
終了時評価調査結果要約表 

作成日：2008 年 10 月 11 日 

担当部：人間開発部基礎教育 G基礎教育第二課 

１. 案件の概要 

国名：パラグアイ共和国 案件名：学校運営管理改善計画 

分野：基礎教育 援助形態：技術協力プロジェクト 
所轄部署：人間開発部基礎教育 G 基礎教

育第二課 協力金額：約 2.6 億円 

(R/D): 2006 年 7 月 21 日～ 相手国実施機関：教育文化省 
協力期間 

2009 年 1 月 20 日 （2.5 年間） 日本側協力機関：なし  
１-１ 協力の背景と概要 

パラグアイ国は、1994 年から教育改革に着手し、教育改革戦略「パラグアイ 2020」に基づいて、

2020 年までの 9 年制義務教育の完全達成などを目標に改革を継続している。改革開始から 10 年

以上を経た現在、教育アクセスは着実に改善を遂げている。一方で、生徒の学習到達度の低さや

留年・中退率の高さは深刻であり、教育の質の向上が課題である。 
このような状況に対し、これまでの改革でパラグアイ国は世銀やスペインなどのドナーの協力

を得て教員研修や教材整備に取り組んできたが、年間授業時間の大幅な不足や保護者との連携不

足等の学校運営管理改善に関しては、同国の当該分野の知見・経験は十分でなく、他ドナーから

の十分な協力も得られていない。一部地域で地方関係機関等が学校運営管理の主導的役割を担う

校長に対し、能力育成のための研修を行っているが、全国的な制度としては未だ確立されておら

ず、また研修が学校現場における運営改善にどのように生かされているかのモニタリングも十分

行われていない。 
このような状況下、パラグアイ国政府は校長研修を中心とした学校運営管理改善に係る支援を

日本政府に要請し、2006 年 7 月より 2 年 6 ヶ月の予定で「学校運営管理改善計画」プロジェクト

が開始された。本プロジェクトは、校長や地方教育行政官の計画管理能力の向上を通じて、授業

時間の確保や保護者との連携強化といった効果的な学校運営管理が実施されることを目的として

いる。 
 
１-２協力内容 

（１）上位目標 

プロジェクト対象地域の基礎教育校において学校運営管理が改善される 

（２）プロジェクト目標 

プロジェクト対象県の中央校（※）において、学校運営管理改善に資する校長研修のモデルが

確立される 
※プロジェクト対象県：セントラル県の一部とコルディジェラ県全地域 
対象中央校数：104 校（セントラル県：50 校、コルディジェラ県：54 校） 
パラグアイ全体での基礎教育校数：8,281 校（うち中央校は 1,032 校）（2005 年時点） 

（３）成果・活動 

成果１：校長研修の実施方法（内容および手法）が開発される 
活動 1) ベースライン調査を実施する 

2) 校長研修プログラムを作成する 
3) 研修モジュール（教材含む）を作成する 
4) 県レベルでの校長研修を試行する（インストラクターによる） 
5）インストラクターとスーパーバイザーの会合をもつ（地域レベル校長研修にかかわる

準備作業、スーパーバイザーへの技術指導） 
6）地域レベルでの校長研修を試行する（スーパーバイザーによる） 



7）校長研修に係るガイドラインを作成する 
8）プロジェクトインパクト調査を実施する 

成果２：インストラクターおよびスーパーバイザーの校長研修の実施能力が向上す

る 
活動 1) 中央及び県レベルにおいて研修の実施メンバー（校長研修ユニットメンバー）を任命す

る 
2) インストラクター研修を実施する 
3) スーパーバイザー研修を実施する 

成果３：学校運営管理活動のモニタリング・評価方法が開発される 
活動 1) 学校運営管理モニタリング・評価ツールを開発する 

2) 学校運営管理モニタリング・評価活動を試行する（対象学校の訪問を含む） 
3) 県レベルの関係者を対象に評価会を開催し、学校運営改善活動内容とモニタリング・

評価結果を共有し、課題について協議する 
（４）投入（評価時点） 

日本側： 
    専門家派遣  2006 年度：5 名（総括/教育行政、学校運営管理、授業計画管理、研修計画、

教育評価・モニタリング） 
2007 年度：4 名（総括/教育行政、学校運営管理、授業計画管理、学校運営

管理 2） 
2008 年度：5 名（総括/教育行政、学校運営管理、授業計画管理、学校運営

管理 2、インパクト調査） 
機材供与 2006 年度：5,832 千円 

       2007 年度：  479 千円 
  本邦研修 2006 年 11 月：4 名（就学前・基礎教育総局長、教育監督総局長、教員養成局主

任、高等師範学校副校長） 
2007 年 10 月：6 名（校長研修ユニットメンバー） 
2008 年 2 月：4 名（コルディジェラ県配属ユニットメンバー、コルディジェラ

県教育監督調整事務所所長、スーパーバイザー、中央校校

長） 
相手国側： 
  校長研修ユニットメンバー配置 8 名（教育文化省 6 名、県教育監督調整事務所 2 名） 
  研修活動費 80,932,000 グアラニー 

（1 グアラニー＝0,027 円 2008 年 9 月現在） 
   執務室確保 

 ２. 評価調査団の概要 

調査者 (担当分野：氏名 職位） 
団  長 ：水野敬子 JICA 国際協力専門員/人間開発部課題アドバイザー 
教育計画 ：小坂法美 JICA 人間開発部基礎教育グループ基礎教育第二課 

ジュニア専門員 
評価分析 ：大橋由紀 株式会社インターワークス 

調査期間 2008 年 9 月 21 日～2008 年 10 月 11 日 評価の種類：終了時評価 

 ３. 評価結果の概要 

３-１ 実績の確認 

（１）成果の達成状況 

成果１：校長研修の実施方法（内容および手法）が開発される 

下表に示すように、それぞれの指標において高い到達状況を示している。 



 

PDM における指標 ベースライン調査時 インパクト調査時1 

1-1. 学校教育計画所有率（90％以上） 59％ 93％ 
1-2. 要件を満たした学校教育計画（90％
以上） 

NA 85％ 

2-1. 年間活動計画所有率（90％以上） 35％ 91％ 
2-2. 要件を満たした年間活動計画（90％
以上） 

NA 85％ 

3. 年間活動計画の達成率（90％以上） NA 80.8％ 
4-1. 保護者会で学校教育計画/年間活動

計画の議題が含まれる（80％以上） 
20％ 89.4％ 

注：指標 4-2．年間活動計画に計画された保護者会の開催実績については適切なデータが収集され

ていない、指標 4-3．学校教育計画/年間活動計画を提出した学校の割合については所有率と

データが重複するため本表では割愛した。 
 
成果２：インストラクターおよびスーパーバイザーの校長研修の実施能力が向上する 

インストラクターである校長研修ユニットメンバーについては各自十分な能力を習得したこ

と、スーパーバイザーは人材によって差はあるものの、モニタリングとフォローアップとを実施

するために必要な能力を習得したことが、聞き取り調査から確認できた。研修を受けた校長の満

足度は 95％以上、研修に 6 回以上（全 8 回）参加した学校は 99％であった。 
結果は以下のとおり。 

指標 結果 
2-1 養成されたインストラクター数（5 人以上） 8 人 
2-2 養成されたスーパーバイザー数（40 人以上） 45 人 
2-3 研修に 6 回以上参加した学校数（80％以上） 99％ 
2-4 研修への参加者の満足度 95％の校長・副校長が満足した 
 

成果３：学校運営管理活動のモニタリング・評価方法が開発される 

開発されたモニタリングシートについて、実際に活用するスーパーバイザーの満足度は 92％で

あった。 

 

（２）プロジェクト目標達成状況 

指標の達成状況は以下の通り。各関係者から完成したモデルは学校運営管理に大きく貢献でき

る内容であり、他地域でも応用が可能であると評判は高い。 
指標 結果 

1）校長研修の実施手法、内容が明確

に記載されていること 
十分な内容の記載が確認できた。 

2）研修後の学校運営管理の方法が記

載されていること 
十分な内容の記載が確認できた。 

3）校長研修を全国展開するための方

法が記載されていること 
現在までの教育文化省との合意事項のみ記載。

具体的な方法は記載されていない。 
4）研修参加者及び研修実施者用の教

材が含まれていること 
ガイドラインの付属資料となることが確認で

きた。 
5）作成されたガイドラインが教育文

化省の合意を得られていること 
教育文化省の担当者の確認作業が終了してお

り参考資料として承認されることはほぼ確定

しており、11 月には副大臣の承認を得る予定。 
 

                                                 
1 インパクト調査：プロジェクトの実績、外部への影響等を調査（2008 年 8 月）。 



（３）上位目標達成状況 

サンプル調査では 65％程度の対象地域中央校が周辺校への指導を開始している。またスーパー

バイザーからは、中央校の活動の進展状況や校長の意欲によって異なるものの、多くの中央校で

周辺校への指導を始めていることが確認できた。しかし、指導を開始したばかりであることもあ

り、周辺校における学校教育計画/年間活動計画の所有率は 20-25％程度である。 
３-２ 評価結果の要約 

（１）妥当性 

本プロジェクトは、パラグアイの教育分野におけるニーズや日本の ODA 政策との整合性、手

段としての適切性の面で妥当性が高い。パラグアイの新政権の教育政策との整合性については、

正式文書はまだ発表されていないものの、聞き取り調査からは高い整合性が確認できた。一方、

他ドナーとの連携・デマケに関しては、学校教育計画作成指導において IDB の借款で実施されて

いる教育プログラム「エスクエラビバ」との重複が見られた。プロジェクトの形成時には重複に

ついて十分な検討が行われずにプロジェクトの開始に至ったが、現時点ではエスクエラビバの第

2 フェーズで本プロジェクトの研修内容や教材を活用していくことが検討されている。 
 

（２）有効性 

本プロジェクトは 1）学校教育計画/年間活動計画の作成を通して学校運営管理の改善に十分資

することができる研修内容と、2）研修とモニタリング及びフォローアップの組み合わせによって

研修で指導を受けた内容を各学校で実行することを高い確率で保証できる指導体制、という点に

おいて、対象県では有効性の高いモデルが確立できたと言える。今まで 1）があっても 2）に欠け

るため定着しなかったことを考慮すると、本プロジェクトは対象県で 2）の指導体制を確立でき

たという点では特に有意義であった。 
一方、本プロジェクトの PDM には全国展開のための方法をモデルに盛り込むことがプロジェク

ト目標の指標によって明示されているが、全国展開に向けた教育文化省の普及のメカニズムは未

確定であり、全国展開の方法は十分な形でモデルに含まれていない。そのような現状では、上記

2）の指導体制を対象地域外で実施することが今後の教育省のメカニズムの下に可能であるかどう

かは確認できていない。 
 
（３）効率性 

本プロジェクトでは投入が十分に活用され、各成果はプロジェクト活動の結果として十分に達

成されている。教育文化省側からは質・量ともに満足なカウンターパート（校長研修ユニットメ

ンバー）が配置された一方、プロジェクト経費の執行の遅れが続き、タイミングの良い投入が行

われなかった。このため、政権交代でいよいよ予算執行が滞ることが予測された際に、柔軟に日

本側がプロジェクト経費を負担したことは、プロジェクトの期間内の成果の達成に貢献した。 
 

（４）インパクト 

上位目標の達成については、既に対象両県で周辺校への普及活動が開始されている上、両県と

も県教育監督調整事務所が中心となり 2009 年からの周辺校への普及計画を作成中であり、実現可

能性も十分にあることから、上位目標達成の可能性は高いと言える。また対象校で保護者会の支

援が活発になった、計画策定をする習慣が身についた等、様々な正のインパクトが確認された。

加えて、対象校以外の関係者の間でも好ましいインパクトが複数確認されていることから、本プ

ロジェクトのインパクトは高いと言える。 
 

（５）自立発展性 

対象県レベルでは、組織面・人材面・技術面で十分な自立発展性が見込める。資金面について

県政府の資金を活用できれば、自立発展性はさらに高いと言える。しかし、現在は中央政府の政

権交代後間もないため、大きな教育制度の改革があれは影響を受ける可能性があり、制度面では

不確定要素がある。 
中央レベルでは、学校運営の改善は新政権における教育政策の重要課題の一つであることから、



政策面からは今後も何らかの取り組みがなされることが期待できるものの、現時点では具体的な

実施メカニズムは未定であるため、全国展開に向けた自立発展性について分析することは不可能

であった。 
 

 

３-３ 効果発現に貢献した要因 

• 校長研修のユニットメンバーが有能であり、プロジェクト活動にも積極的に取り組んだこと

がモデルの開発に大きく貢献した。 
• スーパーバイザーから概ね積極的な参加が得られたことにより、対象地域では十分な成果を

達成することができた。 
 

３-４ 問題点及び問題を惹起した要因 

• 教育文化省からの活動予算の執行が遅れたため、活動に遅れが生じるといった不都合が起こ

った。 
• 校長や副校長の異動や退職が多く発生するため、一度研修で能力をつけた人材が学校から離

れ、指導しなおす必要が生じ、学校教育計画/年間活動計画作成にかかる課題達成に遅れが生

じるケースがあった。 
• スーパーバイザーからは、保護者会の役員が短期間で交代になった場合、学校は新たな関係

作りが必要であったため学校活動の進捗に遅れが生じたとの意見があった。 
• 保護者の学校運営改善に対する理解度によっては、保護者の学校活動への参加が強制である

として受け止められたケースがあり、年間活動計画の予算が認められなかったり、教育活動

の予算を工面しなかったりとネガティブな反応が見られた。 
 

３-５ 結論 

本プロジェクトの対象地域では、各アクターの尽力により期待されるアウトプットを産出でき

ており、学校運営管理改善に資するモデルが確立されたと言える。確立されたモデルの有効性や

他地域への適用可能性については高いことが確認できた。また、対象校では様々な良いインパク

トが発生している。学校教育計画/年間活動計画の作成プロセスにおける様々なツールの活用方法

を十分習得した校長は、教員・生徒・保護者などの関係者で共有しながら、独自に様々な角度か

ら学校改善・授業改善の活動を実施できるようになっている。また、本プロジェクトを通じて、

以前はばらばらに取り組まれていた研修とモニタリング・フォローアップの組み合わせによる指

導の有効性が実証されたことは、他のテーマの研修でも活用できる特筆すべきインパクトである。
 
対象地域で上記のような効果を発現しており、今後の周辺校への普及に向けた取り組みが始ま

っていることから自立発展性が伺える一方で、上述の研修とモニタリング・フォローアップの組

み合わせによる指導を実現するためには教育文化省の異なる局間のコーディネーションが不可欠

である。本評価調査の関連 3 局との聞き取り調査では、新政権の教育文化省では各局の局長が週

に一度の会合を持ち局間の調整を深めていくことや、プロジェクトの成果の活用についても積極

的に行っていくとの意向が確認できた。しかし、教育文化省の今後の普及のためのメカニズムは

現時点では未確定である。教育文化省においては対象地域が不都合なく普及活動に取り組めるた

めの政策・制度面での支援を行っていくこと、全国展開に向けた具体策を検討していくことが望

まれる。 
 
３-６ 提言（当該プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言） 

（１）プロジェクト残り期間で取り組むべき活動 

• プロジェクト終了前のモニタリングの実施 

プロジェクト活動の最後の取りまとめとして、学校教育計画内容の質的基準を満たしていない

学校については、県レベル調整会合を通じて、校長研修ユニットが責任を持って必要に応じた技

術支援を行うことが望ましい。 
 



• 教育省に対するインパクト調査結果の共有 
なるべく早い時期に中央レベル政策決定者に対して調査結果の概要に関するプレゼンテーショ

ンを行い、定量・定性的データ分析に基づいたモデルの有効性を広くアピールすることが極めて

重要である。 
 
• モデルの全国普及に向けた次官および関係局局長と専門家/校長研修ユニットの協議機会の

確保 
質の伴ったモデル普及に向けて、専門家チームと校長研修ユニットは、新政権による教育政策

の枠組みに基づいて、エスクエラビバや関係各局と調整しながら、モデルの全国普及のための戦

略計画（案）を策定することが肝要である。同案は、関係局長と協議、合意プロセスを経て、次

官、関係各局、専門家/校長研修ユニットによる合同協議を行ったうえで、プロジェクト合同調整

会議（JCC）にて全国普及計画として正式に合意することが望まれる。 
 

（２）対象県における校長研修モデルの自立発展性に向けて（上位目標達成のために） 

• 普及計画策定・実施のための支援 
教育省においては、上位目標が円滑に達成されるよう、プロジェクト対象地域の県教育監督調

整事務所が中心となって、策定した校長研修モデルの普及計画実施のための必要な支援をしてい

くことが望ましい。 
 
• 連携メカニズムがよく機能することを保障するために 
校長研修モデルの普及計画の実施においては、校長研修を実施する教員養成校等の関係機関の

支援を確保することが不可欠であり、組織的なコミットメントを取り付けるよう配慮することを

提言する。 
 
• 上位目標達成に向けてのモニタリング 
県教育監督調整事務所は、データ収集、分析を通じて、上位目標に向けてプロジェクトの進捗

を着実にモニターしていく必要がある。そのために求められる技術支援は各県に所属する校長研

修ユニットメンバーが行うこと。 
 
（３） 校長研修モデルの全国普及に向けて 

• 政策の明確化と関係局間の連携体制構築 
 “研修とモニタリング及びフォローアップの組み合わせによって研修で指導を受けた内容を各

学校で実行することを高い確率で保証できる指導体制”を確保していくためには、関係各局の密接

な連携による実施体制の構築が不可欠であることを十分に認識する必要がある。とりわけ対象地

域外への普及については、中央レベルから現場レベルへの政策的指導が不可欠となる。 
 
• 校長研修ユニットメンバーの効果的活用 
対象地域に対してモデルを導入していくためには、校長研修の講師（教員養成校教官）、スーパ

ーバイザーを育成・強化していかなければならない。そのためには、ガイドライン・マニュアル

開発から、研修実施、現場でのモニタリング・指導の一連のプロセスを進めてきた校長研修ユニ

ットメンバーの効果的活用を担保することが肝要である。 
 
• 県レベルでの関係機関の連携体制構築 
本モデルで高く評価されている“研修＋現場でのフォローアップ”の組み合わせを担保していく

ためには、教員養成校およびスーパーバイザー・県調整事務所の密接な連携体制の構築が不可欠

である。質の確保されたモデルの普及のために、県レベルの関係機関の体系的な連携が不可欠で

あることを県調整官事務所は十分に認識し、研修モデルを実施していくことが肝要である。 
 
 
 



（４）その他  

• フォローアップ事業の検討 
本案件は、上位目標の達成の見込みも高く、さらに、モデルの全国普及に向けての関係各局の

意気込みも強い。JICA としても全国展開を側面的に支援できるよう、なんらかのフォローアップ

協力を実施することを提言する。具体的には、普及計画に基づいた必要部数のガイドライン印刷

が考えられる。また、各県コーディネーター、教員養成校教官、スーパーバイザー、県政府教育

担当官を招集し、校長研修モデルのセミナーを中央関係局と共催で実施する等も、全国普及のた

めの各県の基盤形成に効果的と考える。 
• 中南米地域別研修派遣者の人選 
本プロジェクトは JICA が中南米地域の教育関係者を対象に 2007 年度から実施している中南米

地域別研修「学校運営改善」と連携して実施されている。2008 年度はセントラル県関係者を含め、

パラグアイからは計４名の参加枠が確保されており、校長研修モデルの自立発展性に貢献できる

適正な人材が派遣される必要がある。 
 
３-７ 教訓（当該プロジェクトから導き出された他の類似プロジェクトの発掘・形成、実施、運

営管理に参考となる事柄） 

• 資質の高い専任カウンターパートの配置による効果 
本プロジェクトで開発された校長研修モデルは校長、スーパーバイザーおよび教員養成校等、

現場関係者から高く評価され、地域・学校レベルにおいて様々な正のインパクトが確認された。

このような高い成果が発現した要因として、質・量ともに充実したプロジェクト専任のカウンタ

ーパートの確保が挙げられる。カウンターパートが中心となってプロジェクト活動が進められた

ことで、オーナシップが高まり、校長研修モデルの全国普及・定着を実現していくために必要と

なる人材が育成・強化された。 
 
• 複数部局から編成されたカウンターパートチームによる包括的な研修モデルの構築 
本案件では、校長研修及び現場指導に関わる複数の関係部局に所属するメンバーでカウンター

パートチームを編成し、研修及びモニタリングを組み合わせた包括的な校長研修モデルを構築し

た。プロジェクト実施に際しては、複数機関が関わることで、方針決定等の調整にかかる負担が

大きかったことは否めないものの、プロジェクト終了後、カウンターパートが関係部局に戻り、

モデル普及に求められるか各組織の能力開発に貢献するとともに、制度化に向けて関係部局との

円滑な連携を推進することが期待できる。 
 
• スケールアップおよび制度化への戦略 
包括的なモデルを現地化し、自立発展させていくためには、プロジェクト形成段階から、相手

国政策決定者と関連分野で協力する他ドナーとの調整・連携の方策も含めて、構築されたモデル

のスケールアップや制度化に向けての方向性や具体的な戦略を政策決定レベルと継続的に協議

し、ポストプロジェクト体制を常に念頭において中長期的なビジョンから適正なモデルを開発す

ることが不可欠となる。 
 

• 異なるスキームの有機的な連携のために（地域別研修との連携） 
地域別研修「学校運営改善」との連携は、学校運営にかかる中南米地域の教育関係者とのネッ

トワーク構築及び知見の共有に貢献し、プロジェクトの自立発展性に向けて多大なインパクトを

もたらした。また、同じ協力分野における異なるスキームの有機的な連携により、効率的に協力

効果を拡大、自立発展させるための好事例となった。 
 
• 資金提供を伴わない学校運営改善協力の有効性 
学校運営を通じた、授業・教師の質の改善、保護者の参加、子どもの意欲向上のためには、各

学校において持続性を持った取り組みが必要であり、それには校長の能力育成が鍵となること、

また、資金提供を行わなくとも効果を出すことが可能であることが本件実践を通じて示された。
 



• 予算執行の遅延による活動への影響 
 教育省による交通費等の研修経費の支出の遅延により、研修の延期等プロジェクト活動に支障

が生じた。円滑なプロジェクト実施のためには、予算計画を策定し、計画通りに執行することが

肝要である。 

 




