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令和 2年度 

第４回沖縄離島 ICT教育の在り方に関する検討会 

議事次第 

 

１．日時：2021年３月 16 日（火） 14:00～16:00 

 

２．場所：Web会議システムを使用しオンラインで実施 

 

３．出席者（五十音順敬称略） 

【検討会構成員】 

磯部構成員（与那国町教育委員会）、金城構成員(沖縄県町村会)、背戸構成員/座長 

(琉球大学)、箱田専門職 (内閣府沖縄総合事務局、中村構成員の代理)、宮城構成員 

(沖縄県立総合教育センター)、屋宜班長 (沖縄県教育庁、玉城構成員の代理)、渡辺

課長補佐（内閣府沖縄振興局、宮腰構成員の代理） 

【オブザーバー】 

酒井参事官補佐(文部科学省初等中等教育局、塩川参事官の代理) 

【司会】 

鈴木係長（内閣府沖縄振興局) 

【事務局】 

山本主任研究員((株)シード・プランニング) 

 

４．議事 

（１）開 会 

（２）議 事 

１ 令和２年度実証実験の報告について 

２ 令和２年度沖縄離島 ICT教育の在り方に関する検討会報告書（案）について 

（３）閉 会 
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《（１）開会》 

 

○鈴木係長 定刻となりましたので、「令和２年度 第４回 沖縄離島 ICT教育の在り方に関

する検討会」を始めます。私は内閣府沖縄振興局事業振興室係長の鈴木でございます。構成

員及びオブザーバーの皆様、大変お忙しい中、本検討会への参加に御協力いただきましてあ

りがとうございます。 

本日は、森田構成員から欠席の御連絡をいただいております。万寿構成員からは、別用務

のため、可能であれば途中から参加する旨の御連絡をいただいております。また、玉城構成

員、中村構成員、宮腰構成員につきましては、代理としてそれぞれ沖縄県教育庁の屋宜班長、

沖縄総合事務局の箱田専門職、沖縄振興局の渡辺課長補佐に出席いただいております。文部

科学省からは酒井参事官補佐に出席いただいております。 

なお、本日の会議は新型コロナウイルス感染症対策として、オンラインにて開催し、傍聴

者及び報道関係の方にも視聴いただいています。 

では始めに、事務局のシード・プランニングより、オンライン会議の全体的な進め方につ

いて御説明をお願いします。 

〇山本（事務局） それではシード・プランニングより、本会議の進め方について御説明さ

せていただきます。 

 資料は事前にお送りしております。資料は会議中に画面共有をする予定ですが、通信状況

が良くない場合には解除する場合もございますので、御自身の PCやタブレットのローカル

に保存したり、資料の印刷などをしていただければと思います。 

また、第 4回検討会では、検討会構成員と傍聴者を分けて管理するためにウェビナー機能

を使用します。画面上では参加者は「パネリスト」と「視聴者」に分けられます。構成員の

皆様は「パネリスト」となっております。挙手などの操作方法はこれまでの検討会と同様で

す。 

会議中のカメラとマイクですが、原則、皆様のカメラは常にオンとさせていただきます。

通信状態が良くないと感じた場合には、御自身でカメラをオフにしてみてください。ホスト

からも、通信状態が不安定だと判断した場合には、声をかけさせていただきます。 

マイクは、司会、座長は常にオンにしておきます。御発表の際には、発表者のマイクをホ

スト側でオンにさせていただきます。スムーズなディスカッションのため、質疑応答や議論

になりましたら皆様のマイクをオンにいたします。ノイズがひどいなど、議論に支障が出て

きた際にはホストからお声掛けさせていただきます。先ほど申し上げました通り、発表資料

はホスト側が画面共有機能で、会議出席者の皆様の画面に表示いたします。ページめくりな

どの操作もホスト側で行います。御質問及び御意見は全て、各発表者の発表後にお願いいた

します。御質問や御意見のある方は発表の終了後、画面の挙手マークをクリックして御発言

ください。挙手をした方が指名された時点で、挙手はホストが解除します。もしこの会議中

に不具合がございましたら、事前に共有させていただいた番号に電話をかけ、担当者をお呼
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びください。よろしくお願いいたします。私共からは以上となります。 

〇鈴木係長 ありがとうございます。それでは、会議に入らせていただきます。本日の議題

は、（１）令和 2年度実証実験の報告について、（２）令和 2年度沖縄離島 ICT教育の在り方

に関する検討会報告書（案）について、です。配布資料は、議事次第、構成員一覧、資料１

「令和 2年度実証実験の報告について」、資料 2-1「検討会報告書（案）」、資料 2－2「参考

資料」を事前送付しております。それでは背戸座長、よろしくお願いします。 

 

 

 

《（２）議 事 》 

《１ 令和２年度実証実験の報告について》  

 

〇背戸座長 ありがとうございます。皆さんこんにちは。年度末の大変お忙しい中、本日も

御参加いただきありがとうございます。議事が２本ございますが、さっそく始めていきたい

と思います。 

まず一つ目の議事は「令和 2年度実証実験の報告について」ということで、私から説明さ

せていただきます。資料 1というものを作りましたが、同じような書きぶりで、さらに詳し

いのが資料 2 の第 4 章になっておりますので、もし可能であれば、第 4 章も眺めながらお

話を聞いていただけたらと思います。伊江村と琉球大学を結んで実証実験をいたしました

ので、その報告をしてまいります。 

まず実証実験の目的、背景なのですけれども、平成 29年から 2年間、与那国町と琉球大

学を ICTで結んで実証実験を行ってきました。磯部さんのところですね。また、昨年度は与

那国町立久部良中学校と伊江村立伊江中学校を結んで実証実験を行いました。 

そして今年度は内閣府の沖縄人材育成事業費補助金をいただきまして、琉球大学の附属

中学校と伊江村立伊江中学校を ICT で結び、遠隔授業や遠隔交流の実証実験を行うととも

に、もう一つ新しい企画として、遠隔の教員研修というものに取り組んだ次第です。 

まず事業を動かしていくために、企画検証委員会というものを設置しました。これも過去

４年の蓄積の中で考えて進化してきたものとなりますが、ただ結果を検証するだけではか

なり難しい部分がありますので、企画の段階からこの検証委員会が参画して実験を精緻化

するというような取組でおりました。 

下の方にも書いていますが、構成員が、琉球大学の教員が８名、伊江村から万寿さんが１

名、附属中と伊江中のそれぞれの校長、そして外部有識者１名という、計 12名でこの委員

会を構成しました。特に、この琉球大学の大学教員８名と書いていますけれども、うち６名

は現職の経験のある先生、中学校や高校や小学校で実際に教諭をされていた先生方という

ことです。なぜそうしたかと言いますと、４回目にもなりますので、単に ICTの機器的な問

題だけではなくて、授業としての成立度というものを検証していただきたいというような
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理由でこういった構成にいたしました。 

検証委員会の開催というところですが、これまでに２度開催しております。第３回目が３

月末日、これからの予定ということになりますが、それぞれの先生方には検証報告を書いて

いただきました。それを今、取りまとめている最中でありまして、それの確認ですとか、あ

るいは御意見をいただいて、最終的な報告にまとめますので、ここが検証に当たるというよ

うな部分だと思います。 

次に、実証実験の実施というところですが、まず、どういったプログラムで行ったのかと

いうことですが、一つは英語の授業でした。それで、もう一つはロボットのお披露目等をす

る、ものづくり交流会というものをいたしました。 

これは引き続き正課授業への ICT 活用というものの効果を見るために、普通の科目であ

る英語を選択しました。それからもう一つは正課外の交流ですね、その効果を見るために、

ものづくり交流会という二つのプログラムを実施しました。 

そして先ほども言いましたが、新たな試みとして、ICTを活用した教員研修というものを

取り入れました。あとで少し詳しくお話ししますが、離島固有の教育課題の一つに、子供だ

けではなくて、教員の環境というものも挙げられると思います。例えば学校の中に同僚がい

ないですとか、島から外に研修のために出るには費用もかかりますし労力もかかるという

ような、非常に制約が多いということが挙げられますので、そういったことを ICTで打開し

ていけないかというようなことで取り入れた次第です。 

実施状況なのですけれども、70 ページを御覧いただきまして、表にしてしまえばこれだ

けのことなのですけれども、英語の授業というのが２月 16日に行われました。そして同日、

ものづくり交流会、これが放課後に行われました。 

上二つが、音楽の研修に関わってのプログラムということになります。研修は合唱の指導

方法等を教えてほしいというような伊江中からの提案がありまして、附属中の担当の教員

と何度もやり取りがあって「じゃあまずはそちらでの授業を見せてください」ということで

行ったのが、この１月 19日にある、普段の指導の様子を ICTを活用して見る、ということ

です。その後、参観したことを受けて、それぞれの教員がやり取りをしまして、２月 15日、

これは逆に附属中の教員がゲストティーチャーというようなかたちで、遠隔で音楽の授業

を指導し、実際にその指導法というものをやって見せる機会というような位置づけになっ

ております。 

報告書４章「2-3」に、機器環境を書いておきました。詳しくは御覧いただければと思い

ますが、基本的に Zoomを使って遠隔授業を行ったということです。Zoomはすべて伊江中が

ホストとなって運用しました。71 ページ目に、それぞれの取組の機材の配置を記してあり

ます。これもまたあとで少しお話ししますけれども、やはり伊江中は２年目ということもあ

りまして、かなり成熟した機器の使い方だったなというのが印象です。それに対して附属中

は、配置ですとか、あるいは画面の切り替えですとか、そういったところに手間取るような

ことが当日はありました。 
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72 ページ目の方に進ませていただきます。検証方法と書いておきました。まずは一連の

検証実験に参加してくれた伊江中の生徒と附属中の生徒に、質問紙で調査をしております。

その質問紙調査に加えて、本当は企画検証委員が現地に入って、実際に授業の様子を参観し

ようという予定でおりました。ところが、先ほどの１月、２月のタイミングですが、沖縄県

独自の緊急事態宣言が発令中であったため、離島に入るということへのためらい、あるいは

学校に入るということへのためらいというものがありまして、やむなく、教室の後方にもう

一つ Zoom を設置しまして教室の様子を Zoom で参観する、オンライン上での検証というこ

とを行いました。 

次に「検証と展望」と書いておきましたけれども、ICTを活用した遠隔授業、あるいは遠

隔交流ですけれども、これに関しましては生徒のアンケートからも、あるいは企画検証委員

の側からも、やはり離れたところを ICTで結んで、それぞれが交流なりをするということは

非常に意義があるというような、そういう成果が確認されたところです。とりわけ伊江中の

場合は、通常少人数で構成されているクラスですので、背景も違うし人数も違う附属中と一

緒に授業をすることで、それぞれの生徒同士の話し合いや学び合いが深まったというよう

な、校長からの指摘もございました。それから交流という話、先ほどちょっと触れたのです

が、このものづくり交流会も生徒のアンケートからは、非常に充実した取組であったという

ような声が上がっておりました。 

また、これに関しては検証委員からも、交流という観点に関しては、この ICT活用におけ

る効果は絶大であるというような指摘をいただいております。これはどういうことかとい

いますと、課題として見えてきたことでもあるのですけれども、やはり単発の授業で実施を

しても、授業としてどこまで成立するのかということは非常に難しいところがありまして、

やはりかなり長期間にわたって授業計画に組み込んで ICT を活用しないと、通常の授業も

交流に近いようなものになってしまうということです。一方、交流ということで考えると、

この距離を超えた交流、背景、文化も違うような交流というのは効果絶大というようなこと

で、ICTの使い方、現場の使い方と今後のビジョン、もう少し授業にきちんと組み込んでと

いうような、そういうようなことが示されもしました。 

それから英語の授業は、附属中と伊江中の他にアメリカの生徒とも同時に結びました。で

すので、３地点交流ということになっております。ネイティブの英語を聞いて、話してとい

うような授業の内容だったわけです。ただ、それ自体は非常によかったのですが、いかんせ

ん３地点になってきますと、手慣れた伊江中さんもなかなか運用が難しくて、どうしても授

業者の他にファシリテーターのような人を置かなければ、多地点の交流、あるいは授業とい

うのは非常に難しいというような指摘がございました。それからもう一つ。先ほどちょっと

触れたのですけれども、この３地点交流の英語の授業の際に、附属中は１画面しか活用でき

なかったという結果になりました。つまり、例えば伊江中さんが喋っていたら伊江中さんが

大きく１画面に映ると。その間、アメリカの生徒たちは画面から消えるというような運用を

しておりました。これは後日の反省ですけれども、ディスプレイのアダプターを追加したら、



7 
 

テレビでも何にでも画面を映せるわけでありまして、３地点がそこにいるような臨場感と

いうようなものを作るのであれば、少しモニターワークと言いましょうか、そういったこと

を今後工夫していくというような、そういうような課題も見えてきたりしました。 

次のページ、73 ページに移らせていただきますけれども、ICTを活用した教員研修という

ところです。先ほども少し触れましたけれども、この ICTを活用した教員研修は、離島の研

修環境の乏しさといいますか、制約の多さというものを念頭に置いてのことでした。実際に

今回は伊江中の音楽の先生の研修をしたわけですけれども、伊江中に音楽の先生は１人し

か居ないということだそうです。同じ校種の中学校が他にあるわけでもないということで、

伊江島には音楽の先生が１人しか居ないと。同僚同士の学び合いですとか、授業作りですと

か、そういった機会がないという中で、ICTを活用してこういうことが出来ました。これは

御本人の振り返りからも、非常に有益であり有効であったというような成果が挙がってお

ります。 

具体的なことは 73ページにも書いてありますが、研修内容のリクエストがあり、先ほど

のように「じゃあ一度みせてください」ということになって、実際にやってみせて、さらに

振り返りというようなことが行われました。繰り返しになりますが研修としては、双方から

非常に大きな意義が指摘されているところですが、一方、今回の実証実験で最も多くの課題

が露呈したのも、実はこの音楽でした。これは研修としての課題ではなくて、先程の遠隔で

授業をしてみせるというようなかたちでやった、授業実践会ですね。これが音のタイムラグ

というものがどうにもならないぐらい、難しさがあったということです。 

具体的に少しお話ししますと、附属中の音楽の先生がピアノの伴奏をしました。それで、

その伴奏に合わせて伊江中の生徒が合唱するというようなシーンがあります。それが、僕は

伊江中サイドの Zoom で見ていたのですが、音もちゃんと合っています。附属中の先生のピ

アノに合わせて歌は始まっているのですけれども、それが附属中に戻ってくると、ものすご

いタイムラグで、合っているとは到底思えないというような音のずれというものがあった

次第です。これはもう、どうしても避けられない部分もあるのだろうと思いますけれども、

そういう意味では、例えば伴奏の部分は先に録音しておいて、クラウド上で再生して合わせ

るとか、そういった運用上の工夫ということが必要になるのかなという課題も見えてきま

した。ただ、いずれにしろ、これも重要な課題となりますが、音楽のような、ちょっと音と

いうものに非常に意味のある授業の場合は、通常のビデオ会議システムのマイクやスピー

カーというのは、やはり使えないというような検証もなされておりました。 

長くなりましたので最後まとめますが、74 ページの展望のところですけれども、４年間

の蓄積から見ても、ICT教育は部分的ではあれ、教育環境の制約を可能な限り解消していく

ための有力なツールであるというようなことが、一つ結論としていえるのかなと思います。

現在、文科省で進められている GIGA スクール構想、こういったものが進めば、確実に地域

間格差ですとか、そういったものというのは埋まっていくのだろうということが予想され

るわけであります。ただ一方で、そういうような機器環境が整えば整うほど、逆にまた次の
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格差というものも生まれてくる可能性は多々あるわけでありまして、そういう意味では自

治体あるいは国というものが、さらにそこまで見通したうえで支援なり何なりということ

を考えていく必要があるのだろうというような振り返りがなされました。 

それから 75 ページ目の方にいきますけれども、先ほどお話をしてきました、遠隔研修と

いう意味では、非常にこれは将来的なやり方のスタンダードとしても展望されるのじゃな

いかというようなことが、検証委員会で出てきました。教員の働き方の見直しが求められて

いるわけですが、一方で、学び続ける教員像というものが言われている中で、こういった ICT

を活用して、移動ですとかそういったものを省いたかたちで研修を受けることが出来ると。

これは図らずもコロナの影響でそういうところが進んだ部分もありますが、今後の新しい

やり方として、非常に可能性があるのだろうというようなことが振り返りとしてあった次

第です。 

また詳しい検証結果は、今こちらでまとめております検証報告書がいずれ出ますので、琉

球大学に問い合わせていただければ見られるようにしたいと思っておりますが、今のとこ

ろはこういうかたちで実証実験を行い、非常に効果を挙げた点、それから今後、運用上、あ

るいは設備上、考えていかなければいけない課題など、両方がよく見えてきたというような

ところでございます。 

長くなりましたが、まずは以上で説明を終わらせていただきます。それでは今の説明につ

きまして、御質問ですとか確認事項ですとか、何かございましたらお願いします。挙手ボタ

ンか、あるいはそのまま手を挙げていただいても、私の方で確認できますのでよろしくお願

いします。いかがでしょうか。 

すみません、一つだけ付け加えさせてください。図らずも、ということがもう一つありま

して、コロナの影響で現地に入ることが出来ませんでした。先ほどお話ししましたように、

Zoom で授業を参観したのですが、意外にもこういう方法もあり得るなというのが、委員か

らの感想でありました。Zoom を使って多くの授業を参観できるようになってくると、やは

り教員研修の新しいかたちといいますか、一つの気軽さを伴って、校内研修なり何なりをシ

ェアできるというようなこともあるでしょう。あるいは学校の参観ですね、親御さんが学校

を参観する一つの方法として、こういう Zoom 等を利用して、ICT を活用して学校に参加す

るというようなことも、今後あり得る一つの大きなかたちなんじゃないかというようなこ

とが、図らずもでしたが、現地に行けなかったのは非常に残念だったのですが、そういうよ

うな成果も挙がった次第です。 

こちら付け加えでした。いかがでしょうか。御質問や確認ですとか。よろしいでしょうか。

では、3月末までには報告書も出来上がると思いますので、よろしくお願いいたします、あ

りがとうございました。 

 

 

《（２）議 事 》 
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《２ 令和２年度沖縄離島 ICT教育の在り方に関する検討会報告書（案）について》 

 

〇背戸座長 それでは議題の２に移らせていただきます。「令和２年度沖縄離島 ICT教育の

在り方に関する検討会報告書（案）について」ということで、内閣府から御説明をお願いい

たします。 

〇渡辺課長補佐 はい。内閣府の渡辺でございます。私の方から報告書（案）について御説

明させていただきたいと思いますので、資料 2-1を御覧ください。 

まず、この報告書（案）ですが、前回、この検討会で皆様からいただいた意見を基にまと

めさせていただきました。まず、目次の次の１ページ目、はじめにというところですが、こ

こでは簡単にこれまでの経緯として、検討会を設置および開催したことに加えまして、アン

ケートの結果や議論の取りまとめの内容の概要を記載しております。また、今年度の検討会

における開催実績、実施内容の概要についても記載いたしました。 

続きまして、一度皆様に見ていただいていますので概要というかたちで御説明させてい

ただきたいと思いますが、５ページ目の第１章、現状でございます。こちらでは、内容を四

つに分けさせていただいております。 

第１節から第４節ということで、まずは第１節の離島における教育の現状となります。こ

ちらには、離島の中学生の卒業者数や卒業後の進路先、あるいは沖縄県内の高校の一覧など

を記載しております。 

次の 10ページ目、こちらでは第２節としまして、沖縄県における高校教育の現状という

ことで、高校の進学における、島を出る生徒さんに対して実施されている奨学金の制度や、

学生寮の設置状況というところを記載いたしました。 

続きましてページが飛びますが、18 ページ目の第３節になります。こちらでは、教員に

対する ICT 教育の研修の現状といたしまして、沖縄県総合教育センター様に御協力いただ

き、県内の幼稚園、小中学高校、特別支援学校など、高校に限らずすべての校種の教員に対

する ICT教育の研修について記載しております。研修の一例だけではなく、ICT教育の研修

は新任の御担当者の方や、あるいはリーダー育成をした研修、内容についてもプログラミン

グ教育の必修化の対応の他に、情報モラルなど多岐にやられているところを記載しており

ます。 

次に 21ページ目の第４節のところにいかせていただきたいと思います。高等学校段階に

おける遠隔教育に関する制度及び取組の現状ということで、文部科学省に御協力いただき

まして、沖縄県だけではない、全国における遠隔授業教育の取組の現状を、実例といたしま

して高知県様の方で実施されています、中山間地域の複数の小規模校への授業配信をして

いる事例と併せて記載しております。 

続きまして、次のページの 22ページ目ですけれども、コラムといたしまして、本日は御

欠席されておりますが、森田先生にオンライン授業に関するこれまでの研究状況、そして現

状として昨年からの新型コロナウイルス感染症の影響によって、オンライン授業が広がっ
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ていること、今後として、子供たち自身の学習の状況に合わせた学びの点であるとか、ある

いはバーチャルリアリティを活用する点で変わっていくと予測されているという旨を記載

いただいております。 

続きまして、24 ページ目、コラムの二つ目となりますけれども、こちらでは沖縄県の教

育庁様に御協力いただきまして、新型コロナウイルス感染症による沖縄県内の教育環境の

変化ということで記載しております。昨年の４月から５月の緊急事態宣言中における休校

の状況であるとか、その休校中の学習の保障の取組でどういうことをされたのか。また ICT

の活用、今後の取組ということで記載しております。 

続きまして、28 ページ目の第２章のアンケート調査の結果なのですけれども、こちらに

つきましては第３回の検討会において、御報告させていただいた内容です。一部 ICTを活用

した高校の設置意向と回答の理由の関連がわかりにくいという御指摘をいただきましたの

で、補足的にクロス集計表を追加しておりますが、その他変更はございません。内容につき

ましては省略させていただきます。 

続きまして、54 ページの第３章となりますが、沖縄県内の高等学校へのヒアリングとい

うことで、これも第２回検討会にて御報告させていただきました、沖縄県内の通信制高校な

どへのヒアリングの内容を記載しております。内容は第２回検討会以降、大きな変更はして

おらず、言葉の表現の修正であるとか、そのような修正をさせていただいているというとこ

ろでございます。 

続きまして、68 ページの第４章ですが、先ほど背戸座長にお話しいただきました、今年

度の伊江村立伊江中学校と琉球大学教育学部附属中学校で実施をした ICT の実証実験につ

いて記載しております。こちらは先ほど背戸座長から御説明いただきましたので、省略をさ

せていただきたいと思っております。 

そして最後の第５章、76 ページのまとめの部分でございます。最後のまとめにつきまし

ては、大きく分けて第１節、第２節ございます。第１節の方では ICTを活用した離島におけ

る高校教育について、第２節では ICTも活用した離島における環境改善について、そして最

後の第３節の終わりに、というかたちの三つに分けて、前回皆様からいただきました御意見

を追加して記載しております。 

まず第１節ですが、課題や必要性といたしまして、進学によって子供たちが島を離れるこ

とによって、経済的、精神的な負担が指摘されている一方で、島を離れることなど当然とい

う意識を持つ人が多いこともまた事実である、ということに触れています。続く離島におけ

る高校教育の検討に関する論点、視点ということで、具体的に四つの視点に分けて書かせて

いただきました。 

「1-2」の部分からでございますが、まず「①設置者や設置自治体」についてでございま

す。どこに高校を設置するか、設置者をどうするのかというような点につきまして、この検

討会の中で伺いました沖縄県様、琉球大学様としての設置に対する御意見、そしてヒアリン

グによる御意見を紹介させていただくとともに、高校の設置においては移動手段や人件費
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などの課題があることと、久米島高校様の事例のように、地元の意向があって園芸科が存続

した例を挙げさせていただいたり、あるいは公営塾のように高校設置以外の方法による取

組もあることであったり、地元のニーズに応じた取組の方策を含めて、地元のニーズに応じ

た検討が必要であるというかたちで記載しております。 

続きましてページが飛び、78 ページになりますが、「②対象とする生徒」でございます。

こちらは離島の子供だけを対象とするのか、それ以外の子供を対象にするかという点です

が、久米島高校様のように全国から生徒を受け入れることによって、刺激を受けられるとい

う点があったことや、離島の子供が持つ将来の職業のため、進学のためなど、子供たちの希

望を踏まえて検討する必要があるというかたちで書いております。 

同じページの下で、続きまして「③目指すべき教育や手法」についてでございます。先ほ

どの②の部分とリンクする部分もあると思いますが、まずつくば開成高校様では、子供たち

が将来に向けて身につける内容に重点を置いて教育を実施していること、通信制高校でも

学問だけではなくて、社会性を身につけるニーズが高いことなどを記載させていただいて

いるとともに、検討会で御紹介いただきました、若手の教員が人事異動で様々な学校で勤務

することによって、多様な生徒への関わり方を学んでいる例を記載させていただきました。

地域の状況や子供たちのニーズを踏まえて、教育の内容、体制など、どのように考えるのか

を検討する必要があるというかたちで記載しております。 

次に「④ICTを活用した場合の教育の在り方」でございます。こちらまず ICTを活用した

教育につきましては、学びの保障の観点から通学困難な生徒、そして昨年から続いておりま

す新型コロナウイルス感染症への対応もあり、ICTを活用した教育がさらに進むことが見込

まれることなどもある一方で、子供たちの状況によってはオンラインで自ら学ぶことが難

しいこと、他人との関わり方を学ぶ意味でも、対面での交流が重要であるという課題がある

ことも記載しています。また技術的な面でも、地域によって通信環境の整備が課題である点

も付け加えております。 

80 ページ目のところで、「1-3 今後の検討の進め方」でございますが、こちらでは新しい

高校を設置するには、この検討会でも御議論、整理させていただきました論点や視点といた

しまして、先ほど申し上げたような設置主体や手法など、様々な課題がございます。一方で、

どのような学校にしたいのか、学校の目指すコンセプトについては地域での意向というの

が議論されていく必要があり、そのうえで手法などの枠組みの検討を進めることが必要と

考えられる旨を記載しております。 

また併せて ICT を活用した教育環境の整備も、引き続き推進することが求められている

として、第２節、ICTも活用した離島における教育環境改善についてということで記載して

おります。内閣府が今年度実施しましたアンケート結果でも、小中学校で ICTを活用した教

育を実施している学校は９割以上となっている一方で、通信速度などの技術的な要素での

問題があること、ICT 支援員の人材確保が困難であるという意見が、自治体から寄せられて

いる点を挙げております。文部科学省の GIGA スクール構想の推進などによりまして、ICT
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環境の整備が進められている一方で、今後 ICTを活用した教育を進めるにあたり、教員の方

へのサポート体制や研修体制など、そのような取組を推進していく必要があるということ

も記載しております。また環境整備によりまして、ICTを活用して地元の地域だけではなく

て、他の地域とのつながり、人材交流に生かしていくことが考えられるという点のほか、リ

モートワークや離島における複式学級の解消など、離島の地理的条件によって不利益が生

じている状況の改善につながるのではないかという御意見があった旨も記載しております。 

最後に 82ページの第３節、終わりの部分でございますが、まとめといたしまして新たな

高校の設置に向けた検討として、地元の地域における検討の進捗状況を踏まえるとともに、

離島における教育環境の改善の手法として ICT は有効であると考えられますので、引き続

き環境整備を進めていく必要があること、新型コロナウイルスの影響によって ICT の活用

が注目されている中、今後教育だけでなく、地域に開かれた学校作りなど、様々なかたちで

ICT を有効活用していくことが期待されていくこと、最後になりますが、離島の子供たちが

地理的、経済的な環境によって教育の機会が奪われることがないよう、関係機関の皆様の尽

力をお願いしたい旨、というところを記載しております。そして資料の 2-2の参考になりま

すが、こちらの報告書に参考資料といたしまして、今年度実施をいたしましたアンケート調

査の項目や回答、実証実験の事業計画やアンケート結果、それらについて掲載したいと考え

ております。私からは、以上でございます。 

〇背戸座長 ありがとうございました。ただいまの御説明も踏まえまして、構成員の皆様に

は事前に資料もお送りしてございますので、ここでもう一度御質問ですとか、御意見いただ

きたいと思っております。いかがでしょうか。渡辺さんから何か補足的にありますか。 

〇渡辺課長補佐 ありがとうございます。これまでの検討会におきまして、皆様からいただ

いた御意見を踏まえて作成させていただいたつもりではございますが、先ほど背戸先生に

御発言いただいたように、改めて反映しているか、漏れはないかというところも含め御確認

いただければと思っております。 

〇背戸座長 ありがとうございます。今日が最終の確認機会と考えてございます。手が挙が

りました、宮城さんお願いします。 

〇宮城構成員 ありがとうございます。確認と言いましょうか、ちょっと気になった点があ

りましたので教えていただきたいのですが、アンケートの結果についてよろしいでしょう

か。このアンケートで色々な市町村からの回答が掲載されていると思うのですが、これは多

分そのまま回答された生データを掲載されていると思いますが、参考の 19ページ。ここの

数字の整合性が合ってないかと思います。この Q.12 は Q.10 で 2 または 3 と回答した方対

象っていうことで、多分 Q.10では 2もしくは 3と回答した方はいないはずなので、本来は

こちらに回答するものではないのかと思いました。 

〇山本（事務局） こちら事務局でございます。御指摘のとおりでございます。2または 3

には付けなかったにも関わらず、この質問を回答された方がいたので、そこでグラフを作成

してしまいましたので、修正をさせていただきます。ありがとうございます。 
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〇背戸座長 ありがとうございました。2または 3と回答した方だけが回答権あるというこ

とで、欠損データとして扱うっていうことでしょうか。 

〇山本（事務局） そうですね。よってこちらは無回答もしくは該当者なしということで扱

わせていただきます。申し訳ありませんでした。 

〇背戸座長 わかりました。ありがとうございます。他にいかがでしょうか。今のような御

指摘があれば大変助かります。お気づきの点ございませんでしょうか。磯部さんお願いしま

す。 

〇磯部構成員 ありがとうございます。大変中身はよく出来ているなと思っておりまして、

細かい部分ですが一点だけ。報告書の 25ページのコラムの２なのですけれども、ここの一

番下の小学校国語、小学校算数っていうのは、次のページにあった方が見やすいかなと思い

ました。 

〇山本（事務局） 事務局です。こちら私の方でも、問題確認いたしました。確かに改行の

位置がずれておりますので、早急に修正したいと思います。御指摘ありがとうございます。 

〇背戸座長 ありがとうございます。こういうのはたくさんの目で確認した方がいいので、

皆さん他に何かお気づきの点ありますでしょうか。 

よろしいですか。よろしければ御意見はここで締めさせていただきまして、今後は今の修

正点も含めまして、もう一度内閣府の方で修正いただきまして、完成に向けて作業をさせて

いただきたいと思います。最後の修正は大変申し訳ありませんが、私に一任をしていただい

て、私と内閣府の方で最後の確認をして、完成させるということでよろしいでしょうか。あ

りがとうございます。もし後からまたお気づきの点がありましたら、メール等で御連絡いた

だけたらと思っております。ありがとうございました。 

〇渡辺課長補佐 すみません。一点、私からよろしいでしょうか。報告書につきましては、

検討会の場での御意見としては締め切らせていただきますが、何かお気づきの点がありま

したら、今週中までにでも内閣府宛てに御連絡いただければと思いますので、どうぞよろし

くお願いいたします。 

〇背戸座長 ありがとうございます。では、今週中ということですので、最後まで御協力お

願いいたします。ありがとうございます。それでは、今のことも含めまして、今後のスケジ

ュールについて事務局からお願いできますでしょうか。 

〇鈴木係長 内閣府です。繰り返しになってしまいますが、報告書に関する御意見につきま

しては、今週中、19 日の金曜日までに何かございましたら、事務局のシード・プランニン

グ社の方にお送りいただきますようお願いいたします。その後のいただいた御意見を踏ま

えまして、背戸座長と最終的な内容の調整を行いまして、年度内には最終版を各委員の皆様、

オブザーバーの皆様にお送りしたいと考えております。私からは以上です。 

〇背戸座長 それは年度内の送付となるのでしょうか。 

〇鈴木係長 冊子の郵送は別途調整させていただきますが、データとしては年度内にお送

りさせていただきます。 
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〇背戸座長 わかりました。ありがとうございます。では、今のようなかたちで進めさせて

いただきたいと思います。 

 

 

《（４）閉会》 

 

○背戸座長 それでは、当初用意した議題２本がこれにて終了しましたので、最後に本検討

会も今回で最後ということになっておりますので、委員の皆様からお一人ずつ振り返って

の感想ですとか、あるいは今後の展望ですとか、どんなことでも構いませんので一言ずつい

ただけたらありがたいと思っております。私から指名をさせていただきますが、まず沖縄県

の屋宜さんからお願いしてよろしいでしょうか。 

〇屋宜構成員 ありがとうございます。今回で２年参加させていただいて、コロナ禍という

こともあって、本県、４月、５月の長期の休みの中で、ICTを使った教育というものをやる

必要性が一気に高まりました。この検討会はコロナ禍より先にスタートしていたのですが、

コロナ禍による影響で必要性というのが我々の行政側、特にまた学校側で非常に高まって

来ている。そこで、文科省の GIGA スクール構想では、1 人 1 台の端末というのが小中に入

ってきます。高等学校においても 1 人 1 台という流れが出てきておりますので、これから

子供たち一人ひとりが個別最適化した学びと、学校における協働の学びというハイブリッ

ド型をどのように進めていくのかというのも、本県については非常に大きな取組になるだ

ろうと思っております。 

 その中で、やはり離島の子供たちが、地理的な制約で学習機会を失われることがないよう

に、また色々な仕組み作りというのは今後我々が必要とするものであろうと考えておりま

す。特に、泊高校あるいは宜野湾高校に通信制がございます。通信制、特に泊高校の場合は

宮古、あと石垣、久米島にそれぞれ協力校を持っていますが、そういったものを広げること

も含めての検討も考えられます。また、文科省の方の制度も、遠隔教育の仕組みというか、

制度も変わりつつあります。それらを利用し、誰一人取り残さないような教育というのを、

本県ならではの教育というのを進める必要があるのではと感じている次第です。本当にこ

の 1年間どうもありがとうございました。以上です。 

〇背戸座長 ありがとうございました。それでは、続きまして教育センターの宮城さん、お

願いできますでしょうか。 

〇宮城構成員 総合教育センターの宮城です。私は今年度から参加ということで、残念なが

ら新型コロナの影響でオンラインによる会議の参加に留まり、何も力になることができな

かったのかなと思っております。ただ、やはりこの沖縄の離島 ICT教育っていうことで、本

センター、特に我々IT 教育班は、県内の先生方の ICT の利活用を支援する研修を行ってい

る班でございますので、これからもさらに研修、特にこの新型コロナを経験して ICTの利活

用の必要性が喫緊の課題となっており、また遠隔授業、遠隔研修というところで、離島の先
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生方、児童、生徒に支援できるような体制をますます整えていかないといけないな、という

のが実感であります。今後とも何かしらのかたちで離島も含む県内の小中学校、高等学校、

特別支援学校、すべての教職員、児童、生徒に対して頑張っていければと思いますので、今

後ともよろしくお願いします。 

〇背戸座長 ありがとうございました。では、町村会の金城さんにお願いしてよろしいです

か。 

〇金城構成員 沖縄県町村会の金城です。町村会で離島を担当しています。今年度は新型コ

ロナの影響で、私たちも離島と沖縄本島との移動自粛がございまして、会議や研修会の延期

等を中心に影響を受けました。検討会でも Zoom会議ということで、今までにない会議スタ

イルを体験することが出来ました、ありがとうございます。それで、検討会では一斉休校と

なった県内高等学校へのヒアリングを実施していただきまして、通信制、定時制の概要、授

業の方法やコロナ対策、先生方の生徒に対する御指導、また島での高校生活の大切さ、親御

さんの思いなど、学校現場の先生方の貴重なお話を聞く機会をいただくことができました。

ありがとうございます。大変勉強になりました。また今後、この検討委員会で実証実験され

た検証を基に課題も含めまして、ICT 技術を活用し、離島過疎地域の子供たちに少しでも、

教育の機会を広げていただければなと願っております。１年間ありがとうございました。 

〇背戸座長 ありがとうございました。では、続きまして与那国町の磯部さん、お願いでき

ますか。 

〇磯部構成員 ありがとうございます。与那国町はこれまで４年間携わってまいりました。

私としては２年間ということとなりまして、今年度は伊江中さん、附属中さんとの実証実験

は無かったのですが、それとは別個で、町内ですとか他県の学校との遠隔交流は続けて行っ

ております。今回この伊江中さんのアンケート結果でもあったのですが、やはり特別感があ

るという意見はありましたが、これが遠隔交流に慣れてくると、たくさんやればやるほどこ

ういった意見が減ってくるのだろうということは実感しています。ですので、ここの実証実

験とはちょっとはずれるかもしれないですが、やはり遠隔での合同学習、遠隔による授業な

どは、これからもニーズがあるので、どんどん進めていけばこれが普遍化していくのではな

いかと考えております。あと一つ、今年度からやった教員研修、これは本当に、われわれ八

重山地区でも必要な部分で、今年度から少しずつ実際に始まっておりますので、より一層、

こういったことが膨らんでくると良いのかと感じております。1年間ありがとうございまし

た。 

〇背戸座長 ありがとうございました。今の教員研修で言うと、例えば、附属中の校内研修

を単に Zoom で流すとか、そういったこともやっていけるのかなと思っていますので、また

お声掛けいただいたらと思っています。ありがとうございます。それでは続きまして、沖縄

総合事務局の箱田さん、お願いできますでしょうか。 

〇箱田専門職 沖縄総合事務局の箱田です。代理出席で失礼いたします。この１年を振り返

りまして、全国的にも急速に教育活動への ICTの導入が進んだ１年だったかと思いますが、
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委員の皆さんからもお話がありました通り、改めて教育の平等性や、導入への課題というと

ころが浮き彫りになった１年であったかと思います。 

 昨年度行ったアンケートの結果では、高校のない離島市町村の生徒や保護者の方は、他に

選択肢がないということもあり、「15の春」をいわゆる通過儀礼のように認識されていると

いうことが分かりまして、これは私自身が市町村を訪問して、お話をお伺いする内容とも齟

齬はなかったのですが、今年度のアンケートの結果については、想像をはるかに超えて、首

長の皆さんがこの教育活動への ICT の導入というところを前向きに考えていらっしゃると

いうことが分かりまして、大変参考になりました。最後になりますが、委員の中村の方から、

今回他の業務の関係で出席が叶わなかったお詫びと共に、「沖縄総合事務局としても、何か

できる支援がないか、局内で検討会の内容について情報共有をしながら考えていきたい」旨

の伝言がありましたので、お伝えをさせていただきます。１年間ありがとうございました。 

〇背戸座長 ありがとうございました。では、続きまして、ずっとお付き合いくださってい

らっしゃいました、オブザーバーで御参加の酒井さん、お願いできますでしょうか。 

〇酒井参事官補佐 ありがとうございます。本日、参事官の塩川が出席できず、大変申し訳

ございません。 

 文部科学省といたしましては、実は令和３年１月に中央教育審議会の答申「『令和の日本

型学校教育』の構築を目指して」というものを取りまとめさせていただいたところでござい

ます。その中では高等学校についても、新時代に対応した高等学校の在り方というようなと

ころで御議論いただいたところでありまして、主としては、高等学校の普通科の改革とか、

そういったものを御議論いただいていたのですが、その中で一つの方向性として、離島や中

山間地域の高等学校の振興というのも大きなテーマでございました。私自身も議論に携わ

らせていただきましたが、沖縄県さんに限らず、全国的に離島であったりとか中山間地域の、

そういった地域性がある地域の高等学校教育をどうしていくかというのが、大きな課題に

なっているところでございます。文科省としましては、そこの御議論も踏まえまして、来年

度の予算事業の中で、新たに COREハイスクール・ネットワーク構想というのを立ち上げさ

せていただき、ICT を軸にした、離島、中山間地域の高等学校と、都市部の高等学校をつな

いで、いわゆる遠隔教育の手法で、例えば、都道府県単位で相対的に教育の質を向上させる

ような、そういった取組というものをさせていただく予定でございます。沖縄県さんの場合、

本検討会は、そもそも離島にどうやって高等学校を立地させるかというようなところであ

りますので、私たちの COREハイスクール・ネットワーク事業は、少し一歩その先をいった

事業になっているのかもしれませんが、今後の教育の方向性としては大変参考になるかと

は思います。また我々も事業の成果等を発信させていただきたいと思っておりますので、こ

ういったものを参考にしながら、また今後の方向性を御検討いただければと思っておりま

す。 

 文科省に対してもまた何か御不明な点や御支援が必要なものがあれば、遠慮なくおっし

ゃっていただければ、我々としても出来る限りのサポートをさせていただきたいと思いま
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すので、また今後ともよろしくお願いいたします。私からは以上でございます。 

〇背戸座長 ありがとうございました。それでは、内閣府から渡辺さんお願いします。 

〇渡辺課長補佐 内閣府の渡辺でございます。本日、宮腰が出席できず申し訳ございません。

私の方から、ちょっと感想のような話になるかもしれませんがお話させていただきます。離

島における高校の設置ということで、昨年度から検討させていただきまして、今年度、皆様

には御議論いただいたりしたことで、より論点というものが明確になったのではないかと

思っております。また、各学校のヒアリングで、実際に通信制高校の責任者の方のお話を伺

いまして、ICT を活用した教育の取組とか方法は、色々な手段が取れるということも、今回

勉強になったと思っております。そのうえで、やはり一番大切なのは、子供たちに離島であ

っても教育の機会の平等が失われることがないように、どのような教育を与えるのか、子供

たちにどういうふうになって欲しいのか、というところを、まず整理することが大切なのか

ということは、今回一番大きく感じさせていただいたところです。ここまで１年間まとめる

ことができましたのは、本当にこの検討会に御参加いただきまして、御意見、また御相談と

いうかたちで、御協力いただきました皆様のおかげだと思っております。本当に１年間あり

がとうございました。一点御報告ですが、この報告書につきましては、出来上がったところ

で構成員の皆様、オブザーバーの皆様にお送りさせていただくのはもちろんですが、沖縄県

さんや、各市町村、そしてヒアリングに御協力いただきました通信制高校の方も含めまして、

広く周知をしていきたいと思っております。私からは以上です。 

〇背戸座長 ありがとうございました。では、最後に私からも一言だけ御挨拶申し上げたい

と思います。いつも思うことですが、やはり憲法第 26条に記された教育保障の責任は、非

常に重いことだと思っております。本人の責任に帰することの出来ない理由で、教育的な制

約はあってはならないと。これが公教育の第一原理なのだと思って、日々仕事をしておりま

す。 

 脇道に話がそれるかもしれませんが、10 年以上前から「知のふるさと納税」という事業

を琉球大学でやってまいりました。高校がある大きな島になってしまいますが、石垣島、そ

れから宮古島、久米島、そこの離島の出身の琉球大学生を集めて、大学のないところに大学

生の姿を見せようという事業です。10 年以上続けていますので、この事業をきっかけに、

学生から教員になって、島に戻って担任として我々を迎えてくれる、というようなことにま

でなっております。実は今年は御縁がありまして、伊江村さんでやらせていただきました。

これまた話が戻りますが、今年はこういう御時世でありましたので、Zoom で実施をしまし

たが、Zoom でやってもかなりやれたと思っております。大学生の日常生活ですとか、将来

の夢ですとか、そういうことを伊江村の中学生に話すことが出来ました。3人の伊江中の出

身者にやっていただいたのですが、学生も離島の教育をもう少し改善したいと、離島の子供

たちにもっと有益な情報を与えたいというような意識を持って、取り組んでいるところで

す。 

 本当にこの２年間、私はこの検討会でたくさん勉強させていただきました。さっきの教育
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保障というのは、国や自治体にその第一責任があるのかもしれませんが、やはり国民一人ひ

とり、あるいは沖縄でいうと、この沖縄の県民一人ひとりが、少しでも何らかのかたちで、

そういう格差ですとかギャップを埋めていく努力をしていく必要があるのだろうと思って

いる次第です。そういう意味では、今後とも色々と御指導いただきまして、我々も ICT教育

のことを、琉球大学で事業化して、ずっと考え続けたいとも思っていますし、今後も変わる

ことのない御指導を賜れたら幸いかと思います。これをもちまして、最後の挨拶に替えさせ

ていただきたいと思っています。本当にありがとうございました。どうかこれからも沖縄の

離島の教育環境のことで、御高配賜りますようお願いいたします。ありがとうございました。

それでは、事務局の方から確認事項等はございますか。 

〇鈴木係長 内閣府からは特段はございません。 

〇山本（事務局） 背戸先生、確認ではないのですが、本日御欠席されている万寿様や森田

先生から、皆様へ御礼を伝えてほしいという伝言をお預かりしていますので、それだけこの

場でお伝えさせていただきます。 

〇背戸座長 わかりました、ありがとうございます。可能であれば、我々からのお礼もお伝

え願えますでしょうか。 

〇山本（事務局） はい、承知いたしました。 

〇背戸座長 ありがとうございました。それでは、これにて閉会になりますので、皆様各自

御退出ください。本当にありがとうございました。お疲れ様でした。 

 


