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基礎教育第二チーム

1．案件名

二ジェール国中等理数科教育強化計画（SMASSE二ジェール）プロジェクト

2．協力概要

（1）プロジェクト目標とアウトプットを中心とした概要の記述

二ジェール共和国（以下、「二」国）における前期中等レベルの理数科教員の教授能力が現職教員研
修によって強化されることを目的として、首都であるニアメ及びパイロット地域（ドッソ州及びティ
ラベリ州）において、ケニア国中等理数科教育強化計画プロジェクト（SMASSE）1で開発されたモデ
ルを参考に、中央視学官、地方視学官、理数科教員を対象とした理数科現職教員研修を実施する。
1 ケニアで1998年より実施されている理数科教育強化プロジェクト。理数科の現職教員研修システムを構築し、理数科教員
に対し現職教員研修を実施、教員の能力向上を通じ、生徒達の理数科学力の向上を狙う。

（2）協力期間

平成18年10月下旬から平成21年10月下旬の3年間とする。

（3）協力総額（日本側）

約2億円

（4）協力相手先機関

二ジェール国中等・高等教育・研究・科学技術省

（5）国内協力機関

特になし

（6）裨益対象者及び規模、等

パイロット州の全前期中等理数科教員（中高一貫校教員含む） 954人
パイロット州の全中学校校長（中高一貫校含む） 155人
全国の中等理数科分野の中央視学官、地方視学官 のべ172人
パイロット州の前期中等生徒数（中高一貫校含む） 約7万人

3．協力の必要性・位置付け

（1）現状及び問題点

「二」国は、UNDPの人間開発報告書（2005年）によれば、人間開発指数が全世界177ヵ国中の最下
位にランク付けられ、国民の6割が1日1ドル以下で生活している。不十分な教育政策、政府財政の逼
迫等により教育指標も初等教育総就学率52％、中等教育総就学率15%（2005年教育省統計）と他の
サブサハラ諸国と比較しても低い2。

「二」国の前期中等教育の就学期間は4年間であり、2005年の学校数は359校、生徒数は159,809
人、教員数は5,934人（内、理数科教員1,582人）である。現在各国ドナーが中心となり初等教育へ
の支援が拡充された結果、初等教育総就学率は2000年の34％から2005年には52％まで急激に向上
したものの、中等教育に支援するドナーは少ない。そのため、増加した初等教育修了者の受け皿とな
る中等教育の量と質の確保が中等・高等教育・研究・科学技術省の喫緊の課題となっている。アクセ



ス面ではアフリカ開発基金が実験室を併設した中学校の建設をしているのみであり、多くの生徒がコ
ミュニティの支援により立てられた仮設教室を使っている。さらに教育の質という面では、これまで
仏やアフリカ開発銀行の支援で、視学官に対し不定期の研修を通した教科内容の充実を図っているも
のの教員に対する研修はほとんどなされていない。今後はさらに生徒中心型の教授法や現地で入手可
能な材料を使った教材作成を含む一貫した現職教員研修体制を整備し、教員の70％近くを占める契約
教員の質の向上が大きな課題となっている。
2 サブサハラアフリカ諸国平均初等総就学率91％、中等総就学率28.4％（2006年グローバルモニタリングレポート・
UNESCO）

（2）相手国政府国家政策上の位置付け

各ドナーが集中的に援助を実施してきた初等教育とあわせ、今後はその卒業生の受け皿であり、次世
代の国の開発を担う人材育成にとって重要な前期中等教育の質の向上を図る必要がある。このような
状況のもと、「二」国は、「教育開発計画10ヵ年計画（PDDE2003-2012）」において、中等教育
の総就学率を2001年の13％から2012年までに36％まで上げることや、中等教育における教員研修
の改善やカリキュラムの改訂、また教材の作成や施設の整備を計画している。また、教育の質の向上
については、特に科学教育に重点がおかれている。

（3）我が国援助政策との関連、JICA国別事業実施計画上の位置付け（プログラムにおける位置付
け）

対「ニ」国JICA国別事業実施計画では、わが国の取り組むべき重点分野を教育、保健医療、農村開発
分野としている。理数科教育支援については、開発課題「開発のための人材育成推進」の中の「中等
理数科強化支援（NEPAD3支援／質的向上）」プログラムに位置づけられている。
3 NEPAD：「アフリカ開発のための新パートナーシップ」アフリカ自身による緩やかな開発フレームワーク。ケニア
SMASSEは、SMASSE-WECSA（SMASSE in Western, Eastern, Central & Southern Africa）とNEPAD間で、2004年8月
にLetter of Understandingを取り交わし、アフリカにおける理数科教育の強化について連携することを確認している。

4．協力の枠組み

〔主な項目〕

（1）協力の目標（アウトカム）

1）協力終了時の達成目標（プロジェクト目標）と指標・目標値

【プロジェクト目標】

中等理数科教員の教授能力が現職教員研修によって強化される。

【指標】4

対象地域におけるASEI-PDSI授業法5を使った授業の実践度
生徒の理数科に対する姿勢（プロジェクトで開発したモニタリング・評価ツールを用いて、以下
項目を測定：理数科選択生徒の増加、学習活動への生徒の積極的参加）

4 具体的な数値については、プロジェクト開始後ベースライン調査を実施し、「二」国と合意することとしている。

5 ASEI-PDSI：ケニアSMASSEプロジェクトで導入した授業改善の理念。Activity（活動に基づいて知識を得る授業へ）,
Student（教師中心の授業から生徒中心の授業へ）, Experiment（講義中心から実験や教育方法を工夫した授業へ）,
Improvisation（身近な教材を使った小さな実験のある授業へ）：Plan（計画）、Do（実践）、See（評価）、Improve（改
善）というサイクルに沿って授業計画作成から評価、フィードバック、改善を行うことを提唱している。

2）協力終了後に達成が期待される目標（上位目標）と指標・目標値

【上位目標】

中学生の理数科の学力が改善される。



【指標】

対象地域における学年末の理数科試験結果
対象地域の生徒による理数科の授業・教員パフォーマンス評価（プロジェクトで開発したモニタ
リング・評価ツールを用いて測定）

（2）成果（アウトプット）と活動

【成果1】

現職教員研修のための中央及び地方INSET（現職教員研修）チームが組織される。

【活動】

1.1 理数科教育に関するベースライン調査を実施する。
1.2 中央研修講師を選定する。
1.3 中央研修講師がケニアSMASSEで研修を受ける。
1.4 中央及び地方研修のカリキュラム及び研修教材を開発する。
1.5 地方研修講師を選定する。
1.6 地方研修講師に対し、研修を実施する。
1.7 研修の質をモニタリング・評価する。

【指標】

プロジェクトで開発したモニタリング・評価ツールを使った中央及び地方現職教員研修の質評
価。
カウンターパートの任命、プロジェクト業務への優先的な従事。
開発された研修教材の種類や数。

【成果2】

教員の理数科における教育技術が向上する。

【活動】

2.1 各パイロット地域において研修を実施するクラスター（INSETクラスター）を設定する。
2.2 教員研修の開催場所を決定する。
2.3 設定したINSETクラスターで教員に対する研修を実施する。
2.4 研修の質をモニタリング・評価する。
2.5 教室・授業実践レベルでの教員研修のインパクトをモニタリング・評価する。

【指標】

対象地域におけるINSETクラスター研修への教員参加人数、回数。
対象地域における教員の姿勢、ASEI-PDSIの実践についての評価（プロジェクトで開発したモニ
タリング・評価ツールによる測定）。

【成果3】

INSET研修実施の支援体制が強化される。

【活動】

3.1 関係者（中央視学官、地方視学官、校長、核となる教員、COGES6代表、開発パートナー等）を
集めて啓発ワークショップを実施する。
3.2 校長に対して、教員研修の教室・授業実践レベルでのインパクトをモニタリング・評価するため
の校長研修を実施する。
3.3 関係者に対し、必要に応じてINSETに関連する研修を実施する。



6 Comite de Gestion des Etablissements Scolaires、学校運営委員会の略称。ニジェールでは政策として、全国の初等中
等学校に学校運営委員会（COGES）を設置することとしており、同委員会は校長、教員、保護者会、母親会、児童の代表者
から構成されている。学校運営へのコミュニティの参加促進を通し、より現場のニーズに即して、限られたリソースを有効に
活用することを目的としている。

【指標】

啓発ワークショップに参加したプロジェクト関係者の数
対象地域において、100人以上の学校長が校長研修を受講する。

（3）投入（インプット）

1）日本側（総額2.0億円）

専門家派遣：長期専門家1名（現職教員研修マネジメント）、短期専門家：必要に応じて派遣、第三
国専門家：理数科教育等 4名

供与機材：モニタリング活動用車輌1台、現職教員研修用機材（コンピュータ、リソグラフ、実験機
材等）

2）二ジェール国側（総額1.5千万円）

カウンターパート人件費、地方研修実施時の参加者宿泊費

プロジェクトに必要な施設・土地、プロジェクト事務所光熱費、その他

（4）外部要因（満たされるべき外部条件）

プロジェクトの前提条件

対象地域の住民、理数科教育促進委員会7、教員組合がプロジェクト実施について反対しない。
「二」国政府の理数科教育強化に関する政策が変更されない。

7 中等教育省大臣から承認を受けた理数科教育促進のための自主委員会。理数科の中央視学官、地方視学官で構成されてお
り、これまでにニューズレターの発行や自主教材の出版をしている。SMASSE-WECSAの二ジェール教育省の窓口となってい
る。

プロジェクト実施上の外部条件

1. 上述成果が達成されるための外部条件は次のとおり。
・学校における学習活動が妨害されない。（ストライキなどに合わない）
・研修を受けたプロジェクト関係者がプロジェクト期間中は現在のポストにとどまる。
・教員、中央視学官、地方視学官の労働環境が悪化しない。

2. プロジェクト目標を達成するための外部条件は次のとおり。
・中央、地方研修講師、研修を受けた教員がプロジェクト期間中は現在のポストに留まる。
・教員の処遇が悪化しない。

5．評価5項目による評価結果

（1）妥当性

本案件は、以下の理由から妥当性が高いと判断される。

1998年に「二」国初の教育基本法（LOSEN）が定められ、同基本法の中で、科学技術教育分野
の重視を明記しており、その方法として特に理論と実践の融合を促進することとしている。また
LOSENを実現させるための具体的な方策として2001年に「教育開発10ヵ年計画（PDDE
2002-2012）」が制定され、同計画の中でも科学技術教育重視を明記している。前期中等教育
に関しては、「教育の質、特に科学教育の質と妥当性を改善する」を目的の一つとし、右目的の
詳細項目に「教員の質の改善」を掲げており、現職教員研修の必要性は高い。
わが国政府は「成長のための基礎教育イニシアティブ（BEGIN）」8で、教育の質向上への支援



として、わが国が国際的比較優位を持つ理数科教育支援を重点分野としており、わが国政策の上
でも優先度が高い。
対「ニ」国JICA国別事業実施計画の中で「中等理数科強化支援（NEPAD支援／質的向上）」プ
ログラムに位置づけられている。

8 2002年のカナナスキスサミットで発表した日本のEFA達成に向けた基礎教育協力の基本理念や重点分野をまとめたもの。

（2）有効性

本案件は、次のような理由から有効であると判断される。

本プロジェクトでは、まず現職教員研修講師となる中央・地方視学官の育成（中央研修）を行
い、これらの研修講師により、対象地域の現職理数科教員に対し、教員の意識・教授法・教科内
容について彼らのニーズに即した実践的な研修を行う。教員に対する指導、モニタリングは
「二」国の中央・地方視学官の本来業務であり、視学官自身も教員経験を持つため、研修講師と
して最適である。
本プロジェクトでは現職教員研修の実施と合わせて、その支援体制構築のために、校長、地域教
育関係者、保護者等を対象とした啓発ワークショップや必要な研修を行う。教員以外の関係者を
効果的に巻き込むことにより、現職教員研修の支援体制が整備され、研修が適切に運営され、さ
らに強化されるという相乗効果が期待される。
このように理数科教育を取り巻く環境を包括的に捉え、様々なレベルにアプローチする手法はケ
ニアSMASSEで実施され、その効果が実証されており、「二」国の状況もケニアSMASSE開始前
の状況と似ていることから、同アプローチ手法によるプロジェクト目標達成可能性は高い。

（3）効率性

本プロジェクトは次の理由により、効率性が高い。

本プロジェクトでは核となる研修講師育成のための中央研修のみを首都で実施し、教員レベルの
研修については、研修の効率性や学校レベルでの効果発現を考え、対象地域の中で適切な規模の
クラスターを組み、既存の中学校を使って実施する。
技術的インプットについても、日本人専門家以外に、ケニアSMASSEからの第三国専門家の派遣
を主として考えており、また研修教材やモニタリング・評価ツールについても、ケニアSMASSE
で開発されたものをベースに「ニ」国向けに現地適応化することを考えており、ゼロから作成す
る場合と比べ、非常に効率が高い。
アフリカ開発基金の支援で建設された実習教材整備センターを中央研修会場として活用する。さ
らに同センターには青年海外協力隊員（技術科教師）が派遣される予定であり、身近な材料を
使った実験や授業方法の開発支援が期待されている。本プロジェクトでは同協力隊員と連携しな
がら、現職教員研修というトップダウンのインプットと隊員による草の根レベルのサポートの両
面から教員を支援することで効率のよい協力を図る。

（4）インパクト

本プロジェクトは、次の理由からインパクトが大きい。

本プロジェクトでは、教員レベルへの研修については、対象地域を3州に限定して実施するもの
の、中央・地方視学官に対する研修（中央研修）については、全国の視学官を対象としている。
対象3州地域以外についても、中央研修を受講した中央・地方視学官を中心に、「二」国政府の
責任で独自に教員レベルの現職教員研修を実施することで合意している。従って、本プロジェク
トの波及効果は大きい。
本プロジェクトは西アフリカで展開される初めてのSMASSE型理数科案件であるため、本プロ
ジェクトで開発される教材やモニタリング・評価ツールは同様の課題を抱える仏語圏アフリカ諸
国においても共有され、活用できる可能性が高い。

（5）自立発展性

本プロジェクトは以下の理由から自立発展性が見込まれる。



プロジェクトの現職教員研修を受講した教員に対し、中等教育省は研修修了証書を発行すること
としており、将来的に現職教員研修が制度化された際には右証書を教員の昇進要件とすることも
検討している。本プロジェクトの現職教員研修を一過性のものとせず、教育省の事業として制度
化すべく、準備を進めている。
中等教育省は本プロジェクトの常勤カウンターパートを7名任命している。さらに本プロジェク
ト開始にあたり、大臣名でプロジェクトに対するコミットメントを約す文書を発行するなど、中
等教育省の本プロジェクトに対するオーナーシップは非常に高い。
教員に対する地方研修にかかる宿泊費、中央研修講師がケニアSMASSEで実施される第三国研修
に参加する際の日当については、中等教育省が負担することで合意している。また、校長、保護
者、コミュニティに対して、啓発セミナーや研修を実施すること、同時に教室レベルで現職教員
研修の効果を発現させることにより、現職教員研修に対する彼らの理解を深め、必要性を認識し
てもらう。これにより、徐々に彼らの支援（具体的には教員が研修に参加するための旅費、研修
を実施するために必要な資機材費などの一部負担）によって研修運営が強化されることが期待さ
れる。

6．貧困・ジェンダー・環境等への配慮

中等教育における女子の就学児童数と男子の就学児童数は5対89と依然男女間格差が見られるため、
プロジェクトでは、理数科教員に対する現職教員研修と並行して、学校長や関係者に対し啓発活動を
行い、理数科教育の理解を深めるとともに、男女間格差の是正にも寄与するよう留意する。また、カ
ウンターパートの中には女性を含めるなどの配慮を行っている。
9 2006年グローバルモニタリングレポート（UNESCO）

7．過去の類似案件からの教訓の活用

「二」国中等教育省はSMASSE-WECSA10のメンバー国であり、SMASSE-WECSA枠内での技術交流
（第三国研修参加、域内会合参加等）を通じ、ケニアSMASSEについて理解した上で、同様のプロ
ジェクト実施を望んでいる。従って、ケニアSMASSEやSMASSE方式を採用している他国での類似事
例から得られた教訓を活用すべきである。また、JICAが04年11月に実施した「評価結果の総合分析
（初中等教育／理数科分野）」で整理・分析された教訓も活用できる。以上の類似案件、報告書から
得られる主な教訓は以下の通り。

常に先方政府の責任、主体性の意識涵養を図り、日本側は支援者であるという意識を持つこと
当該国・地域に既に存在するリソースを活用することは、案件の効率性、自立発展性の視点から
は有効であるが、当該案件の目的に合致するかどうかには十分注意を払う必要がある。またリ
ソースの活用に際しては、関係者に対し透明性と説明責任を確保することが不可欠である。
研修参加へのインセンティブを高め、研修が制度化されることにつながるよう、中等教育省によ
る研修参加者への動機付け（例えば研修修了証書の発行など）を行うこと。
プロジェクトの効率性、インパクト、自立発展性を促進するために制度化は有効であるが、制度
化実現については、国ごとの背景（財政事情、行政構造等）が異なるため一様の条件を導き出す
ことはできない。類似事例を参照し、常に代替案を検討しながら、当該国の財政事情を考慮した
規模の実現可能な制度づくりを継続的に支援する姿勢が必要である。
アフリカ域内の交流を通し、アフリカ人の課題をアフリカ人同士で解決するというTICAD11／
NEPAD理念に基づきプロジェクトを運営すること

10 SMASSE-WECSA：SMASSEプロジェクトの経験をアフリカ域内で共有するためのアフリカ域内連携ネットワーク。年1回
域内会合開催したり、メンバー国に対する第三国研修の実施、さらにケニアカウンターパートによるメンバー国に対する技術
支援（出張ベース）等を行っている。

11 TICAD：アフリカ開発会議の略称。アジアとアフリカの開発促進のための国際的枠組み。第三回会議（TICAD III）
で、NEPADへの支援を表明した。

8．今後の評価計画

中間評価調査：2008年2月頃



終了時評価調査：2009年2月頃


