
評価調査結果要約表 
 

1. 案件の概要 
国名：ボリビア多民族国

(以下、ボリビア) 
案件名：学校教育の質向上プロジェクト(PROMECA) 

分野：基礎教育 援助形態：技術協力プロジェクト 
主管部署：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 
・2010 年 3 月時点の総予算額（見込み）：7.1 億円 
先方関係機関：教育省 
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： 
・2003 年 7 月～2005 年 7
月（試行期） 
・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 1994 年より相互文化主義を理念的な目標とする教育改革が推進されてき

た。以降 10 年間、政権交代が行われたものの、教育改革の政策的重要性は変わらず、貧

困削減戦略等において教育分野は重要な位置を占めてきた。教育改革 10 年の成果として、

初等教育における就学率の向上など、アクセスの改善が見られた一方で、理念である相互

文化主義を反映したカリキュラム作り、効率的な教育行政、人材育成など様々なテーマの

課題が山積していた。 
これを受けて教育省は新たに「教育戦略 2004-2008 年」及びこの戦略をより具体化した

「多年度活動計画」を策定し、新たな教育改革の方向性を打ち出した。「多年度活動計画」

においては、7つの成果目標が掲げられているが、普遍教育の達成という量的な拡大から、

社会経済のニーズにあった教育の提供や教育の質の向上という質的な面にも改革を押し

広げようとしている。これに対応して、オランダ・世界銀行等のドナーは、セクターワイ

ドアプローチを進めることで、ドナー間の協調を図り、効果・効率的な国際協力支援の実

現を目指している。 

我が国は、無償資金協力（小学校建設計画、1998‐2001 年）や長期専門家派遣（教育

改革推進支援）等を通じた支援を行ってきた。2002 年には 2 回にわたり教員養成・研修

分野でのプロジェクト形成調査を行い、同分野での協力実施(案)を策定した。2003 年 1

月にボリビア教育省から同協力実施(案)に対する支援が要請されたことを受け、同年 7月

から試行期 2年間、本格実施期 5年間とする計 7年間の技術協力プロジェクト「学校教育

改善プロジェクト」が開始された。試行期の 2年間は、ラパス県とコチャバンバ県のパイ

ロット校 8校を対象として、日本の教育経験に根ざした授業技術・学級経営・学校運営が

ボリビアの事情に応じた改善を経て定着するかどうかを確認するため、本邦研修「子ども

が主役の学習づくり」を中心的な活動として実施された。2004 年 10 月に行われた中間評

価（試行期）により、日本の教育経験がボリビアの教育の質向上に貢献しうる可能性が確

認されたため、2005 年 7 月から 5年間の本格実施期に移行し、対象地域・対象校を 6 県・

400 校に拡大した。同時にプロジェクト名称を「学校教育の質向上プロジェクト」に変更

した。その後、2007 年 10 月に実施された中間評価調査の結果を受け、プロジェクト合同

調整委員会においてプロジェクト対象地域・対象校をさらに拡大し、ボリビア全国 9 県・

500 校とすることが合意された。 



1-2. 協力内容 (以下、2007 年 10 月改訂の PDM5 による) 
(1) 上位目標：ボリビア国で「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研修教材が作成される。 
②プロジェクト実施に必要な人材が育成される。 
③プロジェクト対象校において、授業研究・校内研究が実施される。 
④教員相互の経験の共有が強化される。 
⑤プロジェクトが開発した研修教材が、プロジェクトが対象とする教員養成校（INS）で

使用される。 

(4) 投入（試行期を含む） 

＜日本側＞ 
長期専門家派遣        のべ４名（131 人/月） 
   教育技術指導      1 名（55 人/月） 
  コーディネーター  １名（29 人/月） 
  業務調整/研修計画 ２名（47 人/月） 

  
短期専門家派遣    のべ 20 名 （17.5 人/月、初等教育教授法、計画策定等） 
第三国専門家派遣 のべ 4 名 （2 人/月、算数教授法、理科教授法） 
  
国別研修 計 66 名 
   ボリビア「子どもが主役の学習づくり」 52 名 
   ペルー・ボリビア「教育行政」     14 名 
広域協力研修 計 34 名 
  「算数大好き！」広域プロジェクト在外研修（ホンジュラス） 34 名 
機材供与額   US$ 1,132,411  （コピー機、パソコン、ビデオカメラ等） 
在外事業強化費 US$ 2,551,915  （教材作成費、研修経費、ローカルコンサルタント

傭人費等） 
＜相手国側＞ 
人 員 配 置（中央）   ：3 名（合同調整委員会メンバー） 
人 員 配 置（地方レベル）：約 215 人/月 （非専従カウンターパートを配置） 
施設・設備： プロジェクト執務室、研修場所の提供 
活 動 経 費： 県レベルでの活動に要する経費（出張経費等） 

2. 評価調査団員の概要 
調査期間 2010年2月16日～2010年3月22日 評価の種類：終了時評価 
調 査 者 団  長      村田 敏雄   JICA 人間開発部課題アドバイザー 

（ホンジュラス算数指導力向上プロジェクト 
               フェーズⅡ チーフアドバイザー） 
評価分析     石坂 広樹   広島国際学院大学 准教授 
調査企画   佐々木 健太 JICA ボリビア事務所 所員 
教育評価     古川   顕   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 



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：「研修教材が作成される」 
研修モジュール（研修ガイドブック）は、予定よりは遅れたものの完成し、2009 年 2

月の教育省による承認を経て、印刷・配布された。また、研修モジュールの他にも、校内

研究の手引き、板書構造法など様々な教材が作成され、研修や学校現場での実践に活用さ

れていることから、成果①は達成していると言える。 
 
成果②：「プロジェクト実施に必要な人材が育成される」 
 本邦研修参加者 66 名のうち 33 名は、現在もプロジェクトに関係する教育行政機関や学

校に勤め、プロジェクト活動の中心的な存在として活躍している。残りの 33 名は、主に

政治的理由によりプロジェクトと直接的には関係ない機関へ異動となったものの、約 80%
の者は教育関係機関に勤め、継続的にプロジェクトの教えを実践し、「子どもが主役の学

習」の考えを広めるのに貢献していることが確認された。 
本邦研修やプロジェクト専門家による研修などを通じ、各県平均８名程度の県教育事務

所(SEDUCA)及び継続教育専門ユニット(UNEFCO,旧 INFOPER)の技官が県レベル実施チ

ーム(EDI)として育成され、各県において研修を実施している。調査時点では、EDI 技官

の 74.1%が年間２回以上の研修を実施している。指標に定めた 80%には届かないが、これ

は主としてパンド県などプロジェクト経験の浅い県の研修実施率が相対的に低いことに

よるものである。また、パンド県を除く８県において、市教育事務所の技官やプロジェク

ト参加校の校長・教員が市レベル技術支援チーム(ETAD)を形成し、参加校に対する技術

支援やモニタリングを EDI とともに実施している。 
 以上のことから、プロジェクト経験の浅い一部の県を除いてはプロジェクトの活動を継

続するために必要な研修及び学校現場での技術支援を行う人材は育成されており、成果②

を達成している。しかしながら、彼らの活動を計画・調整するための人材の育成・確保が

十分でないことが懸念される。 
 
成果③：「プロジェクト対象校において、授業研究・校内研究が実施される」 
公開授業(clase abierta)と研究発表会(clase pública)の県別実施率の平均はそれぞれ 89%と

86%であり、指標に掲げた実施率 80%を超えている。校内研究(EPI)の県別実施率の平均は

79%、その成果をまとめた校内研究報告書または校内研究のまとめの作成率はプロジェク

トの参加実績１年以上の学校全体の 53%であり、指標に定めた目標値 80%とは開きがあ

る。これは報告書作成への指導までは十分に手が回らなかったことが主な原因であり、今

後は授業案に加え、報告書の作成に関する技術支援の充実が望まれる。 
教員有志により構成されるテーマ別授業研究会は、国語、社会、算数の３種類が現在活

動しており、なかでも全県で組織されている国語科研究会の活動が活発である。このよう

に、授業研究を含む EPI や各種研究会活動など、教員が互いに切磋琢磨することで技能を

向上させる活動が、ほとんどのプロジェクト対象校で取り入れられており、また、校内研

究のまとめは 2010 年 6 月までに全県で出版される予定であることから、成果③がプロジ

ェクト終了までに達成される見込みは高い。 
 
成果④：「教員相互の経験の共有が強化される」 
 日頃の EPI などの成果を共有する機会として、2006 年より毎年、県および全国レベル

の教員研究大会が実施された。2009 年には全県で県大会が実施され、各校の代表を中心

に計 969 名が参加した。また、全国レベルの大会は国際教員研究大会として 2006 年から



2009 年まで過去４回実施されており、2009 年の大会にはボリビアから計 747 名、中南米

６か国から計 48 名の教育関係者が出席した。本大会は、ボリビア各県および各国の代表

者による研究発表や公開授業などにより構成されており、教育現場で活用できる情報に富

んだ刺激的な経験交流の場として認識されている。他の中南米諸国の JICA プロジェクト

との技術交換事業としては、ペルー「地方教育ネットワーク教育運営強化プロジェクト」

及びホンジュラス「「算数大好き！」広域プロジェクト」との技術交換がそれぞれ９回と

８回行われた。 
 また、希望者全てが参加できる経験共有の機会として、「学習指導案」・「校内研究のま

とめ」・「児童創造性」の３種類のコンクールが実施された。 
 上記事項は、いずれも指標として設定した目標を達成しており、これらの活動が、各校

の EPI や個々の教育実践に、より意欲的に取り組むための良い刺激となっていることが確

認された。 
 
成果⑤：「プロジェクトが開発した研修教材が、プロジェクトが対象とする教員養成校

（INS）で使用される」 
 高等師範学校(ESFM、旧 INS）へのプロジェクト紹介セミナーは、2008 年までに７県

11 校、ESFM 全体の 44%で実施されており、指標で定めた 25%を大きく超えている。ま

た、プロジェクト紹介セミナーを実施した ESFM の中から教育省の合意のもとに選出した

８校に対し、研修モジュールの内容に関する研修を 2009 年に実施したところ、教官 280
名と学生 642 名の参加があった。この参加者数は、指標に定めた対象者である教官及び最

終セメスターの学生全体の、それぞれ 97%と 83%に相当し、指標で定めた 80%を超えて

いる。この研修の中では、同モジュールの 66%の内容を扱った。 
 なお、教員養成課程の改革に取り組んでいる教育省は、プロジェクトの成果を認め、新

規教員養成課程のカリキュラム作成への支援をプロジェクトに対して依頼した。プロジェ

クト専門家は、教育省のカリキュラム開発チームを対象に講義を実施した他、新規教員養

成カリキュラムのうち４講座分のシラバス案を作成し、教育省に提案した。新規教員養成

カリキュラムにはプロジェクトの内容が多数取り込まれる見込みであることから、今後全

国の ESFM において継続的にプロジェクトの成果が活かされることが期待される。 
 
（２）プロジェクト目標の達成状況 
目標：「プロジェクト対象校において、「子どもが主役の学習」を実施促進するための教員

の教授能力が向上する」 
 
指標：「2010 年６月までに、４年以上の参加実績を有するプロジェクト対象校の授業で、

学習指導案の作成、学習指導案の実施、児童の意欲、「子どもが主役の学習」の実践の４

項目が、教育文化省と JICA プロジェクトチームが定める水準まで向上する」 
 
 指標に定めた４項目の達成状況を確認するため、プロジェクトへの参加経験４年以上の

学校 15 校、参加経験約２年の学校 5 校の計 20 校に対して、プロジェクトは授業案の確認

及び授業観察に基づく詳細な自己評価を行った。評価得点の設定は、1 点未満：不十分、

1.0 以上 2.0 点未満：改善が見られた、2.0 以上 3.0 点未満：期待した水準、3.0 点以上：期

待以上の水準、となっている。参加経験４年以上の学校の４項目の評価結果は、総合平均

が 2.13 点（学習指導案の作成 2.14, 学習指導案の実施 2.11, 児童の意欲 2.23, 子どもが主

役の学習 2.04）であった。４項目の評価平均点は、いずれもプロジェクトの期待した水準

に達しており、また、参加経験約２年の学校の評価平均点を全ての項目で上回った。 
 終了時評価調査団は、独自にプロジェクト参加校 8 校と非参加校 6 校を訪問し、４項目



の達成状況を確認した。その結果、プロジェクト参加校の評価平均点は、４項目全てにお

いて非参加校の平均点を大幅に上回った。また、事前に知らせることなく訪問したプロジ

ェクト参加校においても、非常に高いレベルで指導案が作成され、この指導案に基づき、

子どもが学習の主役となった質の高い授業が実践されていることが確認された。 
以上を総合的に判断し、プロジェクト目標は達成されていると言える。 

 
（３）上位目標の達成状況 
目標：「ボリビア国で「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向上が

教室レベルで促進される」 
 
指標：①「2015 年時点でプロジェクト対象校の 70%が、プロジェクトが導入した活動を

実践している」、②「2015 年までに「子どもが主役の学習」というコンセプトに基づく現

職教員研修システムが実施される」、③「2015 年まで全国教員大会が実施される」 
 
指標①は現場レベルでの活動継続を目指すものである。プロジェクトへの参加年数が４

年間に満たない学校に対しては、プロジェクト終了後も EDI が中心となって研修を実施

することが 2010 年 1 月の合同調整委員会で決定している。また、EDI と協力し各市のプ

ロジェクト対象校に対する技術支援を行っている ETAD は、プロジェクト対象校のある全

ての市において組織されている（パンド県を除く）。プロジェクト終了後も EDI や ETAD
からの支援が継続される見込みであり、また、多くの教員達は校内研究活動を自分たちで

継続して実施していく意欲を持っていること、金銭的な見返りや資金的な援助を受けずに

今まで活動してきたことなどから、指標①を実現する可能性は高いと考えられる。 
指標②は現職教員研修の制度化を目指すものであり、プロジェクトの成果を全国に広め

るためには不可欠である。新憲法（2009 年 2 月施行）には現職教員研修の整備は国の義

務だと示されているものの、調査時点においては新教育法案が可決されておらず、現職教

員研修および新規教員養成の制度改革の途中であるため、その達成度を判断することは難

しい。 
 指標③に関しては、過去４回の全国教員研究大会はプロジェクトの経費負担で実施した

ことから、今後、同様の形で教育省が大会を実施するのは難しい。しかしながら、教育省

は規模を縮小した全国教員大会を自分たちで継続実施したいと考えている。また、県レベ

ルの教員大会については、SEDUCA や EDI の主導で実施されてきたことから、財源が確

保されれば継続実施される可能性は比較的高い。 
 以上のことから、早期に新教育法が国会で承認され、現職教員研修制度が整備されれば、

上位目標を達成する可能性はあると言えよう。 
 
3-2. 評価結果の要約 
（１）妥当性： 高い 
ボリビアにおいては、国家開発計画（2006－2011 年）で教育の質の向上が打ち出され

た他、2008 年に改正された新憲法では、第 96 条に現職教員研修の必要性が謳われ、現在

国会において審議中である新教育法案（第 4 条）においても、現職教員研修政策推進が教

育政策の中心的課題の一つであることが明記されている。また、学校現場でも、教師の技

能向上の必要性は強く認識されている。しかし、教員の指導技能向上を目指した本格的技

術支援はこれまでのところ PROMECA のみであり、本プロジェクトは、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技術協力を実施し、また、校内研究等を通した教員研

修に係る知見は日本国内に十分に蓄積されおり、本プロジェクトの実施にあたっては、こ



の日本の教育経験が有効に活用されている。 
 
（２）有効性： 高い 

プロジェクトの活動はおおむね予定通り実施され、2010 年 6 月のプロジェクト終了時

までに設定された成果目標をほぼすべて達成する見込みである。プロジェクト目標につい

ても、授業観察結果（プロジェクト及び評価調査団双方により実施）及びインタビュー結

果から同目標が達成されたことが確認された。プロジェクト目標の指標に掲げられた、学

習指導案の作成、学習指導案の実施、児童の意欲、「子どもが主役の学習」の実践の 4 項

目は、ボリビアにおいて PROMECA が授業改善の視点・技術として新たに導入したもの

であり、プロジェクト活動の成果とプロジェクト目標との間の因果関係も強いものと判断

された。 
 

（３） 効率性： 中程度 
わずかな日本人専門家投入にもかかわらず、教育省・学校等の要請に応えるかたちで適

宜必要な研修・活動をタイムリーに手当てする努力が図られてきている。実施した研修・

活動が内外において高い評価を得たこともあり、プロジェクトの裨益者数（教員数）は拡

大の一途を辿り、11,768 名まで増加した。ゆえに研修経費を含む現地業務費の総額は大き

いとは言え一人当たり経費は低く抑えられており、効率が悪いとはいえない。 
県教育事務所や学校等に供与されたパソコン・ビデオカメラ等の機材は、有効に活用さ

れていることがインタビュー・実地調査等により確認された。しかし、その供与機材の総

額は教育ソフト案件にしては大きな支出となっている。また、本邦研修後の研修員の教育

セクター外の職への異動・離職の割合は約 13.7％となっており、政権・大臣交代の影響に

より、特に行政・管理者向け研修における効率がやや低くなっている。 
 

（４）インパクト： 高い 
公開授業等を通じて、非対象校の校長・教員・地域社会代表・父母を招待する他、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・地域社会へ紹介するセミ

ナーを開催するなど数多くの自主的活動が確認された。これにより、非対象校や NGO の

プロジェクトへの参加の希望が寄せられ、83 校が準加盟校としてプロジェクトの活動を

実施するまでに至っており、今後もその拡大が見込まれている。 
さらに、PROMECA の研修内容が UNEFCO の実施する現職教員研修コースとして 2009

年より正式に採用された他、現職教員免許取得プログラム（PPMI）の教材として約 12,000
人の教員が活用している。また、現在作成が進められている ESFM のカリキュラムに関し、

教育省側の要請を受けて、プロジェクト専門家が 3 回にわたりカリキュラム作成チームに

対し技術指導・講義を行っている。 
 

（５）自立発展性： 中程度 
ボリビアでは新教育法案が長期間にわたり国会で審議中であることから、2009 年 6 月

に大統領令 156 号が発布され、教員養成・現職教員研修制度に関する政策の骨格が発表さ

れた。同大統領令では、主に ESFM が教員養成を、教育大学と UNEFCO が現職教員研修

を担当することが明記されたが、具体的な制度の中身については今後の立法化・省令化を

またなければならない。今後、中央政府レベルにおいてプロジェクトの活動がどのように

組み込まれるかを注視していく必要がある。また、今後も政権・大臣交代などによりプロ

ジェクトの活動によって育成された中核人材・キーパーソンが異動・離職する可能性も否

定できない。 
他方、前述の通り、UNFCO、PPMI、ESFM の活動にはすでにプロジェクトの知見・研



修内容などが導入されつつあり、教員養成・現職教員研修の実務面での実質的な制度化が

進んでいることが確認できた。また、県教育事務所・市教育事務所・学校においては、予

算的制約はあるものの、プロジェクトの活動を自機関・組織活動へ内在化させる取り組み

がインタビューを通じて数多く確認された。よって、実務レベルでの自立発展性は確保さ

れうるものと考えられる。 
 

3-3. 効果発現に貢献した事柄 
① プロジェクト・チームによる地道な研修・啓発活動 
 プロジェクトで導入した校内研究や公開授業といった活動は、ボリビアではほとんど実

施されてこなかった活動であり、試行期も含め新しくプロジェクトの活動を実施する県・

地域の教員から反発を受けることがあった。また、保護者側からも、教員がプロジェクト

の研修に参加することで授業が休講になったとして、批判の声が上がることがあった。こ

れに対し、プロジェクト・チームは、粘り強く活動の有効性を教員に訴えるとともに、保

護者に対しても理解促進セミナーを開催したり、公開授業への参加を促すなどし、理解の

向上に努めた。その結果、一定期間の理解促進を図った後は多くの教員・保護者が活動の

有効性を十分に理解し、自ら積極的に活動に参加するようになっている。 
 
② 実施チームと学校の柔軟な連携 

本件プロジェクトは、県レベル・市レベルの実施チームと対象校が連携して活動を実施

しているところに特徴がある。インタビュー調査の結果、その連携の在り方が県・市ごと

の実情により、トップ・ダウン、ボトム・アップ、あるいは同位であるなど、多種多様で

あることが確認された。いずれのケースも、活動を有効に実施するために柔軟に対応した

結果であると考えられる。このことは、プロジェクト実施にあたっては当初設定したカウ

ンターパートに固執することなく、時には柔軟に対応することで活動の効果を引き出すこ

とができた証左であると言えよう。 
 
③ 学校・教員重視型の技術支援 
プロジェクト・チームは当初より、学校内での研修活動、つまり EPI が対象校に根付く

ことに焦点を当てた活動を行ってきた。各学校から教員を集めた大型研修はあくまでも教

育技法を伝える手段であるととらえ、研修を受けた教員が具体的に学校内において学んだ

技法を活用できるまで、粘り強く対象校を訪問し技術支援を実施してきた。このことが間

接的であれ、プロジェクト目標達成に結びついている。 
また、教員が幅広い知見・経験に触れる機会を確保するために、各種教員研究大会、コ

ンクール、本邦・第三国研修などを実施したことも、教員自身の意欲と創造性を大いに高

めた。 
 
3-4. プロジェクトの阻害要因 

 
① 中核人材の異動・離職 
本邦研修参加者等の中核人材や、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極めて大きな影響を及ぼしている。 
 

② 教員組合との関係 
プロジェクト実施に当たっては、試行期に教員組合側からの批判があり、研修を実施す

ることが一時困難になった県（コチャバンバ、ラパス）もあるが、いずれのケースもプロ

ジェクト・チームによる粘り強い理解促進活動により問題を解決した。特に、ラパス県の



農村部教職員組合は、プロジェクトを積極的に支援するようになっている。 
③ 教育制度改革の遅滞 
中央政府レベルにおいて、新教育法案、学校カリキュラム、教員養成・現職教員研修制

度などの具体化が遅滞していることが、同レベルでのプロジェクト活動の浸透に大きな影

響を及ぼしている。 
 

3-5. 結論 
本プロジェクトは、政治的・社会的情勢の大きな変化が一部の地域であったにも拘わら

ず、地域の諸事情を考慮しつつ必要な活動を柔軟かつ精力的に行ってきた。前述の通り、

プロジェクト対象校では、教員達が授業計画、教材作成・活用、「子どもが主役の学習」

をもたらす教授法などを取り入れ、自らの教育技術を徐々に向上させている。その成果は、

学級の様子や子どもたちの授業での意欲・態度などに顕著に表れている。 
また、プロジェクトのインパクトとして、対象校で培われた経験は、自主的な活動を通

じて、多くの県においてプロジェクト対象校の教員から他校の教員へと伝播していること

が確認された。さらに、UNEFO や PPMI ではプロジェクトのモジュール（教材）の内容

を導入した研修が実施されるに至っている。これは、プロジェクトがボリビアの現職教員

研修に大きな影響を与えた証左と言えよう。 
このような成果・インパクトが全国のより多くの学校へ普及し、プロジェクトの活動の

自立発展性が確保されるように、教育省関連機関（SEDUCA、教育大学、UNEFCO 等）

と学校が協働し、今後のボリビアの多民族教育システムに沿った活動を推進することを願

うものである。 
 
3-6. 提言  

① 県教育事務所の実施チーム技官に対する研修の強化 
プロジェクト終了を迎え、県レベル実施チーム（EDI）、市レベル技術支援チーム（ETAD、

継続教育専門ユニット（UNEFCO）、各学校ではプロジェクトの活動を継続するために独

自の計画を立案し実施に向けて動き出している。よって、今後は、さらに彼らのニーズに

沿った支援を、残りのプロジェクト実施期間内で確実に実施することが求められる。 
 

② 教員研修関係機関の役割分担の明確化 
県レベルでの教員研修実施では、これまで県実施ユニットに様々な関係機関が加わり協

力することで、大きな成果が生まれたが、関係機関の役割分担を明確にしてこなかったた

めに、研修計画にむらが発生し、研修を受ける教員の側にとって一貫性のある研修となら

なかった可能性がある。特に県教育事務所（SEDUCA）と UNEFCO については、今後教

員研修の中心的役割を担うことが期待されるところ、その役割分担・責任の所在について

明確にし、双方が同一の計画に則った研修・技術支援が実施できるようにすることが重要

である。 
 
③ カリキュラムと教科書の早期開発 

PROMECA の基本コンポーネントは授業技術、学級経営、学校運営の３つである。教室

で教師がこれらを効果的に組合せて授業を実施することにより、授業スタイルは大幅に改

善された。さらに、国語、算数、理科、社会などの主要科目の教科指導に関する研修にも

取り組んでいる。しかし、教科指導の指針となるカリキュラムと教科書が未整備のため、

その効果には限界が見られる。 
 

④ 各県独自のプロジェクト形成とそれを統括する中央委員会の整備 



今回の調査を通じて、各県がそれぞれの事情に応じ、また、地域の特性を生かして、柔

軟に PROMECA の活動を実践しており、今後も独自の計画に則った活動を継続すること

が確認された。よって、教育省本省関係者と各県教育事務所所長からなる中央委員会のよ

うな統括組織を形成し、その進捗管理と経験共有を推進していくことが期待される。 
 

⑤ フォローアップの必要性 
終了時評価調査の結果から、プロジェクトへの参加経験が少ない技官や教員に関して、

意欲はあるものの PROMECA が導入した技術の定着度が必ずしも十分ではないことが明

らかになった。よって、協力終了後も一定期間、短期専門家派遣などにより経験の少ない

技官グループを対象とした特定テーマに関する補完的・集中的な技術指導を行う必要があ

るものと考える。なお、どの技官グループを対象に、どんな補完研修を、どの程度行う必

要があるのかについては、プロジェクト終了までに関係者で協議して補完研修計画を立案

し、正式に協力要請を行うことが求められる。 
 
3-7. 教訓 

① プロジェクトにおける試行の重要性 
PROMECA が導入した授業技術、学級経営、学校運営は短期間の研修のみでは定着せず、

自主性に基づく継続的な取組みを必要とする。このように教員の負荷を前提とする協力が

広く受け入れられるようになった要因としては、プロジェクト試行期における日本の技術

の現地化と導入戦略の適正化が挙げられよう。対象校を 2 県 8 校に絞り、技官や教員と協

働して試行錯誤に取組んだ結果、日本の技術をボリビアの学校や教員の現状に合うように

修正し、現地で普及可能な形とすることができた。加えて、パイロット校で成果が出始め

ると、当初反対していた保護者も積極的に協力するようになり、公開授業などを通じて他

校の参加意欲を高めることにも貢献した。このような試行期における地道な活動をベース

に今日の PROMECA が作られたといえよう。 
近年、プロジェクトの効率化を念頭に、このような試行錯誤がなかなか受け入れられ難

い状況が存在するが、自国の技術や経験をベースに他国に協力を行う際には、やはり一定

期間の試行が重要であり、最終的にはより大きなインパクトを生むものと思われる。 
 

② 普及戦略の事前検討 
PROMECA 拡大の経緯を振り返ると、県単位かつ数十校を対象とした普及戦略は十分に

練られていたものの、それが全 9 県にまたがるようになると様々な形でプロジェクトの負

担が大きくなった。教育省からの拡大要請があった時点で現状分析を行い、実現可能性を

検討した上での対象校拡大の決定であったが、やはり本格実施期開始時により精緻な普及

戦略を策定し、教育省の負担事項を規定した上で対象県と対象校を拡大すべきであったよ

うに思われる。 
協力開始に際して、長期的な視点に立ち、被援助国の現状や能力も勘案した上で、あら

かじめ段階的な普及戦略を協力計画の一部として立案することが求められよう。 
 

③ 教育省本省の巻き込みの重要性 
PROMECA は、国際教員研究大会の実施など、教育省本省関連部局を積極的に巻き込む

ために様々な工夫を行ってきたが、計画策定を除いて主体的・積極的な関与は得られず、

結果として事業実施機能を持つSEDUCAやUNEFCOを実質的なカウンターパートとして

協力活動を展開してきた。そのため、プロジェクトの成果を教育制度に組み込むためには、

新たな調整とプラスアルファの活動が必要となった。 
この背景には、1995 年に始まる教育改革により地方分権化と教育省本省のスリム化が



行われ、本省機能が縮小されたこと、2006 年の政権交代により行政経験が豊富な非先住

民公務員が大量解雇されたことなどの特殊事情が存在する。 
しかし、プロジェクトの効率性・自立発展性を高める上で、本省関連部局をより積極的

に巻き込むことは不可欠であり、今後、このような事態に対して、どのような戦略で対応

すべきかについて、他の協力事例の分析などを通じ、JICA として広く議論する必要があ

ろう。 
 

④ 教育現場重視の協力戦略の有効性 
先述の通り、プロジェクト形成時には教育省本省で人員削減に伴うスリム化が進行して

いたため、プロジェクトの計画・実施管理・評価を行う職員は存在したものの、共に教育

技術・方法の開発・普及にあたる技官は存在しなかった。そこで、プロジェクトは実際に

学校を監督・指導する県教育事務所の技官を直接のカウンターパートとし、ターゲットを

教員に絞り込み、彼らの現状やニーズに即した教育技術・方法を開発・導入することにな

った。また、そのための仕組みとして県レベルの EDI、市レベルの ETAD、学校レベルの

EPI といった重層的な構造を構築し、普及させた。これらの試みは、個々の教員の能力を

高めただけでなく、各学校・地域で「協働」を基本概念とする新たな学校文化や教師文化

を生み出すことに成功したといえる。 
このように、本省機能が限定された国、行政の脆弱性が認められる国においては、教育

現場重視の戦略が有効であり、これに沿った協力を行うことで、学校レベルで大きなイン

パクトを発現させることができるようになるものと思われる。 
 

⑤ プロジェクト評価における自己評価の有用性 
終了時評価実施にあたり、2009 年 6 月に実施した運営指導調査の際、プロジェクトに

対してモニタリング結果やアンケート調査結果の分析を含む自己評価を実施するよう依

頼した。これを受けて現地コンサルタントを中心に各種調査が実施され、調査団到着まで

に自己評価報告書が提出された。終了時評価調査団は評価グリッドに自己評価結果を反映

させた上で現地踏査を行うことにより、非常に効率的に評価活動を進めることができたよ

うに思われる。 
比較的短期間で総合的な評価を行わなければならない評価調査では、特にインパクトや

自立発展性の評価に必要な情報収集に困難を伴うが、プロジェクトの自己評価結果を活用

することで、より広範かつ深い評価調査が可能になった。このようなプロジェクトの自己

評価を活用した評価調査は、プロジェクトに一定の負担を与えるとともに、客観性をより

慎重に確保する必要があるものの、評価の効率化には有用な方法であると考える。 
 

以上

 


