
写真で見る50年の歩み





布令による時代
1950年（昭和25年）～1966年（昭和41年）
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琉球大学開学の門　1950年（昭和25）

琉球大学本館　1950年（昭和25）

琉球大学附属図書館　1950年（昭和25）
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第３回全島陸上競技大会に初参加の学生　1950年（昭和25）

琉球大学大学祭に県民が集まる　1950年（昭和25）

琉大祭の安里源秀学長と女子学生の

フォークダンス　1951年（昭和26）
琉大祭のフォークダンス風景　1951年（昭和26）
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琉球大学全景　ー首里キャンパスー　1951年（昭和26）

1953年（昭和28）頃の琉球大学全景　

①大学本館　②理系教官棟　③農学系教官棟　④～⑤教室　⑥小講堂及びMSU（ミシガン州立大学）顧問団室

⑦民間放送局　⑧図書館　⑨～⑫教室　⑬農学ビル（恒久建物としてはじめて建設された） ⑭中庭
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挨拶の辞を述べる志喜屋学長　1951年（昭和26）

琉球大学理事会　1950年（昭和25）

琉球大学開学記念切手　1951年（昭和26）
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琉大祭の市内行進風景　1951年（昭和26）

コンセットの男子寮　1952年（昭和27）シンボル的な枯れたアカギ　1950年（昭和25）

琉球大学那覇エキステンションセンター　1953年（昭和28）

琉球大学奄美学生会総会後記念撮影　1952年（昭和27）
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琉球大学第１回卒業式　1953年（昭和28）３月20日

琉球大学第１回卒業式挙行　卒業生（26名）記念撮影　1953年（昭和28）３月20日

琉球大学教育学部師範学科第１回卒業生（男32名　女33名）1953年（昭和28）３月20日
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家政学科調理室実習風景　1954年（昭和29）11月

鹿児島県臨時教員養成所卒業記念（分校校舎前）1954年（昭和29）３月10日

講義をする胡屋朝賞学長　1955年（昭和30） 廊下の教室で講義をする高良鉄夫先生の授業風景1957年

（昭和32）
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琉球大学短大部卒業記念　1953年（昭和28）

学生実習　1953年（昭和28）
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スカラシップ安里源秀学長へ手渡　1956年（昭和31）

琉球大学第１回卒業式　胡屋朝賞学長式辞

1953年（昭和28）３月

家政学科実習　1954年（昭和29）
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旧コザ室川劇場公演

「檻の中の人類」の一コマ　1955年（昭和30）

首里劇場公演　中今信教授の指導による

「礼服」を発表　1955年（昭和30）

登録風景（本館より）1956年（昭和31）

琉球大学志喜屋図書館炎上　1956年（昭和31）８月
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土地闘争　1956年（昭和31）

ミシガン州立大学派遣教授の指導を受ける学生

1956年（昭和31）

登録風景（与那嶺松助教授より指導を受ける学生）

1955年（昭和30）

女子寮　二段ベットの上は天井　1956年（昭和31）

木造瓦葺四棟の女子寮には110名の学生が居住

（守礼の門近く）1955年（昭和30）
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琉球大学全景　首里キャンパス　1958年（昭和33）

第10回全島陸上競技大会開会式に前年度優勝チームの琉球大学選手団　1957年（昭和32）11月

琉球大学男女初優勝　安里学長、仲宗根副学長、

大城教授と選手団一同　1957年（昭和32）11月

第７回琉大祭の体操、ダンス発表の風景

1957年（昭和32）

与那演習林学生宿舎　1957年（昭和32）
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学生会総会風景　1958年（昭和33）

第５回学寮祭　1959年（昭和34）

第５回学寮祭演芸会記念

1959年（昭和34）６月20日

全島バレーボール大会（琉大本館前）

1959年（昭和34）
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琉球大学全景　1961年（昭和36）

学寮祭（男子）パン食い競争

食堂風景（女子寮）
琉大学寮生によるダンスパーティ

（志喜屋図書館）1959年（昭和34）
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開学10周年記念式典　式典は1960年12月２日開催され、約3000名が参加　1960年（昭和35）

開学10周年記念式典　1960年（昭和35）

志喜屋図書館の閲覧室　1965年（昭和40）

開学10周年記念切手　1960年（昭和35）

｢学而不厭｣を揮毫する湯川秀樹博士

（志喜屋図書館）1963年（昭和38）
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ミシガン州立大学婦人部　1961年（昭和36）

男子寮　1961年（昭和36）

家政学科授業風景　1961年（昭和36）

英会話　1961年（昭和36）



1
1
6

第３回卒業式　安里学長　1959年（昭和34）
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農家政学部附属農場試験場（那覇市首里石嶺町）

1958年（昭和33）

琉大祭の行進風景（琉大正門近く）1958年（昭和33）

琉大祭の那覇市内行進風景　1958年（昭和33）

男子寮と職員宿舎　1958年（昭和33）

瑞泉女子寮には約110名の学生が居住（守礼の門近く）

1958年（昭和33）
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琉球大学全景　首里キャンパス　1955年（昭和30）

志喜屋記念図書館建設風景　1955年（昭和30）

琉球大学風景（龍潭池より）1985年（昭和60）



琉球政府立時代
1966年（昭和41年）～1972年（昭和47年）
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琉球大学琉球政府立移管記念吹奏楽部演奏会

（琉大体育館）1966年（昭和41）

琉球大学医学部設置問題懇話会（会長　武見太郎氏）1967年（昭和42）

吹奏楽部第２回定期演奏会　1968年（昭和43）

体育祭　1968年（昭和43）10月31日

法文学部安谷屋正義教授デザインによる

琉球政府立移管記念切手

1966年（昭和41）７月１日
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大学紛争　土木工学ビル占拠封鎖　1970年（昭和45）４月６日

大学紛争　正門付近　1970年（昭和45）４月14日

法文学部中山盛茂教授　開学の鐘の前にて

1970年（昭和45）３月31日

登録風景（体育館）

1969年（昭和44）３月29日
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琉球大学基本構想委員会メンバー　屋良朝苗主席と懇談

1970年(昭和45)７月24日

開学20周年記念式典　1970年 (昭和45) 12月４日

第19回卒業式　1971年 (昭和46)３月17日
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体育祭　1971年 (昭和46) 11月25日

第21回琉大祭　1971年 (昭和46) 12月18日

琉球大学保健学部及び同附属病院（那覇市与儀）1973年 (昭和48)
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昭和53年度琉球大学、同短期大学入学式

（金城秀三学長：左　砂川恵勝法文学部長：右）

1978年 (昭和53)

琉球大学医学部設置標札

（宮城健学長：左　大橋正満医学部長：右）

1979年 (昭和54)

琉球大学医学部長大橋正満氏、宮城健学長(中央)

真栄城朝潤事務局長(左側) 1979年 (昭和54)

第29回琉大祭　1979年 (昭和54) 第29回琉大祭　1979年 (昭和54)

保健管理センター

1979年 (昭和54)
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開学30周年記念式典　1980年 (昭和55) ５月

医学部開学記念式典　1981年 (昭和56) 10月13日

医学部施設竣工、同附属病院開院記念式　1984年 (昭和59)
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琉球大学首里キャンパス全景　1981年 (昭和56)

琉球大学首里キャンパスグラウンド　1981年 (昭和56) ８月24日

琉球大学首里キャンパス移転　首里本館表札降納式

(本館前：宮城健学長　中央)

1982年 (昭和57) ３月15日

琉球大学首里キャンパス(龍潭池より)
1982年 (昭和57)
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移転完了記念祝賀会　1985年(昭和60)11月

昭和61年度入学式　学長告辞　1986年(昭和61)

琉大千原キャンパス移転完了記念祝賀会　1985年(昭和60)11月
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登録風景（体育館）1986年(昭和61)

琉大祭風景　1981年（昭和56）

琉大祭風景　1981年（昭和56）琉大同窓会宮古支部総会　1987年(昭和62)12月12日
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琉大同窓会総会　1987年(昭和62)八汐荘

琉大同窓会総会　1988年(昭和63)６月25日

琉大同窓会祝賀会　1987年(昭和62)
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琉大同窓会総会　1988年(昭和63)６月25日

琉大同窓会総会　東江康治学長挨拶　1988年(昭和63)６月25日

琉大同窓会総会　1988年(昭和63)
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琉大祭（法政学科学生エイサー）

琉大首里の杜記念碑除幕式(千原キャンパス) 1989年(平成元)５月

琉大同窓会総会　1988年(昭和63)６月25日



1
3
2

首里キャンパス全景　1981年６月（昭和56年）



国立移管とその後13年
(首里キャンパス最後の年)

1972年（昭和47年）～1985年（昭和60年）
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琉大同窓会総会　1989年(平成元)６月24日

琉大同窓会総会　1989年(平成元)６月24日 琉大同窓会総会

琉大同窓会総会奄美支部総会

1989年(平成元)４月13日

琉大同窓会総会奄美支部総会

1989年(平成元)４月13日
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琉大同窓会宮古支部総会　1989年(平成元)２月18日

琉大同窓会関西支部総会　新旧学長激励会　1990年(平成２)６月29日

琉大同窓会宮古支部総会　1989年(平成元)２月18日 琉大同窓会宮古支部総会記念講演会

1989年(平成元)２月18日
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琉大同窓会八重山支部総会　砂川恵伸学長歓迎パーティ　1990年(平成２)７月13日

琉大同窓会八重山支部総会　1990年(平成２)11月１日

沖縄寮歌祭で歌う琉大同窓生メンバー　1990年(平成２)
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琉大同窓会関西支部設立総会　1990年(平成２)６月20日

琉球大学と韓国啓明大学校との国際交流協定締結式　1990年(平成２)５月11日

琉大同窓会関西支部設立総会琉大砂川恵伸学長挨拶　1990年(平成２)６月20日
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琉大首里キャンパス跡地に首里城が復元　1992年(平成４)

琉大附属農場での熱帯農学実習学生　1990年(平成２)７月
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琉大同窓会総会　新旧学長就退任激励会

1990年(平成２)

琉大同窓会総会懇親会　1991年(平成３)

琉大同窓会総会　1991年(平成３) 琉大同窓会総会　1991年(平成３)

琉大同窓会総会懇親会

1991年(平成３)
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琉大同窓会総会懇親会　1991年(平成３)

琉大同窓会総会懇親会　1991年(平成３)

琉大同窓会総会懇親会　1991年(平成３) 琉大同窓会総会　1992年(平成４)６月13日

沖縄寮歌祭　1991年(平成３)２月24日

沖縄寮歌祭　1991年(平成３)２月24日
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琉球大学千原キャンパス　1992年(平成４)

琉球大学開学の鐘（千原キャンパス）1992年(平成４)
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琉球大学千原キャンパスにて　1992年(平成４)

琉球大学大島分校修了証明書授与式(奄美高校体育館) 1992年(平成４)12月

琉球大学ＪＩＣＡ受託研修生開校式　1992年(平成４)10月19日



143

合格発表風景　1993年(平成５)

学内食事風景（生協食堂）1993年(平成５)

登録風景（体育館）1993年(平成５)
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千原キャンパス風景　1994年(平成６)

平成５年度琉球大学卒業式　1993年(平成５)
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全日本ハンドボール選手権大会

（京都府）1994年(平成６)

琉球大学医学部跡（旧与儀キャンパス跡）

1994年(平成６)１月31日

琉球大学同窓会奄美支部

1994年(平成６)12月23日

琉球大学同窓会奄美支部総会

1994年(平成６)12月23日

琉球大学同窓会総会

1994年(平成６)

全日本ハンドボール選手権大会

（京都府）1994年(平成６)
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琉球大学同窓会奄美支部総会

1994年(平成６)12月23日

琉球大学同窓会総会

1995年(平成７)６月30日

琉球大学同窓会総会　砂川恵伸学長挨拶

1995年(平成７)６月30日

琉球大学正門表札

1995年(平成７)

琉球大学同窓会総会　太田県知事挨拶

1995年(平成７)６月30日

沖縄寮歌祭

1994年(平成６)
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琉球大学同窓会関西支部総会

1995年(平成７)７月21日

琉球大学全景（千原キャンパス）1996年(平成８)

琉球大学同窓会関西支部総会

1995年(平成７)７月21日
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千原キャンパス学生たち　1996年(平成８) 琉大同窓会総会　1997年(平成９)６月７日

琉大同窓会総会　1997年(平成９)６月７日

琉大同窓会総会　新旧学長就退任激励会

1996年(平成８)６月29日

琉大同窓会総会　新旧学長就退任激励会
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琉大同窓会関東支部総会懇親会

琉大同窓会関東支部総会　1997年(平成９) 琉大同窓会関東支部総会　1999年(平成11)

琉大同窓会関東支部総会　1999年(平成11)琉大同窓会関東支部総会　1989年(平成元)
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茶会　琉球大学開学50周年記念事業

1999年(平成11)11月

琉大開学50周年記念募金活動

1999年(平成11)12月

琉大開学50周年記念基金造成チャリティーコンサート

2000年(平成12)４月　那覇市民会館大ホール

琉大開学50周年記念基金造成チャリティー芸能祭

1999年(平成11)12月　那覇市民会館大ホール

琉大開学50周年記念式典

2000年(平成12)５月22日

琉大開学50周年記念祝賀会

2000年(平成12)５月22日



千原キャンパス移転と現在の琉球大学

1985年（昭和60年）～2005年（平成17年）
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琉大同窓会関西支部総会　1997年(平成９)

沖縄寮歌祭　1997年(平成９) 琉大同窓会総会　1998年(平成10)

琉大同窓会総会　1998年(平成10)

琉大同窓会関西支部総会　1997年(平成９)
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琉大理工学研究科　外国人留学生特別コース入学式

1999年(平成11)10月29日

琉大同窓会総会　1999年(平成11)

Ｇ８教育大臣フォーラム

2000年(平成12)４月３日

琉球大学開学50周年記念スピーチ

2000年(平成12)５月20日

琉大同窓会総会　1999年(平成11)

琉大祭風景　1999年(平成11)
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琉球大学開学50周年記念式典　2000年(平成12)５月22日

琉球大学開学50周年記念事業産官学連携

協力推進サミット　2000年(平成12)５月９日

琉大フィルハーモニー交響楽団

2000年(平成12)

琉球大学芸能研究会　2000年(平成12)
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琉球大学卒業式　2000年(平成12)

琉大同窓会総会

琉大同窓会総会　懇親会

2000年(平成12)

琉大同窓会奄美支部総会

2000年(平成12)

琉大同窓会総会

2000年(平成12)
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琉大同窓会奄美支部総会　2000年(平成12)１月29日

琉大同窓会奄美支部総会

森田孟進学長就任祝賀会

2000年(平成12)２月

琉大同窓会関西支部総会

2000年(平成12)７月15日

琉球大学首里の杜（千原キャンパス）

2000年(平成12)

琉大同窓会奄美支部総会森田孟進学長就任祝賀会

2000年(平成12)２月

琉大同窓会奄美支部総会　2000年(平成12)１月29日
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沖縄寮歌祭　2000年(平成12)

沖縄寮歌祭　2000年(平成12)

琉大同窓会総会　2002年(平成14)琉大同窓会総会　2001年(平成13)

沖縄寮歌祭　2000年(平成12)

沖縄寮歌祭　2000年(平成12)
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琉球大学全景（千原キャンパス） 2001年(平成13)

琉大祭　2001年(平成13) 琉大祭　2001年(平成13)

琉大祭　2001年(平成13) 琉大祭　2001年(平成13)
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琉大祭　2001年(平成13) 琉大同窓会総会受付風景　2001年(平成13)６月29日

沖縄寮歌祭　2001年(平成13)

沖縄寮歌祭　2000年(平成12)
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琉大同窓会関東支部総会

2001年(平成13)10月20日

琉大同窓会関東支部総会

2001年(平成13)10月20日

琉大同窓会関東支部総会

2001年(平成13)10月20日

琉大同窓会関東支部総会　2001年(平成13)10月20日

琉大同窓会関東支部総会

2001年(平成13)10月20日
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琉大同窓会関東支部総会

2001年(平成13)10月20日

琉大同窓会関東支部総会

2001年(平成13)10月20日

琉大同窓会関東支部総会　2001年(平成13)10月20日

琉大同窓会関東支部総会

2001年(平成13)10月20日

琉大同窓会関東支部総会

2001年(平成13)10月20日
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式場 式場

式後

開式前のひととき

式後

式後の記念撮影

琉球大学大学院修了式・学部卒業式　2002年（平成14）
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琉大同窓会九州山口支部総会　2002年(平成14)４月13日

琉大同窓会九州山口支部総会　2002年(平成14)４月13日

琉大同窓会九州山口支部総会　2002年(平成14)４月13日
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琉大同窓会関西支部総会　2002年（平成14）

琉大同窓会関西支部総会　2002年（平成14）

琉大同窓会関西支部総会　2002年（平成14） 琉大同窓会関西支部総会　2002年（平成14）

琉大同窓会関西支部総会　2002年（平成14）
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琉球大学卒業式　2003年(平成15)

体育祭　2002年(平成14)

国際ふれあいキャンパス　2004年(平成16)
留学生パーティ　2004年(平成16)

キャンパスショット　2004年(平成16)

キャンパスショット　2004年(平成16)
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開学の鐘　2004年(平成16)

首里の杜　2004年(平成16)

琉大同窓会関東支部総会　2004年(平成16)10月 琉大同窓会関東支部総会　2004年(平成16)10月

キャンパス風景　2004年(平成16)

キャンパス風景　2004年(平成16)
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琉大同窓会支部長会　2004年（平成16）７月 琉大同窓会支部長会　2004年（平成16）７月

琉大同窓会支部長会　2004年（平成16）７月 琉大同窓会支部長会　2004年（平成16）７月

琉大同窓会支部長会　2004年（平成16）７月
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琉大同窓会総会懇親会　2004年（平成16）７月

琉大同窓会総会懇親会　2004年（平成16）７月琉大同窓会総会懇親会　2004年（平成16）７月

琉大同窓会総会　2004年（平成16）５月 琉大同窓会総会　2004年（平成16）５月

琉大同窓会総会　2004年（平成16）５月
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琉大同窓会総会懇親会　2004年（平成16）７月 琉大同窓会総会懇親会　2004年（平成16）７月

琉大同窓会総会懇親会　2004年（平成16）７月 琉大同窓会総会懇親会　2004年（平成16）７月

琉大同窓会総会懇親会　2004年（平成16）７月 琉大同窓会八重山支部旗　2004年（平成16）７月
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琉大同窓会総会懇親会　2004年（平成16）７月

琉大同窓会総会懇親会　2004年（平成16）７月 琉大同窓会総会懇親会　2004年（平成16）７月

琉大同窓会総会懇親会　2004年（平成16）７月

琉大同窓会総会懇親会　2004年（平成16）７月 琉大同窓会総会懇親会　2004年（平成16）７月
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琉大同窓会総会懇親会　支部長挨拶

2004年（平成16）７月

琉大同窓会総会懇親会　支部長挨拶

2004年（平成16）７月

琉大同窓会総会懇親会　支部長挨拶

2004年（平成16）７月

琉大同窓会総会懇親会　2004年（平成16）７月

琉大同窓会総会懇親会各支部長あいさつ

2004年（平成16）７月

琉大同窓会総会懇親会　2004年（平成16）７月
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琉大同窓会総会支部長会議　2005年（平成17）７月 琉大同窓会総会支部長会議　2005年（平成17）７月

琉大同窓会総会懇親会　2004年（平成16）７月 琉大同窓会総会懇親会　2004年（平成16）７月

琉大同窓会総会懇親会　2004年（平成16）７月 琉大同窓会総会懇親会　2004年（平成16）７月
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琉大同窓会総会支部長会議　2005年（平成17）７月 琉大同窓会総会　2005年（平成17）７月

琉大同窓会総会　2005年（平成17）７月 琉大同窓会総会　2005年（平成17）７月

琉大同窓会総会　2005年（平成17）７月 琉大同窓会総会　2005年（平成17）７月



174

琉大同窓会総会懇親会　2005年（平成17）７月 琉大同窓会総会懇親会　2005年（平成17）７月

琉大同窓会総会　2005年（平成17）７月 琉大同窓会総会懇親会

比嘉琉大同窓会会長への名誉博士号授与

2005年（平成17）７月

琉大同窓会総会懇親会

名誉博士号授章あいさつ　2005年（平成17）７月
琉大同窓会総会懇親会　2005年（平成17）７月
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琉大同窓会総会懇親会　2005年（平成17）７月 琉大同窓会総会懇親会　2005年（平成17）７月

琉大同窓会総会懇親会　2005年（平成17）７月 琉大同窓会総会懇親会　2005年（平成17）７月

琉大同窓会総会懇親会　2005年（平成17）７月 琉大同窓会総会懇親会　2005年（平成17）７月
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シーサー贈呈式　2004年（平成16）10月

琉大同窓会事務所　2006年（平成18）３月


