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評価調査結果要約表(案) 

１. 案件の概要 

国名：バングラデシュ 案件名：小学校理数科教育強化計画 

分野：基礎教育 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：バングラデシュ事務所 協力金額（評価時点）：3.8 億円 

 

 

協力期間 

(R/D):  

2004 年 8 月～2008 年 8 月 

先方関係機関：初等大衆教育省、初等教育局

       初等教育アカデミー 

 日本側協力機関：株式会社パデコ、広島大学

１-１ 協力の背景と概要 

バングラデシュ国（以下｢バ｣国）政府は 1990 年に「万人のための教育」（Education for 

all: EFA）宣言に署名するとともに初等教育の義務化、初等教育の完全普及を目指した取

り組みを行っている。1998 年－2003 年にはサブセクターワイド・プログラム PEDPI（第 1

次初等教育開発計画）が実施され、小学校や教員リソースセンター等 の建設、教員及び行

政官の研修、教材開発、情報管理システム構築などが行われた。この第２フェーズとして、

更なる教育の質的向上を目的とした PEDPⅡ（第 2次初等教育 開発計画：2004－2009）が始

動し、特にコンポーネント２「学校および教室での質の向上」に貢献する技術協力が「バ」

国政府より要請された。 

これを受け、本案件「バングラデシュ小学校理数科教育強化計画」は、対象地域において

小学校理数科の教員研修・授業の質が向上することを目的として、2004年9月から4年間実

施する技術協力プロジェクトとして開始された。 

現在、プロジェクト実施期間の中間点にあたり、プロジェクトの進捗状況や成果の発現

度合い・問題点などを確認することを目的として中間評価を行った。 

１-２協力内容 

（１）上位目標 

対象地域において、小学校理数科の児童の成績が向上する。 

（２）プロジェクト目標 

対象地域において、小学校理数科の教員研修・授業の質が向上する。 

（３）成果 

1.対象地域の業学校教員研修機関及びパイロット校において教員の理数科指導能力と同僚

性（教員同士の協力・連携）が向上する。 

2.対象地域の小学校教員研修機関において改善された内容の理数科研修が実施される。 

3.適正なカリキュラムと妥当な評価法が提言される。 

4.NAPE－PTI－URC 及び UEO－協力校の間の縦の連携が強化される。 

5.教育パッケージ(TP)が中央レベルにおいて承認される。 

 

（４）投入（評価時点） 

日本側： 

  短期専門家派遣    15 名（業務実施契約のため専門家はすべて短期） 

  研修員受入      11 名  

機材供与        8,217,000 円 

 ローカルコスト負担  17,082,000 円 

相手国側： 

  カウンターパート配置 7 名  

  DPE 及び NAPE におけるオフィススペースの提供         

  スタディワークショップ会場の提供（マイメイシン PTI） 



 ２. 評価調査団の概要 

 調査者 総  括：長 英一郎  JICA バングラデシュ事務所次長 

教育政策：水野 敬子  JICA 国際協力専門員 

教育評価：菅原 貴之  JICA 人間開発部基礎教育第 1チーム職員 

評価分析：田中 研一  株式会社毛利建築設計事務所 

協力企画：江原 啓二  JICA バングラデシュ事務所所員 

調査期間  2006 年 11 月 17 日〜2006 年 12 月 12 日 評価種類：中間評価 

 ３. 評価結果の概要 

3-1 実施プロセス 

 本プロジェクトはサブセクターワイドアプローチである PEDP-II の枠組みの中で実施さ

れており、プロジェクト個別の JCC は実施されていない。プロジェクトのモニタリングは

PEDP-II のプログラム調整ユニット（PCU）と初等教育局訓練課により実施されている。現

行の PDM を基に PCU と訓練課のフォーマットによる年間活動計画(AOP) を策定し、月別報

告書を作成して訓練課月例会議で報告している。しかし同会議では主に予算の支出により

その進捗を測ることになっており、問題点や技術的・質的側面は議題には挙がらない。 

3-2 実績の確認 

(1)活動と成果の実績 

これまでに、プロジェクト側により NAPE・CP との 76 回の学習グループ活動(SGA)や対象

地域の関係機関やパイロット校による 7 回の研究会（ＳＷ）が実施された。これらの活動

を通して教育パッケージ(TP)の算数 1年生と 2年生、理科では 3年生を完成させた。 

これまでの活動を通してプロジェクト関係者による教科に関する議論が活発化し関係者

間の同僚性の高まりも確認された。2006 年 12 月までにプロジェクト研修用の教材としての

教育局からの承認を得て、この TP を活用し全国 53 箇所の教員訓練機関の校長と理数科教

官を対象とした訓練を実施する計画である。また教員訓練用カリキュラム(C-in-ED カリキ

ュラム)や小学校におけるカリキュラムや評価方法の現状分析と提言書を作成し中央政府

へ提出した。 

(2)プロジェクト目標の達成度 

プロジェクトでは、SGA やＳＷを通じて「児童に考えさせる授業」というバングラデシュ

では全く新しい視点を導入している。そして、その視点に基づき授業案を準備し、模擬授

業の実施及び授業研究を行うことを通して授業改善を行う手法の技術移転が行われてい

る。これまでの活動を通じ「児童が考える」授業を体験した CP や教員の授業には教科書の

使用方法や教材の選択と授業の構成の考え方に変化が現れている。しかしこの手法は CP や

教員にとっては新しく、自力で授業研究を実施したり、TP を通じて授業や訓練の質向上を

達成するには時間を要すると考えられる。 

3-3 評価 5項目による評価結果の要約 

（1）妥当性 

本プロジェクトは、1)バングラデシュ国の国家政策である「経済成長及び貧困削減のた

めの国家戦略は、初等教育の質向上と拡充普及を最優先課題としている。またＥＦＡ国家

行動計画(2003－2015)とさらに 5ヶ年計画である「万人のための教育」達成のために 11 の

ドナーの支援により実施されている PEDPII のコンポネント 2－2（学校と教室における質の

改善）の枠組みの活動である。また JICA の国別事業実施計画においても初等教育は援助重

点分野の一つであり、教育内容向上プログラム」の中核となっている。 



（2）有効性  

 NAPE レベルの変化は CP に現れており、SGA や SW を自ら計画・実施するまでには至って

いないものの、教科書に対する考え方に変化がでたり、教授案の作成において児童に考え

させるような授業を目指して教員の発問や教材の準備を考えることができるようになって

いる。こうした結果、パイロット校での授業には活動を通した学習が多く取り入れられて

おり、活動を通して教科書の内容を検証する形態への変容が観察され、プロジェクト活動

の効果は除々に発現しつつある。 

（3）効率性 

専門家はほぼ計画通りに投入されている。供与機材は SGA や SW で活用される資機材であ

り、全ての資機材の使用状況・維持管理状況は概ね良好であった。 

 しかし NAPE の CP はプロジェクトの専任ではなく NAPE とプロジェクトの業務をこなして

おり、技術移転や TP の作成に支障が出ている。またダッカとマイメンシンの 2箇所での活

動が必要であり、ダッカの教育局では政府や PEDPII との調整に時間が割かれ、マイメンシ

ンでの技術移転への集中が困難となっている。 

 

(4)インパクト 

上位目標の達成度を測るには時期尚早であるが、CP が PTI での教員訓練でプロジェクト

で習得した手法を数度にわたり活用した事例が PTI の校長から挙げられた。また聞き取り

では SW に参加している URC の訓練教官が学校視察において SW で習得した手法を学校で教

えていることが明らかになっている。 

 

（5）自立発展性 

本プロジェクトで提示された手法や TP の自立発展性のためには、NAPECP のさらなる技術

レベルの強化と NAPE による予算の確保の努力が不可欠である。また現状では CP が自ら SGA

や SW さらには全国 PTI 教官の訓練を企画・実施できる技術レベルまでには達しておらず、

さらなる技術移転の必要性を感じている。 

 

3-４ 貢献要因・阻害要因 

 

3-４-1 効果発現に貢献した要因 

本プロジェクトは、教育局に長期専門家として派遣されているアドバイザーと PTI や URC

に派遣されている JOCV と連携している。長期専門家は政策レベルで PEDP-II の情報提供や

調整をおこなっており、PTI や URC の詳細な情報は JOCV 隊員から得ている。また JOCV の隊

員はプロジェクトの作成したＴＰの試行にも参加している。 

 

3-４-2 問題点及び、問題を惹起した要因 

(1)カウンターパート 

NAPE のＣＰは本プロジェクト専任ではなく、業務の半数が NAPE の業務となっており、本

プロジェクトの技術移転や TP 作成に支障がでている。 

 

2) URC 教科別訓練 

政府による URC 教科別訓練は 2年間実施されていなかったため TPが URC では利用されて

いなかったが、課題であった URC 職員配備に進捗がみられ、URC 訓練用教材の開発に関して

本プロジェクトとの連携が可能な状況になりつつある。 



3）教員研修カリキュラム（C-in-Ed）の改定 

C-in-Ed のカリキュラム改正は国家レベルの改定委員会が設立されたものの、実質的な進

捗は見られていない。また小学校カリキュラムと評価方法の提言についてもカリキュラム

改正は政府の方針は 3－4年後であり、その活用が不明瞭となっている。 

 

4) 治安状況 

プロジェクト期間中に、政治不安によるストライキによりプロジェクト開始時より 2007

年 9 月までに 31 日間が自宅待機となった。これにより活動計画の調整や作業量の増加によ

り効率的な活動に影響を及ぼした。 

 

３-５ 結論 

 本プロジェクトはNAPEのカウンターパートへの技術移転において授業研究を導入し学習

グループ活動や研究会やティーチングパッケージの開発を実施してきた。その具体的な成

果として 1 年生と 2 年生の算数および 3 年生の理科のティーチング・パッケージを完成さ

せている。これまでの活動によりプロジェクト目標に関する成果としては以下のような変

化が発現している。 

・初等教育アカデミーの専門性の強化がなされ、カウンターパートが学校や訓練機関で

教育の質の改善について教えることができるようになりつつある。 

・学習グループ活動や研究会の実施により参加者の同僚性に変化が現れている。 

・パイロット校の理科と算数の授業において変化が出ている。 

こうした変化の発現は、本プロジェクトが「教育の質」改善のために効果的であること

を示しており、NAPE は、本プロジェクトの手法を普及していく役割を担っている。残りの

協力期間中に PDM に示されているプロジェクトの目標を達成するためには、NAPE のさらな

る能力強化を図り、NAPE が独自で実施している訓練や調査活動と連携し本プロジェクトの

成果を共有することが今後の課題である。 

 

３-６ 提言 

3-6-1 NAPE の専門性・組織強化 

(1)NAPE の運営管理とプロジェクトの調整強化 

(2)カウンターパートの専属化 

(3)プロジェクトの経験や成果の NAPE の他セクションの専門家との共有 

(4)NAPE の戦略計画の策定 

 

3-6-2 C-in-ED カリキュラムの改定 

 

3-6-3 関係者間でのモニタリングとコミュニケーションの強化 

(1)JCC に代わる定期的会合の実施 

(2)教育局訓練課の月例会議への NAPE の参加 

 

3-6-4 プロジェクトの成果の普及に関して PEDP-II との連携強化 

(1)プロジェクトの成果の普及のためのガイドラインやマニュアルの開発 

(2)NAPE 自ら、授業研究の手法や開発された TP の訓練を PTI の教官や校長に対して実施す

ることを提言する。 

(3)URC 教科別訓練の理数科教材改定時の連携 

(4)プロジェクトの成果普及にかかる広範な関係者からの支援確保、特に政策レベルやプロ

グラム立案者レベルでの支援を確保 

以上


