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活

動

報

告（グローバル教育支援機構会議）

（平成 29 年度）
○ 第１回 平成２９年４月１８日（火）１４：３０～１５：４５
審議事項 （１） 琉球大学障がい学生支援室規程の一部改正（案）について
（２） 平成２９年度の通年科目の履修中止手続き期間について
報告事項 （１） 第 1 回全学学士教育プログラム委員会について
（２） 平成 29 年度前学期シラバス登録状況について
（３） グローバル教育支援機構のＷｅｂページ開設について
（４） ３つのポリシーのＷｅｂページ公表について
（５） 学生の退学・除籍及び休学の状況について
○ 第２回 平成２９年５月１６日（火）１４：３０～１６：００
審議事項 （１） 学則の一部改正（案）について
（２） 編入学規程の一部改正（案）
報告事項 （１） 共通教育等科目提供体制の見直し方針（案）について
（２） 平成２８年度一年次の６月の出欠状況調査報告及び平成２９年度一年次の６月の出欠状況調査
実施について
（３） 平成２８年度卒業者の進路状況について
（４） 平成２９年度入学者数について
（５） 平成２９年度第２回アドミッション公開セミナーについて
（６） 平成２９年度第１回国際教育専門委員会活動内容について
（７） 大学院における３つのポリシーのＷｅｂページ公表について
（８） 平成２９年度前学期シラバス登録状況について
（９） その他
○ 第３回 平成２９年６月２０日（火）１４：３０～１５：４５
審議事項 （１） 法文学部ノルマ換算対象ポスト利用教員の採用等計画について
報告事項 （１） 法文学部及び理学部ノルマ換算対象ポスト利用教員の変更について
（２） 平成 29 年度第 2 回アドミッション部門会議について
（３） 平成 29 年度第 3 回全学学士教育プログラム委員会について
（４） 平成 29 年度第 1 回授業支援部門会議について
（５） 共通教育運営部門の活動内容について
（６） 平成 29 年度第 2、3 回国際教育専門委員会について
（７） 平成 29 年度第 1 回学生生活委員会について
（８） 平成 29 年度第 1 回障がい学生支援室運営会議について
（９） ＪＳＴ事業「ジュニアドクター育成塾」の採択について
（10） 平成 28 年度授業評価アンケートの実施結果について
（11） 平成 29 年度前学期シラバスの登録状況について
○ 第４回 平成２９年７月１８日（火）１４：３０～１６：３０
審議事項 （１） 琉球大学学則の一部改正及び除籍に関する申合せの制定について
（２） 琉球大学学士教育プログラムに関する規程の一部改正について
（３） 琉球大学学士教育プログラム委員会規程の一部改正について
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（４） 琉球大学共通教育等科目におけるプロフェッサー・オブ・ザ・イヤー実施要項の一部改正
について
（５） 法文学部ノルマ換算対象ポスト利用教員の採用等計画について
（６） 平成３０年度共通教育等科目の新設・廃講（案）について
報告事項 （１） 平成２９年度第３回アドミッション部門会議（メール会議）について
（２） 平成２９年度第４、５回共通教育運営部門会議について
（３） 共通教育シンポジウムについて
（４） 平成２９年度第４回全学学士教育プログラム委員会について
（５） 平成２９年度第４回国際教育専門委員会について
（６） 大学院学生の退学、除籍、休学の推移について
（７） 高大接続改革の実施方針等の策定について
（８） その他
○ 第５回 平成２９年９月１９日（火）１４：３０～１６：１０
審議事項 （１） 琉球大学学則の一部改正及び除籍に関する申合せの制定について
（２） 琉球大学再入学規程の一部改正について
（３） グローバル教育支援機構規則の一部改正について
（４） グローバル教育支援機構企画調整会議規程の制定について
（５） グローバル教育支援機構ノルマ換算対象ポスト利用教員の採用等計画について
（６） 平成２８年度プロフェッサー・オブ・ザ・イヤーの受賞候補者について
報告事項 （１） 平成２９年度第６、７回共通教育運営部門会議について
（２） 平成２９年度第５回国際教育専門委員会について
（３） 平成２９年度第１回キャリア教育支援部門会議について
（４） 平成２９年度後学期シラバスの登録状況について
（５） 平成２９年度第４回アドミッション部門会議について
○ 第６回 平成２９年１０月１７日（火）１４：３０～１５：４０
審議事項 （１） 琉球大学学則の一部改正及び除籍に関する申合せの制定について
（２） 琉球大学再入学規程の一部改正について
報告事項 （１） 法文学部ノルマ換算対象ポスト利用教員の変更について
（２） 平成２９年度第５回アドミッション部門会議（メール会議）について
（３） 平成２９年度第８、９回共通教育運営部門会議について
（４） 平成２９年度第６回全学学士教育プログラム委員会について
（５） 平成２９年度後学期シラバスの登録状況について
（６） グローバル教育支援機構ＨＰに係る情報セキュリティインシデントについて
（７） その他
○ 第７回 平成２９年１１月１６日（木）１０：２０～１１：３０
審議事項 （１） グローバル教育支援機構規則の一部改正について
（２） グローバル教育支援機構アドミッション部門規程の一部改正について
（３） 分属ノルマ換算対象ポスト利用教員の採用等計画（観光産業科学部・教育学部）について
（４） 平成３０年度学年暦（案）について
報告事項 （１） グローバル教育支援機構が提供するキャリア関係科目を各学部等において選択必修化すること
について
（２） 平成２９年度第７回全学学士教育プログラム委員会について
（３） 平成２９年度第６回アドミッション部門会議について
（４） 平成２９年度第１０回共通教育運営部門会議について
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（５）
（６）
（７）
（８）

平成２９年度第２回授業支援部門会議について
平成２９年度第２回キャリア教育支援部門会議について
平成２９年度第６回国際教育専門委員会について
平成２９年度後学期シラバスの登録状況について

○ 第８回 平成２９年１２月１９日（火）１４：３０～１６：１０
審議事項 （１） 琉球大学成績評価不服申立に関する申合せの一部改正（案）について
（２） 非常勤講師による平成３０年度共通教育等科目開講の可否について
（３） 平成３０年度共通教育等科目の新設・廃講について
（４） 正規の授業を一般市民に公開することに関する申合せ（案）について
（５） 琉球大学グローバル教育支援機構国際教育支援部門（国際教育センター）規程の一部改正
（案）について
報告事項 （１） 理学部ノルマ換算対象ポスト利用教員の変更について
（２） 平成２９年度第８回全学学士教育プログラム委員会について
（３） 平成２９年度第７回アドミッション部門会議について
（４） 平成２９年度第１１回共通教育運営部門会議について
（５） 平成２９年度第７回国際教育専門委員会について
（６） 大学機関別認証評価における改善を要する点（訪問調査終了時）について
○ 第９回 平成３０年１月１６日（火）１４：３０～１５：１０
審議事項 （１） 平成３０年度共通教育等科目の新設及び廃講について
報告事項 （１） 平成２９年度第９回全学学士教育プログラム委員会について
（２） 平成２９年度第１２回共通教育運営部門会議について
（３） 平成２９年度第８回国際教育専門委員会について
（４） その他
○ 第１０回 平成３０年２月２０日（火）１４：３０～１６：４０
審議事項 （１） 琉球大学学則の一部改正（案）について
（２） 琉球大学２１世紀グローバルプログラム実施検討委員会規程を廃止する規程の制定について
（３） 琉球大学ＵＲＧＣＣの基本方針（案）について
（４） 琉球大学学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）の一部改正について
（５） 琉球大学における共通教育構成の基本方針（案）について
（６） 非常勤講師による平成３０年度共通教育等科目開講の可否について
（７） 分属ノルマ換算対象ポスト利用教員の採用等計画（法文学部）について
報告事項 （１） 分属ノルマ換算対象ポスト利用教員の変更（理学部）について
（２） 平成２９年度第１０回全学学士教育プログラム委員会について
（３） 平成２９年度第８、９回アドミッション部門会議について
（４） 平成２９年度第１３、１４回共通教育運営部門会議について
（５） 平成２９年度第３回授業支援部門会議について
（６） 平成２９年度第３回キャリア教育支援部門会議について
（７） 共通教育シンポジウムについて
（８） 平成３２（２０２０）年度以降の琉球大学の入学者選抜の改革方針（案）について
○ 第１１回 平成３０年３月２３日（金）１４：３０～１６：００
審議事項 （１） 琉球大学学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）の一部改正について
（２） 琉球大学大学教育運営規則の一部改正（案）について
（３） 琉球大学における成績評価登録、補講及び成績根拠資料保存等に関する申合せ（制定案）につ
いて
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（４）
報告事項 （１）
（２）
（３）
（４）
（５）
（６）
（７）

琉球大学グローバル教育支援機構国際教育専門委員会規程の一部改正（案）について
平成２９年度第１１回全学学士教育プログラム委員会について
平成２９年度第１０回全学大学院教育プログラム委員会について
平成２９年度第１０回アドミッション部門会議について
平成２９年度第１５、１６回共通教育運営部門会議について
平成２９年度第９、１０回国際教育専門委員会について
平成３０年度前学期シラバスの登録状況について
平成３０年度開催日程について
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