域創造学科 論理的思考系
011 琉球大学 教育学部 学校教育教員養成課程小学校 学校教育専攻
012 琉球大学 教育学部 学校教育教員養成課程小学校 国語教育専修
013 琉球大学 教育学部 学校教育教員養成課程小学校 社会科教育専修
014 琉球大学 教育学部 学校教育教員養成課程小学校 数学教育専修
015 琉球大学 教育学部 学校教育教員養成課程小学校 理科教育専修
016 琉球大学 教育学部 学校教育教員養成課程小学校 音楽教育専修
017 琉球大学 教育学部 学校教育教員養成課程小学校 美術教育専修
018 琉球大学 教育学部 学校教育教員養成課程小学校 保健体育専修
019 琉球大学 教育学部 学校教育教員養成課程小学校 技術教育専修
020 琉球大学 教育学部 学校教育教員養成課程小学校 生活科学教育専修
021 琉球大学 教育学部 学校教育教員養成課程小学校 英語教育専修
022 琉球大学 教育学部 学校教育教員養成課程中学校 国語教育専修
023 琉球大学 教育学部 学校教育教員養成課程中学校 社会科教育専修
024 琉球大学 教育学部 学校教育教員養成課程中学校 数学教育専修
025 琉球大学 教育学部 学校教育教員養成課程中学校 理科教育専修
026 琉球大学 教育学部 学校教育教員養成課程中学校 音楽教育専修
027 琉球大学 教育学部 学校教育教員養成課程中学校 美術教育専修
028 琉球大学 教育学部 学校教育教員養成課程中学校 保健体育専修
029 琉球大学 教育学部 学校教育教員養成課程中学校 技術教育専修
030 琉球大学 教育学部 学校教育教員養成課程中学校 生活科学教育専修
031 琉球大学 教育学部 学校教育教員養成課程中学校 英語教育専修
032 琉球大学 教育学部 学校教育教員養成課程特支 特別支援教育専攻
033 琉球大学 理学部 数理科学科
034 琉球大学 理学部 物質地球科学科 物理系
035 琉球大学 理学部 物質地球科学科 地学系
036 琉球大学 理学部 海洋自然科学科 化学系
037 琉球大学 理学部 海洋自然科学科 生物系
038 琉球大学 医学部 医学科
039 琉球大学 医学部 保健学科
040 琉球大学 工学部 工学科 機械工学コース
041 琉球大学 工学部 工学科 エネルギー環境工学コース
042 琉球大学 工学部 工学科 電気システム工学コース
043 琉球大学 工学部 工学科 電子情報通信コース
044 琉球大学 工学部 工学科 社会基盤デザインコース
045 琉球大学 工学部 工学科 建築学コース
046 琉球大学 工学部 工学科 知能情報コース
047 琉球大学 農学部 亜熱帯地域農学科
048 琉球大学 農学部 亜熱帯農林環境科学科
049 琉球大学 農学部 地域農業工学科
050 琉球大学 農学部 亜熱帯生物資源科学科
051 琉球大学 農学部 亜熱帯生物資源科学科 健康栄養科学コース
052 名桜大学 国際学群 国際文化専攻
053 名桜大学 国際学群 語学教育専攻
054 名桜大学 国際学群 経営専攻
055 名桜大学 国際学群 情報システムズ専攻
056 名桜大学 国際学群 診療情報管理専攻
057 名桜大学 国際学群 観光産業専攻
058 名桜大学 人間健康学部 スポーツ健康学科
059 名桜大学 人間健康学部 看護学科
060 沖縄県立看護大学 看護学部 看護学科
061 沖縄県立芸術大学 美術工芸学部 美術学科 絵画専攻
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062 沖縄県立芸術大学 美術工芸学部 美術学科 彫刻専攻
063 沖縄県立芸術大学 美術工芸学部 美術学科 芸術学専攻
064 沖縄県立芸術大学 美術工芸学部 デザイン工芸学科 デザイン専攻
065 沖縄県立芸術大学 美術工芸学部 デザイン工芸学科 工芸専攻
066 沖縄県立芸術大学 音楽学部 音楽学科 音楽表現専攻
067 沖縄県立芸術大学 音楽学部 音楽学科 音楽文化専攻
068 沖縄県立芸術大学 音楽学部 音楽学科 琉球芸能専攻
069 沖縄キリスト教学院大学 人文学部 英語コミュニケーション学科
070 沖縄キリスト教短期大学 英語科
071 沖縄キリスト教短期大学 保育科
072 沖縄国際大学 法学部 法律学科
073 沖縄国際大学 法学部 地域行政学科
074 沖縄国際大学 経済学部 経済学科
075 沖縄国際大学 経済学部 地域環境政策学科
076 沖縄国際大学 産業情報学部 企業システム学科
077 沖縄国際大学 産業情報学部 産業情報学科
078 沖縄国際大学 総合文化学部 日本文化学科
079 沖縄国際大学 総合文化学部 英米言語文化学科
080 沖縄国際大学 総合文化学部 社会文化学科
081 沖縄国際大学 総合文化学部 人間福祉学科 社会福祉専攻
082 沖縄国際大学 総合文化学部 人間福祉学科 心理カウンセリング専攻
083 沖縄大学 法経学部 法経学科 法律行政コース
084 沖縄大学 法経学部 法経学科 経済経営コース
085 沖縄大学 法経学部 法経学科 地域社会コース
086 沖縄大学 人文学部 国際コミュニケーション学科 英語コミュニケーションコース

087 沖縄大学 人文学部 国際コミュニケーション学科 中国語コミニュケーションコース

088 沖縄大学 人文学部 国際コミュニケーション学科 日本語コミュニケーションコース

089 沖縄大学 人文学部 国際コミュニケーション学科 国際交流コース
090 沖縄大学 人文学部 福祉文化学科 社会福祉専攻
091 沖縄大学 人文学部 福祉文化学科 健康スポーツ福祉専攻
092 沖縄大学 人文学部 こども文化学科
093 沖縄大学 健康栄養学部 管理栄養学科
094 沖縄女子短期大学 総合ビジネス科 ビジネス心理コース
095 沖縄女子短期大学 総合ビジネス科 観光ホスピタリティコース
096 沖縄女子短期大学 児童教育学科 初等教育コース
097 沖縄女子短期大学 児童教育学科 心理教育コース
098 沖縄女子短期大学 児童教育学科 福祉教育コース
099 那覇市医師会那覇看護専門学校

100 社団法人北部地区医師会北部看護学校

101 中部地区医師会立ぐしかわ看護専門学校

102 学校法人湘央学園　浦添看護学校

103 専門学校ITカレッジ沖縄 ITスペシャリスト科
104 専門学校ITカレッジ沖縄 夜間エンジニア科 
105 専門学校ITカレッジ沖縄 クリエイター科 
106 専門学校ITカレッジ沖縄 日本語ビジネス
107 育英義塾教員養成学院 心理教育学科
108 育英義塾教員養成学院 保育福祉学科 
109 専修学校育成保育カレッジ学院 福祉保育科
110 専修学校育成保育カレッジ学院 幼児教育科
111 専修学校育成保育カレッジ学院 子ども未来科
112 専修学校インターナショナルデザインアカデミー グラフィックデザイン科
113 専修学校インターナショナルデザインアカデミー マンガ科
114 専修学校インターナショナルデザインアカデミー デジタルデザイン科
115 専修学校インターナショナルデザインアカデミー インテリア・建築デザイン科
116 専修学校インターナショナルデザインアカデミー ファッションビジネス科
117 専修学校インターナショナルリゾートカレッジ エアラインビジネス科
118 専修学校インターナショナルリゾートカレッジ エアポートビジネス科
119 専修学校インターナショナルリゾートカレッジ ホテル・ブライダル科
120 専修学校インターナショナルリゾートカレッジ ワールドトラベル科
121 沖縄アカデミー専門学校 介護福祉学科 社会福祉専門課程
122 沖縄ウェル専門学校 マリンワーク科
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123 沖縄ウェル専門学校 医療介護事務科
124 専修学校沖縄大原簿記公務員専門学校 公務員ビジネス科
125 専修学校沖縄大原簿記公務員専門学校 公務員専攻科
126 専修学校沖縄大原簿記公務員専門学校 情報経理科
127 沖縄歯科衛生士学校
128 沖縄情報経理専門学校
129 専門学校沖縄中央学園 福祉保育科
130 専門学校沖縄中央学園 幼児教育科
131 専門学校沖縄中央学園 医療ビジネス科
132 沖縄調理師専門学校
133 沖縄ビジネス外語学院
134 沖縄福祉保育専門学校 こども未来学科
135 沖縄福祉保育専門学校 こども学科（夜間部）
136 沖縄福祉保育専門学校 ヒューマン介護福祉学科
137 専修学校沖縄ペットワールド専門学校 動物看護・管理学科
138 医療法人おもと会沖縄リハビリテーション福祉学院 理学療法学科
139 医療法人おもと会沖縄リハビリテーション福祉学院 作業療法学科
140 医療法人おもと会沖縄リハビリテーション福祉学院 言語聴覚学科
141 医療法人おもと会沖縄リハビリテーション福祉学院 介護福祉学科
142 海邦電子ビジネス専門学校 公務員専攻科
143 海邦電子ビジネス専門学校 経理専攻科
144 海邦電子ビジネス専門学校 医療IT専攻科
145 海邦電子ビジネス専門学校 医療専攻科
146 海邦電子ビジネス専門学校 情報経理科
147 専修学校国際電子ビジネス専門学校 オフィスキャリア科
148 専修学校国際電子ビジネス専門学校 情報ビジネス科
149 専修学校国際電子ビジネス専門学校 情報ライセンス科
150 専修学校国際電子ビジネス専門学校 組込みシステム科
151 専修学校国際電子ビジネス専門学校 情報スペシャリスト科
152 専修学校国際電子ビジネス専門学校 ITエンジニア科 ゲームプログラムコース
153 専修学校国際電子ビジネス専門学校 デジタルデザイン科
154 サイ・テク・カレッジ 環境生態学科
155 サイ・テク・カレッジ 生物工学科
156 サイ・テク・カレッジ 栄養薬業学科
157 サイ・テク・カレッジ 環境建築学科
158 サイ・テク・カレッジ 環境土木学科
159 サイ・テク・カレッジ ユビキタスIT学科
160 サイ・テク・カレッジ那覇 建築デザイン科
161 サイ・テク・カレッジ那覇 環境土木科
162 サイ・テク・カレッジ那覇 情報システム科
163 サイ・テク・カレッジ那覇 国際情報ビジネス科
164 サイ・テク・カレッジ那覇 自然・文化ツーリズム科
165 サイ・テク・カレッジ那覇 医療情報ビジネス科
166 尚学院国際ビジネスアカデミー  公務員・教養本科　専修科
167 尚学院国際ビジネスアカデミー 国際ビジネス本科・専修科
168 尚学院国際ビジネスアカデミー 子ども未来本科
169 ソーシャルワーク専門学校 介護・社会福祉学科
170 専門学校大育 歯科衛生士科
171 専門学校大育 調理本科
172 専門学校大育 調理科
173 専門学校大育 製菓衛生士科
174 大育高等専修学校 総合学科
175 大育情報ビジネス専門学校 会計システム本科/会計ビジネス科

176 大育情報ビジネス専門学校 医療福祉本科/医療ビジネス科

177 大育情報ビジネス専門学校 公務員本科/公務員ビジネス科

178 大育情報ビジネス専門学校 観光システム本科・観光ビジネス科

179 中部美容専門学校 美容本科
180 中部美容専門学校 美容本科＋選択コース
181 那覇情報システム専門学校 情報システム科
182 那覇情報システム専門学校 デジタルクリエイター科
183 那覇情報システム専門学校 ビジネスライセンス科
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184 那覇情報システム専門学校 医療ビジネス科
185 那覇情報システム専門学校 公務員専攻科
186 那覇日経ビジネス・専門学校日経ビジネス 公務員ビジネス科
187 那覇日経ビジネス・専門学校日経ビジネス エアラインビジネス科
188 那覇日経ビジネス・専門学校日経ビジネス 国際英米学科
189 那覇日経ビジネス・専門学校日経ビジネス メディカルスタッフビジネス科

190 那覇日経ビジネス・専門学校日経ビジネス キャリアビジネス科
191 那覇日経ビジネス・専門学校日経ビジネス ホテル観光学科
192 那覇日経ビジネス・専門学校日経ビジネス トータルビューティー科
193 ＳＯＬＡ沖縄保健医療工学院 スポーツ科学体育学科
194 ＳＯＬＡ沖縄保健医療工学院 スポーツ整体・メディカルトレーナー学科

195 ＳＯＬＡ沖縄保健医療工学院 セーフティガード公務員学科
196 ＳＯＬＡ沖縄保健医療工学院 救急救命士学科
197 ＳＯＬＡ沖縄保健医療工学院 臨床工学技士学科
198 ＳＯＬＡ沖縄保健医療工学院 柔道整復師学科
199 ＳＯＬＡ沖縄保健医療工学院 パティシエ・ブーランジェ学科

200 専門学校ホリスティックビューティー・ブライダルカレッジ

201 パシフィックテクノカレッジ学院 航空工学科
202 パシフィックテクノカレッジ学院 電気機械科
203 パシフィックテクノカレッジ学院 建築学科
204 パシフィックテクノカレッジ学院 自動車整備科
205 専修学校ビューティーモードカレッジ 美容科
206 専修学校ビューティーモードカレッジ ビューティービジネス科
207 安木屋ビジネス専門学校
208 琉球調理師専修学校 調理科
209 琉球調理師専修学校 製菓衛生師科
210 専門学校琉球リハビリテーション学院 作業療法学科
211 専門学校琉球リハビリテーション学院 理学療法学科
212 専門学校琉球リハビリテーション学院 柔道整復学科
213 専門学校琉球リハビリテーション学院 社会福祉学科
214 琉美インターナショナルビューティーカレッジ 美容科
215 琉美インターナショナルビューティーカレッジ 美容別科
216 琉美インターナショナルビューティーカレッジ エステ整体セラピスト科
217 JSLインターナショナルアカデミー 国際ビジネス科
218 JSLインターナショナルアカデミー 観光ビジネス科
219 大育理容美容専門学校 理容本科
220 大育理容美容専門学校 美容本科
221 大育理容美容専門学校 ビュティスタイル科
222 専修学校エルケア医療保育専門学校 医療福祉ビジネス科
223 専修学校エルケア医療保育専門学校 福祉保育科
224 財団法人おもと会沖縄看護専門学校

225 県外国公立大学
226 県外私立大学
227 県外専門学校
228 能力開発大学校
229 進学先未定
230 県内就職
231 県外就職
232 県外就職進学
233 県内就職進学
234 国公立未定
235 私大未定
236 専門学校未定
237 留学
238 その他
239 未定
240
241
242
243
244
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245
246
247
248


