
 

評価調査結果要約表 
 

1. 案件の概要 
国名：ボリビア共和国 案件名：学校教育の質向上プロジェクト(PROMECA) 
分野：教育 援助形態：技術協力プロジェクト 
主管部署：JICA ボリビア

事務所 
協力金額（試行期を含む当初予算額）：2.6 億円 
2007 年 10 月時点の総予算額（見込み）：5.7 億円（2007 年 11 月 JICA
レートによる）（試行期と本格実施期） 
先方関係機関：教育文化省 
日本側協力機関：大阪大学、関西大学、京都市教育委員会 

協力期間：2005 年 7 月～

2010年 7月（本格実施期） 
他の関連協力：｢ペルー・ボリビア地方教育行政改善コース｣本邦研修、

ペルー｢カナス・スヨ地方教育ネットワーク教育運営強化プロジェク

ト｣・ホンジュラス「基礎教育強化プログラム」との連携、無償資金協

力（小学校整備計画）、草の根無償資金協力（小学校舎補修）、青年海外

協力隊（小学校教諭等）派遣 
1-1. 協力の背景と概要 

ボリビアでは 1995 年から新教育改革が開始され、以降 10 年間、政権交代が行われたが、教育改

革の政策的重要性は変わらず、貧困削減戦略などにおいて教育セクターは重要な位置を占めてき

た。 
 2006 年に発足した新政権は、教育改革の見直しを図り、現在、新教育法の制定が進められてい

る。また、憲法改正議会が継続して開かれ、新しい憲法の制定も待たれている。 
このような状況下、教育改革の成果として、初等教育就学率の改善は見られるが、カリキュラム、

教育行政、長期的な視点からの人材育成など、複数の分野で課題が山積している。 
「学校教育の質向上プロジェクト」（PROMECA）は、2003 年度より試行期として 2 年間の協力

を、2 県（8 校）で開始し、2005 年度からは本格実施期に入り、対象県（2 県 6 県）と対象校（8
校 233 校）を拡大させている。 

この間、2004 年 7 月に、日本は現地 ODA タスクフォースによる議論とボリビア関係機関との対

話のうえに現地政策協議を実施し、援助重点分野・重点プログラムについて合意した。その結果、

「教育の質向上プログラム」が設定され、技術協力プロジェクト、無償資金協力などを連携させた

プログラムを実施している。本プロジェクトは、その中核を成すものである。 
 

1-2. 協力内容 
(1) 上位目標 
 ボリビアで「子どもが主役の学習」というコンセプトに基づく教育の質の改善が教室レベルで促

進される。 
(2) プロジェクト目標 
 プロジェクト対象校において「子どもが主役の学習」の実施促進を通して教員の教授能力が向上

する。 
(3) 成果 
①プロジェクト対象県において教育文化省の国家教師教育政策に基づく県教員養成計画と県現職

教員研修計画が策定される。 
②教育文化省により、教師教育（教員養成と現職教員研修）モジュールが作成される。 
③プロジェクトの実施に不可欠な人材（行政官、技官、モデル教員などの中核的人材）が育成され

る。 
④プロジェクト対象県において現職教員研修制度が確立される。 
⑤プロジェクト対象校において授業研究・校内研究が実践される。 
⑥プロジェクトで開発された教師教育モジュールが教員養成校（INS）で試行される。 
 
(4) 投入（本格実施期） 



 

＜日本側＞ 
長期専門家派遣 2 人 (59 人/月) 
短期専門家派遣 のべ 4 人（2.7 人/月） 
本邦研修 24 人  広域協力研修 5 人 
＜相手国側＞ 
カウンターパート配置：117 人 約 99 人/月 
プロジェクト執務室 

 
機材供与  
現地業務費  
青年招聘 4 人 
 
研修経費 

2. 評価調査団員の概要 
調査者 団長         内海成治 大阪大学大学院教授 

学級運営指導 村田敏雄 JICA国際協力専門員 
評価分析     關谷武司 ㈱クリスタルインテリジェンス代表取締役 
中間評価支援 下田旭美 JICAジュニア専門員（ジュニア専門員の在外研修の一環とし

て現地調査に参加） 
調査期間 2007年10月7日～2007年10月27日 評価の種類：中間評価 
3. 評価結果の概要 
3-1. 実績の確認 

本プロジェクトの主な実績は以下のとおりである。 
成果①：2006 年 1 月の政権交代に伴い教育文化省の政策が変更され、旧カリキュラムの廃止と新

カリキュラムを含む新教育法の制定が目指されたが、現時点まで国会の承認を得るに至っておら

ず、実績を検討する段階ではない。 
成果②：日本側担当分の教師教育モジュール原案の作成と、教育文化省による内容の現地化が終了

している。一方、新カリキュラムが未定のため、同省が作成予定だったカリキュラム内容に関する

モジュール作成には、現段階では手がつけられていない。 
成果③：政権交代の影響を受けつつも柔軟かつ精力的に実施され、6 県を対象に 26 種類の研修を

174 回実施した。また、3 種類の本邦研修を 4 回実施した。 
成果④：国レベルの教員養成計画・現職教員研修計画が未策定のため、原案の作成は行われたが、

今のところ実施には至っていない。 
成果⑤：6 県を対象に校内研修実施に関する 6 種類の研修を 68 回実施した。 
成果⑥：教員養成校の新カリキュラムは確定していないが、6 県の教員養成校 9 校に対して、プロ

ジェクトが導入している内容についての紹介セミナーを実施し、協力モデルを探っている。 
 
3-2. 評価結果の要約 
(1)妥当性：高い 

1995 年の教育改革以来、基礎教育重視の路線に大きな変化はなく、新規教員養成と現職教員研修

は重要視されている。そして、学校現場でも、教員の技能向上の必要性は強く認識されている。ま

た、教員の指導技能向上を目指した本格的技術支援は本プロジェクトのみであり、PROMECA は、

ボリビアの教育政策、現場のニーズに応えたものであると考えられる。 
日本は世界各地で基礎教育分野の国際協力を実施し、また、校内研究等を通した教員研修に関す

る知見は日本国内に十分に蓄積されている。本プロジェクトの実施にあたっては、この日本の教育

経験を有効に活用しているといえよう。 
 

(2)有効性：高い 
教育文化省側の活動の進捗は遅れているが、プロジェクトチームが主体の活動は着実に成果を上

げている。国や県レベルでの研修制度や学習内容は未整備にもかかわらず、プロジェクトが推進す

る活動を通して、学校ベースの教員自己研鑽システムが形成されている。プロジェクト終了まで残

すところ 2 年余りだが、現体制による活動の継続により、授業の「計画」、「実践」、それによる「子

どもが主役の学習」は目指すレベルに到達し、最終的にプロジェクト目標が達成される可能性は高

いと判断される。 
 



 

(3) 効率性：中程度 
限られた日本人専門家の投入にもかかわらず、必要な研修がタイムリーに手当てされ、受益者数

も非常に多いことから効率はよいと判断される。 
ただし、パソコン配布など、供与機材の総額は教育ソフト案件にしては大きな支出であり、また、

本邦研修後の研修員の異動・離職の割合は 15.2％（本格実施期）である。政権や教育文化大臣の交

代の影響により、特に行政官や管理者向け研修における効率が当初期待されていた水準をやや下回

っている。 
 

(4)インパクト：高い 
公開授業では非対象校の教員を招待したり、対象校教員がボランティアとして、プロジェクトに

関する知見を他校へ紹介したりするなどの自主活動が見られ、プロジェクト非対象の学校・教員に

も、プロジェクトが展開する教授法改善、教員間の経験共有の必要性が広く理解されつつある。ま

た、非対象県のオルロでは、県教育事務所と教員養成校がプロジェクトへの参加を切望しており、

前者はすでに実施チームが自主的に形成されていた。 
また、地域特設研修のフォローアップ、ペルーの教育プロジェクト、中南米各国の JICA プロジ

ェクト関係者との経験共有が広域・南南協力の形で実施されている。これらの活動の舞台となった

ボリビアにおける国際教員研究大会では、テレビやラジオ取材も入り、広く報道されている。 
 

(5) 自立発展性：中程度 
現在、ボリビアでは新教育法が国会審議中で、その結果次第では、教育制度改革、新規教員養成

校の大学化などが実施され、育成された中核的人材やキーパーソンが異動・離職することが危惧さ

れる。しかし、基本的に新規教員養成や現職教員研修が強化される方向で、「万人のための教育」

（EFA）コモンバスケットなどの財政支援による中央研修センターなどの施設や組織が整備される

ことになっている。 
他方、学校ベースでは、校内研究会の組織化など、自己研鑽できる能力とシステムの構築ができ

あがりつつあり、校長のリーダーシップのもと、継続的な発展が期待できる。 
 
3-3. 効果発現に貢献した要因 
(1) 地域と保護者の支援 

プロジェクト活動に熱心に取り組む学校でも、必要な教材費などの予算は少なく、多くの教員が

自費で活動を行っている。このような教員をサポートするのが地域、保護者である。一定の理解を

得るまで説明などの働きかけが必要だが、子どもの変化に気づいた保護者が物心両面で力強い支援

者となっているケースが見受けられる。 
 
(2) 校長のリーダーシップ 

校長のリーダーシップが弱い学校では、努力する教員に対し、一部の教員から批判や中傷がある

との感想が寄せられた。逆に、校長のリーダーシップのもとに、学校全体で取り組んだ場合には、

教員が団結することでよりよい効果を生み、新規に着任した教員も自然に自己研鑽に励むようにな

る。学校全体に前向きな姿勢を浸透させるには校長の強いリーダーシップが重要である。 
 
3-4. 問題点と問題を惹起した要因 
(1) 中核人材の異動・離職 

本邦研修参加者などの中核人材や、コーディネーションのキーパーソンが異動や離職するケース

が散見され、プロジェクトの円滑な進捗に大きな影響がある。 
 
(2)教員組合との関係 

試行期には、コチャバンバで教員組合から批判があり、プロジェクトを離れる学校があったが、

本格実施期に入ってからは、教員組合との特段大きなあつれきは報告されていない。 
 

3-5. 結論 



 

計画された活動のうち教育文化省実施予定分の一部が未実施とはいえ、プロジェクトは柔軟かつ

精力的に活動を展開し、学校レベルでは校長、教員、保護者の意識が着実に変化している。校長は

学校全体を「学ぶ組織」へと導き、保護者はこうした校長や熱心な教員を支援している。その結果、

教員は高い教授技能を身に付け、「子どもが主役の学習」を実現しつつある。特に経験のある教員

が研修などで得た知見を実践している授業は極めて高い水準に達している。プロジェクト終了時に

向けて、プロジェクト目標達成のために、国、県、市、学校レベルにおける一層の一体的な取り組

みが望まれる。 
 
3-6. 提言  
（1）活動の優先度の設定 

現在の活動は大きな効果を生んでいるが、日本人専門家の投入量から考えて、活動の幅と量が多

すぎるのではないかと危惧される。しかし、校内研究会などの取り組みが各学校で自立発展的に継

続されるには、校長と教員の能力を一定レベルにまで引き上げる支援が不可欠である。そのため、

プロジェクトとしては優先度の高い活動に絞り込むことが必要であろう。 
 
（2）ボリビア側の実施体制の強化 

教育文化省からは対象県を全国に、受益対象校を 500 校までに拡大することが提案されている。

そのためには学校レベルへの継続的な技術支援を可能にする教育文化省側の実施体制の強化（地区

レベルで中核的教員の育成と組織化、優秀な退職教員の再活用など）と、17 フレームの「導入－

展開－定着」プロセスの明確化が必要であろう。 
 
（3）育成された人的リソースの活用 

調査団としては、プロジェクトで育成された人材の有効活用をボリビア側に強く提案したい。本

邦研修参加者や、研修を通して能力が向上した技官、さらに極めて優れた教員を指導者として任用

するなど、すでに育成された人的リソースの活用戦略が検討される必要がある。 
 
3-7. 教訓 
(1) 中核人材の育成の重要性 

日本の授業研究の経験を途上国に技術移転する取り組みはこれまでにもあるが、期待された成果

を達成できているとはいいがたい。理由としては、協力が終了後、教員や指導者の能力が不十分な

ため、「羊飼いのいない羊の群れ」となってしまうことが指摘されている。本プロジェクトでは、

すでに複数の学校で中心となる教員が育ち、自主的に学習・研究できる場が形成されている。授業

研究を活動として取り入れる場合には、本プロジェクトでみるような徹底的な基本研修の計画と実

施を通した中核人材の育成が必要である。 
 
(2) プロジェクトにおける柔軟な活動とモニタリング 

本プロジェクトは、試行期 2 年、本格実施期 5 年という長期的で、また、JICA 在外主管案件と

いうこともあり、現場において活動内容はボリビアの状況に合わせて柔軟に実施され、かつ形成的

にモニタリングされている。プロジェクトを取り巻く環境が流動的な途上国では、このように柔軟

かつ創造的な活動とモニタリングが等しく重要である。 
 
 
(3) 経験共有の重要性 

本プロジェクトでは中南米諸国との連携を重視し、国際教員研究大会や他国の JICA プロジェク

トのカウンターパート研修などを実施している。広域・南南協力の実践はロジスティックの管理な

ど容易ではないが、個々のプロジェクト活動におけるノウハウを共有することは、個別プロジェク

ト関係者に新鮮で有益な情報をもたらし、それぞれのプロジェクトの価値を再認識する機会にもな

っている。広域・南南協力を推進し、経験共有を図る実践的な体制を構築する必要がある。 
 




