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沖縄県教育振興基本計画【後期計画】（案）新旧対照表【序論】

①後期計画 （旧） （新）

No 原案 ②現行基本計画【前期計画】 ③改訂基本計画【後期計画】（修正案） ④追加・修正理由

施策・頁・行

1 序論４ ４ 教育振興基本計画の計画期間 ４ 教育振興基本計画【後期計画】の計画期間 「教育大綱」の改定による修正。
計画期間 この計画の期間は、「沖縄２１世紀ビジョン基本計画」に準じ、平成24 この計画の期間は、「沖縄２１世紀ビジョン基本計画」および「沖縄県教育 「２１世紀ビジョン基本計画」の改定による修正。
Ｐ１ 年度を初年度として、平成３３年度までの10年間とする。ただし、第２章 大綱」に準じ、平成２９年度から平成３３年度までの５年間とする。
46～47 の各論については、平成２８年度までの５年間の前期計画とする。
（義務教育課）

2 序論６ 6-(1)生き生きした活動を支える社会教育基盤の整備・充実 6-(1)ニーズに応えた活動を支える社会教育基盤の整備・充実 第2回検討委員会において検討委員からの意見により

新たな体系 に修正。
Ｐ３・
53
（生涯学習振
興課）

3 序論６ 9-(1)県民一人ひとりが輝く生涯スポーツ 9-(1)県民一人ひとりが参加する生涯スポーツ 第2回検討委員会において検討委員からの意見により

新たな体系 に修正。

Ｐ３・
72
（スポーツ振
興課）
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沖縄県教育振興基本計画【後期計画】（案）新旧対照表【総論】

①後期計画 （旧） （新）

No 原案 ②現行基本計画【前期計画】 ③改訂基本計画【後期計画】（修正案） ④追加・修正理由

施策・頁・行

1 施策２・ そのため、学校では幼児児童生徒の発達段階を踏まえ、組織的・計画的・ そのため、学校では幼児児童生徒の発達段階を踏まえ、基礎的な知識及び技能 次期指導要領の内容に合わせて修正。

Ｐ６・ 継続的な教育を行うことが肝要である。さらに、基礎的な知識及び技能の習 の習得と、これらを活用して課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現 「教育大綱」の修正による修正。

7～10 得と、これらを活用して課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現 力等を育み、学びに向かう力・人間性を養い、主体的・対話的で深い学びの実現

（義務教育課） 力、応用力等を育み、主体的に学習に取り組む態度を養うことが大切である。 に向け、組織的・計画的・継続的な教育を行うことが肝要である。

2 施策２・ 学校体育・スポーツ及び健康教育においては、心と体を一体としてとらえ、 学校体育・スポーツ及び健康教育においては、心と体を一体としてとらえ、運 「教育大綱」の修正による修正。

Ｐ６・ 運動や健康・安全についての理解と運動の日常的な実践を通して、運動に親 動や健康・安全についての理解と運動の日常的な実践を通して、生涯にわたって

14～19 しむ資質や能力を育てると同時に、健康の保持増進のための実践力の育成と 運動に親しむ資質や能力を育てると同時に、健康の保持増進のための実践力の育

（保健体育課） 体力の向上を図る。さらに幼児児童生徒に危険回避能力を身に付けさせるた 成と体力の向上を図る。さらに幼児児童生徒に危険回避能力を身に付けさせるた

め、防犯・防災教育の充実を図るとともに、明るく豊かで活力のある生活を め、防犯・防災教育の充実を図るとともに、明るく豊かで活力のある生活を営む

営む態度を育成する。また、健康な心身を育むためにも食育を推進すること 態度を育成する。また、健康な心身を育むためにも食育を推進することが重要で

が重要である。 ある。

3 施策２・ 特別支援教育は、障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体 特別支援教育は、障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な 「教育大綱」の修正による修正。

Ｐ６・ 的な取組を支援するという視点に立ち、支援を必要とする幼児児童生徒が在 取組を支援するという視点に立ち、支援を必要とする幼児児童生徒が在籍する全

20～22 籍する全ての学校においてその充実に努める。 ての学校においてその支援体制の整備を推進する。
（県立学校教
育課）

4 施策２・ 魅力ある学校づくりを推進するために、地域に開かれた学校、教職員とし 魅力ある学校づくりを推進するために、社会に開かれた教育課程の実現、教職 次期指導要領の内容に合わせて修正。
Ｐ６・ ての使命感、資質・能力を向上するための教職員研修の充実、学校教育の基 員としての使命感、資質・能力を向上するための教職員研修の充実、学校教育の
25～27 盤となる施設・設備の充実を図る。 基盤となる施設・設備の充実を図る。
（県立学校教
育課）

5 施策２・ ＜挿入＞ 次期指導要領の内容に合わせて修正。
Ｐ６・ また、これからの学校が教育課程の改善等を実現し、複雑化・多様化した課題
28～33 を解決していくためには、学校の組織としての在り方や，学校の組織文化に基づ
（義務教育課） く業務の在り方などを見直し、「チームとしての学校」を作り上げていくことが

大切である。
そのため，教員と多様な専門性を持つ職員が一つのチームとして，それぞれの

専門性を生かして、連携・分担することができるよう、学校長の組織マネジ
メント力の促進と支援体制の整備を図る。

6 施策２・ (2)確かな学力の確立 (2)確かな学力の確立 現在の実態に応じた表現に修正。
Ｐ７・ ①基本的な考え方 ①基本的な考え方
34～38 幼児児童生徒に確かな学力を身に付けさせるためには、各学校における 幼児児童生徒に確かな学力を身に付けさせるためには、各学校における「授
（義務教育課） 「わかる授業」の構築を推進し、校内研修の充実と児童生徒の実態に基づ 業改善」を推進し、校内研修の充実と児童生徒の実態に基づいて作成している

いて作成している「学力向上推進のための取組構想図」の活用を支援する 「学力向上推進のための取組構想図」の活用を支援するとともに、経年研修を
とともに、経年研修をはじめとする各種研修会等の取組を充実させ、教師 はじめとする各種研修会等の取組を充実させ、教師の授業力の向上を図ること
の授業力の向上を図ることが必要である。 が必要である。

7 施策２・ ②主要課題 ②主要課題 現在の実態に応じた表現に修正。
Ｐ８・ 本県の児童生徒は全国学力・学習状況調査において、小学校中学校ともに 本県の児童生徒は全国学力・学習状況調査において、小学校は全国水準に到達
7～9 全国平均に及ばない状況であるが、徐々に全国平均との差が縮まっており改 した状況である。中学校においては全国平均に及ばない状況であるが、徐々に全
（義務教育課） 善の兆しがみえる。しかし、本県の実態として、学習内容の定着が弱い児童 国平均との差が縮まっており改善の兆しがみえる。しかし、本県の実態として、

生徒や基本的な生活習慣が確立していない児童生徒の割合が他の都道府県に 基本的な生活習慣が確立していない児童生徒の割合が他の都道府県に比べて高い
比べて高いことから、その解決に取り組む必要がある。 ことから、その解決に取り組む必要がある。
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沖縄県教育振興基本計画【後期計画】（案）新旧対照表【総論】

①後期計画 （旧） （新）

No 原案 ②現行基本計画【前期計画】 ③改訂基本計画【後期計画】（修正案） ④追加・修正理由

施策・頁・行

8 施策２・ ②主要課題 ＜挿入＞ 第2回検討委員会において検討委員からの意見により
Ｐ８・ に修正。
15 ウ 全ての子どもたちに「確かな学力」を身に付けさせる対策を講じ、学力の底
（義務教育課） 上げを行う。

9 施策２・ イ 望ましい食生活や食料の生産等に対する子どもの関心と理解を深めると イ 望ましい食生活や食料の生産等に対する子どもの関心と理解を深めるととも 「教育大綱」の修正による修正。
Ｐ11 ともに、学校給食における地場産物の活用の推進や米飯給食の推進に努める。 に、学校給食における地場産物の活用の推進や米飯給食・行事食の推進に努め 「２１世紀ビジョン基本計画」の修正による修正。
1～3 る。
（保健体育課）

10 施策２・ そのため、特別支援学校及び特別支援学級の幼児児童生徒に加えて、通常 そのため、特別支援学校及び特別支援学級の幼児児童生徒に加えて、通常の学 現在の実態に応じた表現に修正。
Ｐ11・ の学級に在籍する教育上特別な支援を必要とする幼児児童生徒も対象とし 級に在籍する教育上特別な支援を必要とする幼児児童生徒、また、高等学校にお
18～23 て、一人一人の教育的ニーズに応じて、幼児期から高等学校・特別支援学校 ける通級による指導を必要とする生徒も含め、一人一人の教育的ニーズに応じて、
（県立学校教 高等部卒業に至るまで、的確かつ具体的な指導や関係機関と連携した幅広い 基礎的な環境整備と合理的配慮を基に幼児期から高等学校・特別支援学校高等部
育課） 支援を充実していく。 卒業に至るまで、的確かつ具体的な指導や関係機関と連携した幅広い支援を充実

していく。

11 施策２・ ②主要課題 ②主要課題 現在の実態に応じた表現に修正。
Ｐ11・
29～32 イ 特別支援学校にお いて障害の重度・重複化、多様化への対応を含め、 イ 特別支援学校にお いて障害の重度・重 複化、多様化への対応を含め、セ
（県立学校教 センター的機能を強化するとともに、小・中学校等において教員の専門性 ンター的機能を強化するとともに、幼・小・中・高等学校において教員の専門
育課） の向上を図ることが必要である。また、一部の特別支援学校では、児童生 性の向上を図ることが必要である。また、一部の特別支援学校では、児童生徒

徒数の増加に伴う過大規模化などの課題解 決が必要である。 数の増加に伴う過大規模化などの課題解決が必要である。

12 施策２・ ③施策の方向 ③施策の方向 「教育大綱」の修正による修正。
Ｐ11・ アの最後 アの最後
39～ 指導、支援体制の整備に努める。 指導、支援体制の整備を推進する
Ｐ12・ ウの最後 ウの最後
4 特別支援学校の充実に努める。 特別支援学校の充実を図る
（県立学校教 エの最後 エの最後
育課） 交流及び共同学習の充実に努める。 交流及び共同学習の充実を図る

13 施策２・ さらに、へき地教育では、へき地の特性である「へき地性」「小規模性」「複 さらに、離島・へき地教育では、その特性である「離島性」「へき地性」「小規 現在の実態に応じた表現に修正。
Ｐ13・ 式形態」を生かして、地域に根ざした創意ある教育課程を編成・実施し、主 模性」「複式形態」を生かして、地域に根ざした創意ある教育課程を編成・実施
14～16 体的で創造性豊かな幼児児童生徒の育成のための教育を推進する。 し、主体的で創造性豊かな幼児児童生徒の育成のための教育を推進する。
（義務教育課）

14 施策２・ ウ へき地の学校においては、少人数・複式学級における学習指導の改善・ ウ 離島・へき地の学校においては、少人数・複式学級における学習指導の改善 現在の実態に応じた表現に修正。
Ｐ13・ 充実を図り、その課題解消に努めるとともに、合同学習、集合学習、交流学 ・充実を図り、その課題解消に努めるとともに、合同学習、集合学習、交流学習
27～29 習を積極的に推進し、幼児児童 生徒の自主性・社会性を育む必要がある。 を積極的に推進し、幼児児童生徒の自主性・社会性を育む必要がある。
（義務教育課）

15 施策２・ ③施策の方向 ③施策の方向 「教育大綱」の修正による修正。
Ｐ13・ イ イ
39～40 また、本県の産業振興を担う人材の育成のため、専門高校等において産業 また、本県の産業振興を担う人材の育成のため、専門高校等において産業界等
（義務教育課） 界等と連携した実践的な職業教育を推進する。 と本県の将来像を共有し、連携した実践的な職業教育を推進する。
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沖縄県教育振興基本計画【後期計画】（案）新旧対照表【総論】

①後期計画 （旧） （新）

No 原案 ②現行基本計画【前期計画】 ③改訂基本計画【後期計画】（修正案） ④追加・修正理由

施策・頁・行

16 施策２・ ウ へき地教育においては、地域の特性を生かし、幼児児童生徒一人一人の ウ 離島・へき地教育においては、地域の特性を生かし、幼児児童生徒一人一人 現在の実態に応じた表現に修正。
Ｐ14・ 実態に応じた体験的活動を取り入れ、地域の良さを体感させることで、地域 の実態に応じた体験的活動を取り入れ、地域の良さを体感させることで、地域
1～4
（義務教育課）

17 施策２・ そのため、創意工夫を凝らした特色ある学校づくり、学校・家庭・地域社 そのため、創意工夫を凝らした特色ある学校づくり、学校・家庭・地域社会と 次期指導要領の内容に合わせて修正。
Ｐ14・ 会との相互連携と開かれた学校づくり、教職員としての使命感、資質・力量 の相互連携した地域とともにある学校づくり、教職員としての使命感、資質・力
19～22 ・識見を高めるための教職員研修の実施、教育の基盤となる施設・設備の充 量・識見を高めるための教職員研修の実施、教育の基盤となる施設・設備の充実
（義務教育課） 実を図ることが必要である。 を図ることが必要である。

18 施策２・ ②主要課題 ②主要課題 次期指導要領の内容に合わせて修正。
Ｐ14・ イ 幼児児童生徒の健全育成や教育の目標の具現化に向けて、学校、家庭、 イ 幼児児童生徒の健全育成や教育の目標の具現化に向けて、学校、家庭、
27～30 地域社会が応分の責任を持ち、三者が一体となって教育に取り組み、学 地域社会が応分の責任を持ち、三者が一体となって教育に取り組み、学
（義務教育課） 校が広く様々な分野から協力を得て、家庭、地域社会に開かれたものと 校が広く様々な分野から協力を得て、家庭、地域社会との連携・

していく必要がある。 協働の下、地域教育資源を積極的に活用していく必要がある。

19 施策２・ エ 時代に対応した施設･設備の整備、充実、快適で安全な学習環境の充実を エ 時代に対応した施設･設備の整備、充実、快適で安全な学習環境の充実を図 第2回検討委員会において検討委員からの意見により
Ｐ15・ 図るために校舎等の新増改築、普通教室への空調等の整備の推進を図る。 るために校舎等の新増改築、普通教室等への空調等の整備の推進を図る。 に修正。
7～8
（施設課）

20 施策５・ ③施策の方向 ③施策の方向 事業名の変更に伴う修正。
Ｐ25・ ア 学校・家庭・地域社会の連携・協力を強化し、社会全体の教育力を向 ア 学校・家庭・地域社会の連携・協力を強化し、社会全体の教育力を向上さ
26 上さ せる。 せる。
（生涯学習振 ・「学校支援地域本部事業」の推進 ・「地域学校協働活動」の推進
興課）

21 施策６・ (1)生き生きした活動を支える社会教育基盤の整備・充実 (1)ニーズに応えた活動を支える社会教育基盤の整備・充実 第2回検討委員会において検討委員からの意見により
Ｐ26・ に修正。
17
（生涯学習振
興課）

22 施策7・ このため、有形・無形・民俗・記念物等の文化財調査や保存修理を行うと このため、有形・無形・民俗・記念物等の文化財調査や保存修理を行うととも 「教育大綱」の修正による修正。
Ｐ29・ ともに、文化財への関心を高めるために拠点となる文化施設の活用を図る。 に、文化財への関心を高めるために拠点となる文化施設の活用を図る。また、「し 「２１世紀ビジョン基本計画」の修正による修正。
11～14 また、生涯学習の観点に立って、国際化の時代に対応した幼児児童生徒の文 まくとぅば」や「沖縄伝統空手」等、生涯学習の観点に立って、国際化の時代に
（文化振興課） 化芸術への意識を育み、文化の創造に寄与する諸行事を推進する。 対応した幼児児童生徒の文化芸術への意識を育み、文化の創造に寄与する取組を
（空手振興課） を推進する。

23 施策7・ また、文化財をはじめ、本県の歴史・文化を理解するための拠り所となる、 また、文化財をはじめ、本県の歴史・文化を理解するための拠り所となる「歴 体裁修正。
Ｐ29・ 琉球王国時代の外交文書「歴代宝案」及び本県の正史「新沖縄県史」の編集 代宝案」及び「新沖縄県史」の編集事業を推進するなど、沖縄の歴史・文化に関
24～26 事業を推進するなど、沖縄の歴史・文化に関する普及啓発に努める。 する普及啓発に努める。
（文化財課）

24 施策7・ ア 県内では1,340件余りの国・県・市町村指定文化財があり、適切に保護 ア 県内では1,390件の国・県・市町村指定文化財があり、適切に保護・管理さ 現状にあわせて表現を修正。
Ｐ29・ ・管理され活用が図られているが、まだ十分とはいえないため、文化財指定 れ活用が図られているが、まだ十分とはいえないため、文化財指定に向けた基礎
28～31 に向けた基礎的調査を推進するとともに、文化財の適切な保存・管理・活用 的調査を推進するとともに、文化財の適切な保存・管理・活用に努める必要があ
（文化財課） に努める必要がある。 る。
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沖縄県教育振興基本計画【後期計画】（案）新旧対照表【総論】

①後期計画 （旧） （新）

No 原案 ②現行基本計画【前期計画】 ③改訂基本計画【後期計画】（修正案） ④追加・修正理由

施策・頁・行

25 施策7・ ク 歴代宝案・新沖縄県史編集事業については、編集事務局の体制を強化す ク 歴代宝案・新沖縄県史編集事業については、編集事務局の体制を強化するた 現状にあわせて「研究者」を削除
Ｐ30・ るため、研究者や専門職員の育成を推進する必要がある。 め、専門職員の育成を推進する必要がある。
9～10
（文化財課）

26 施策7・ カ 沖縄が誇る沖縄空手道・古武道が世界の武道としてますます発展するよ カ 沖縄が誇る沖縄空手が世界の武道としてますます発展するよう、その普及・ 現在の実態に応じた表現に修正。
Ｐ31・ う、その普及・啓発・ネットワークづくり等を推進する必要がある。 啓発・ネットワークづくり等を推進する必要がある。

16～17
（空手振興課）

27 施策7・ ＜挿入＞ 現在の実態に応じた表現に修正。
Ｐ31・
34～36 カ 沖縄空手の保存・継承・発展に取り組むとともに、「空手発祥の地・沖縄」
（空手振興課） を世界に発信するため、沖縄空手会館を拠点に関係機関や団体と連携して国際

大会の開催や空手愛好家の修行の地としての受入体制を強化する。

28 施策９・ 9-(1)県民一人ひとりが輝く生涯スポーツ 9-(1)県民一人ひとりが参加する生涯スポーツ 第2回検討委員会において検討委員からの意見により
Ｐ35・ に修正。
17
（スポーツ振
興課）

29 施策９・ 今後、県民に夢と希望を与えることのできる競技スポーツの振興を目指し、 今後、県民に夢と希望を与えることのできる競技スポーツの振興を目指し、ス 今後、2020年東京オリンピック・パラリンピックを
Ｐ36・ スポーツ団体等の育成・強化、指導者の養成・確保を図るとともに、国民体 ポーツ団体等の育成・強化、指導者の養成・確保を図るとともに、国民体育大会 見据えた取組が重要であること、また、沖縄県教育
10～11 育大会において総合成績３０位台の達成に努め、中・長期的な競技力向上対 において総合成績３０位台の達成に努め、中・長期的な競技力向上対策を策定し、 大綱との整合性を考慮し、左記のとおり追記する。
（スポーツ振 策を策定し、トップレベルのスポーツイベント等の誘致を促進する。 トップレベルのスポーツイベント等の誘致を促進する。
興課） また、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を見据えた競技力向

上等の取組を推進する。

30 施策10・ 併せて、児童・生徒が安心して学べる安全で快適な学習環境を確保するた 併せて、幼児・児童・生徒が安心して学べる安全で快適な学習環境の確保など、 字句の整理
Ｐ38・ め、私立学校施設の整備に対する支援を行い、教育基盤の整備を図る。 教育基盤の整備を促進するため、私立学校施設に対する支援を行う。
19～20
（総務私学課）

31 施策10・ ②主要課題 ②主要課題 現在の実態に応じた表現に修正。
Ｐ38・ ア 児童・生徒に多様な教育機会を提供していくため、学校経営の健全化 ア 幼児・児童・生徒に多様な教育機会を提供していくため、学校経営の健全
30～31 と就学上の負担軽減を図る必要がある。 化と就学上の負担軽減を図る必要がある。
（総務私学課）

32 施策10・ ウ 私立学校が行う老朽化施設の改築を助成することにより、教育環境の向 ウ 私立学校が行う老朽化施設の改築等に対し助成することにより、教育環境の 平成29年度から改築のほか大規模な改造も補助対象
Ｐ38・ 上を図る。 向上を図る。 となったため
41～42
（総務私学課）

33 施策11・ 開学30周年を迎え、少子高齢化社会、世界的な社会経済の急激な変化の 人口が減少し少子化が進行する社会において、高大接続改革という新しい政策 現在の実態に応じた表現に修正。
Ｐ39・ 中で、改めて「知の拠点」としての存在価値を問い直し、指標・目標を確認 への対応を含め急激な変化の中で、改めて「知の拠点」としての存在価値を問い
19～22 して、自らの組織改革を含む教育内容の早急な見直しが必要である。 直し、学内外の環境変化に対応して組織改革を含む教育内容の早急な見直しが必
（文化振興課） 要である。
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沖縄県教育振興基本計画【後期計画】（案）新旧対照表【総論】

①後期計画 （旧） （新）

No 原案 ②現行基本計画【前期計画】 ③改訂基本計画【後期計画】（修正案） ④追加・修正理由

施策・頁・行

34 施策11・ 学年ごとの教育目標と意義を今一度見直し、基礎教育の検討、教養科目の 学年ごとの教育目標と意義を今一度見直し、基礎教育の検討、共通科目の見直 字句の整理
Ｐ40・ 見直しと新設、ニーズに合った専門科目の有効な開発に努める。 しと新設、ニーズに合った専門科目の有効な開発に努める。
1～2
（文化振興課）

35 施策11・ イ 教養科目は社会性や人間性の豊かな素養を育むだけでなく、本学の芸術 イ 共通科目は社会性や人間性の豊かな素養を育むだけでなく、本学の芸術的修 字句の整理
Ｐ40・ 的修練、専門教育の礎であり、専門教育との有機的な連携をさらに模索し、 練、専門教育の礎であり、専門教育との有機的な連携をさらに模索し、社会のニ
21～24 社会のニーズに応える幅広い教養科目を構築するため、全学教育センター機 ーズに応える幅広い共通科目を構築するため、全学教育センター機能の充実強化
（文化振興課） 能の充実強化を図る必要がある。 を図る必要がある。

36 施策11・ ア ア 字句の整理
Ｐ41・ 全学広報室（仮称）を設置し、大学の活動成果をホームページなどで行い、 広報委員会により大学の活動成果をホームページなどで行い、広報活動の充実
20～21 広報活動の充実強化に取り組む。 強化に取り組む。
（文化振興課）

37 施策11・ ウ 卒業する学生の就職率の向上、企画力や実践経験を生かした人材育成を ウ 卒業する学生の就職率の向上、企画力や実践経験を生かした人材育成を行う 字句の整理。科目は新設済であり、今後の拡充が望
Ｐ42・ 行うため、教養と専門におけるキャリア教育の充実、アートマネージメント ため、共通と専門におけるキャリア教育の充実、アートマネージメントなどのカ まれる。
21～23 科目の新設を行う必要がある。 リキュラムを拡充する必要がある。
（文化振興課）

38 施策11・ ウ 教養教育と専門教育におけるキャリア教育の充実を図り、卒業後を見据 ウ 共通教育と専門教育におけるキャリア教育の充実を図り、卒業後を見据えた 字句の整理。科目は新設済であり、今後の拡充が望
Ｐ43・ えた人材育成を行う。また、アートマネージメントに関する科目を開設する。 人材育成を行う。また、アートマネージメントに関する科目を拡充する。 まれる。
9～10
（文化振興課）

39 施策11・ イ 博士課程においては、芸術文化学専攻の中に、実技系の高度な指導者を ＜削除＞ 現状にあわせ（既に設置済）削除する。
Ｐ45・ 育成する芸術表現研究領域を開設する。
39～40
（文化振興課）

40 施策13・ 県立芸術大学は、開学から25年にわたり芸術にかかる教育研究水準の向上 県立芸術大学は、開学から30年にわたり芸 術 に か か る教育研究水準の向 現状値の数値を直近のH27年度の数値に修正。
Ｐ49・ において首里当蔵キャンパス、首里金城キャンパスの教育研究施設の整備を 上において首里当蔵キャンパス、首里金城キャンパスの教育研究施設の整備を
32～37 図り、芸術分野の総合大学として少人数授業による密度の高い独自の教育を 図り、芸術分野の総合大学として少人数授業による密度の高い独自の教育を行っ
（文化振興課） 行ってきた。 てきた。

その間に施設の老朽化が進行したため、美術工芸学部の一部を首里崎山キャ その間に施設の老朽化が進行したため、美術工芸学部の一部を首里崎山キャン
ンパスに新築移転した。教育研究の充実、国内外との交流、情報発信を促進 パスに新築移転した。教育研究の充実、国内外との交流、情報発信を促進させる
させるための教育施設・設備の整備についてさらに推進する。 ための教育施設・設備の整備についてさらに推進する。
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