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事業事前評価表（技術協力プロジェクト） 

作成日：平成 21 年 10 月 14 日 

担当部・課：人間開発部基礎教育 G 

基礎教育第二課 

１．案件名 

（和文）ニジェール国中等理数科教育強化計画プロジェクト フェーズ 2 

（英文）Project on Strengthening Mathematics and Science in Secondary Education in Niger

（SMASSE-Niger）Phase 2 

（仏文）Amelioration de l’Enseignement des Mathematiques et des Sciences au Secondaire

 au Niger（SMASSE-Niger）Phase 2 

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 

本案件は、フェーズ１での成果を踏まえ、全国の中等教育レベルの理数科教員の教授能力

強化を目標とし、①中核人材のさらなる能力強化、及び、②現職教員研修（INSET）の全国展

開の 2点を柱とした協力を行う。①②と並行して③INSET の支援体制強化を行うが、その中に

は、INSET 制度化への支援も含まれる。 

（２） 協力期間 

2010 年 1 月から 2013 年 6 月まで（3年 6ヶ月） 

（３） 協力総額（日本側） 

 約 2.5 億円 

（４） 協力相手先機関 

 ニジェール中等高等教育・研究・科学技術省（MESS/R/T） 

（５） 国内協力機関 

 特になし 

（６） 裨益対象者及び規模、等 

 裨益者： 

 中央研修講師：約 20 名 

（MESS/R/T 中等教育局視学官、指導主事、現職理数科教員のうち中核教員、実験助手、等）

 地方研修講師：約 180 名（指導主事、現職理数科教員のうち中核教員、等） 

 前・後期中等理数科教員：約 2700 名1、実験技師：約 70 名 

対象地域： 全国 8 州（ニアメ、ティラベリ、ドッソ、マラディ、タウア、ザンデール、ア

ガデス、ディファ2） 

 

                                                  
1 2008‐2009 年の中等理数科教員数は 2262 名だが、増加率を考慮した 2012‐2013 年の人数は 2700 名程度となる

見込み。 
2 アガデスとディファについては、州都であるアガデス市・ディファ市が JICA 安全基準で日本人専門家の立ち入

りに際し事務所長承認が必要なエリアであり、センター整備や機材供与は、日本人専門家による遠隔作業が困難

なため、プロジェクトでは実施しない。研修については公平性の観点から近隣州での実施とし、モニタリングは

二国側行政官により実施する。 
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３．協力の必要性・位置付け 

（１） 現状及び問題点 

ニジェール国（以下「ニ国」）政府は 2003 年 10 月、基礎教育の拡充に関する教育開発 10 ヵ

年計画（PDDE）を制定し、このプログラムを通じて 2015 年までの EFA 達成を目指している。こ

れを受け、初等教育においては多数のドナーが協力し拡充が図られているが、中等教育分野に

対するドナーの支援は極めて限定的である。アフリカ開発基金（AFD）、イスラム開発銀行、

UNICEF、カナダ政府等が学校建設、女子教育、識字教育等の協力を実施しているが、これまで

継続型の INSET についての支援はほとんど行われていない状況である。また、近年の初等教育

の就学率向上によって、全国的に、受け皿としての中等教育の重要性がさらに高まってきてお

り（前期中等教育就学率は 16% / 2007-2008 年）、その支援の必要性は高い。しかし、中等教育

の質に関しては、中等教育修了資格試験の合格率は年々上昇しているものの（2007 年 19％、2008

年 31％、2009 年 41％）、試験の質が一定に保たれていないため、必ずしも教育の質が向上して

いることを示していない。 

現在、約 470 の公立中等教育機関（397 の中学校、15 の高校、52 の中高一貫校）が存在し、

6,200 人の教員（うち 2,262 人が理数科教員）が教鞭をとっている。しかしながら、その約 8

割は契約教員3であり、そのほとんどが教育学に関する教育（教員養成課程もしくは大学の教育

学部での教育）を一切受けていない。また、多くの教員が行っている教授法は、生徒の理解度

を考慮しない板書中心の暗記・詰め込み型教育が主流であり、契約教員が行なうストによる授

業時間削減の影響もあって、中等教育の質が高いとは言えない。このように、ニ国の将来を担

う人材育成において、中等教育の質の向上を中心とした、INSET 中核人材や理数科教員のキャパ

シティ強化は喫緊の課題である。 

 

（２） 本案件の過去の取り組み 

JICA は 2006 年よりケニア「理数科教育強化計画プロジェクト（SMASE）」（ケニア SMASE）か

らケニア人専門家や第三国研修等の支援を得つつ、日本人専門家 1 名（現職教員研修マネジメ

ント）体制で、中等高等教育・研究・科学技術省カウンターパートである約 20 名の中央研修講

師が中心となって「中等理数科教育強化計画プロジェクト（SMASSE-Niger）」を実施した。全国

8州のうち、ニアメ、ティラベリ、ドッソの 3州にて、のべ 1532 人の理数科教員に対して INSET

の実施を支援してきた結果、対象州においては理数科教員の教授能力について、プロジェクト

による研修実施前（2006 年 12 月）には 0.67 であった ASEI-PDSI 指数4が、研修実施後（2009

年 1 月）には 2.28 へと上昇した。また生徒の授業への参加度については、プロジェクトによる

研修実施前には 0.40（研修未受講教員の生徒）であったが、研修実施後には 2.28（研修受講教

員の生徒）へと上昇したことが終了時評価において確認された。 

フェーズ 1の具体的な成果としては、①研修講師となる中核人材の育成、②対象 3州での教

                                                  
3 後期中等教育修了が要件。 
4 授業観察によって、教員の生徒中心型授業の実践度（授業に効果的な活動を取り入れているか、生徒の理解を促

す工夫をしているか等）、Plan-Do-See-Improve サイクルの実践度を評価する（0-4 段階：0= Poor, 1=Fair, 

2=Satisfactory, 3=Good, 4=Very Good） 
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員研修の実施、③校長や学校運営委員会（COGES/ES）といったステークホルダーによる支援体

制が強化され教室レベルでの ASEI-PDSI 授業法5の実践が促進される、等が確認された。当初は

ニ国側による研修実施経費の負担は困難と見られていたが、中等教育省の強いオーナーシップ

により、対象州以外の 5 州でも研修が実施されたり、追加的な活動のための予算が確保された

りという波及効果があったことも終了時評価により確認された。 

フェーズ 1では対象地域 3州において中等理数科教員の教授能力が強化されたが、その成果

を全国レベルへ拡大すること、また、制度化のためには INSET の質の向上が不可欠であること

から、二国政府によりフェーズ 2への要請があがり、プロジェクトを実施することとなった。

 

（３） 相手国政府国家政策上の位置付け 

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。PDDE においては、

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置かれている。 

 

（４） 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） 

我が国の対アフリカ支援の基軸である「アフリカ開発国際会議（TICAD）」プロセスにおいて、

教育は重点支援項目のひとつとされており、2008 年 5 月に採択された TICADⅣ横浜行動計画で

は、アフリカにおいて 10 万人の教員を対象として SMASE（理数科教育強化計画）プロジェクト

を拡大することが掲げられている。本技術協力プロジェクトはその達成に貢献する事業として

位置づけられる。 

また、ニ国事業展開計画において中等教育開発プログラムは援助重点分野のひとつとなって

おり、本プロジェクトは右プログラムの中核をなすプロジェクトである。中等教育分野に対す

る支援としては、青年海外協力隊員（理数科教師）の派遣に加えて、無償資金協力「中学校教

室建設計画」（2010 年 3 月協力準備調査実施予定）による施設整備が予定されており、中等教育

の質の向上に対する包括的な支援を推進している。 

 

４．協力の枠組み 

本案件は、フェーズ１での成果を踏まえ、①INSET の質の向上、及び②INSET の全国展開／制

度化の 2点を柱とした協力を行う。 

                                                                                                                                                            
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（アプローチ）。Activity（活動に基づいて

知識を得る授業へ)、Student-centered（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（教員の創意工夫により身近にある素材を使った教材を活用し

た授業へ）- 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。 
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INSET の質の向上には研修コンテンツや教材の開発が必要になるため、教科の中身について支

援を行う「理数科教育」専門家を 1名投入する。INSET の全国展開／制度化には、１）自立的に

研修内容を生み出せる中核人材、２）継続的な研修活動を裏付ける予算措置、３）研修実施の

よりどころとなる行政的／法的枠組みの 3 つの要素が必要となり、本プロジェクトでは「理数

科教育」専門家による１）の能力強化を中心的な活動に据えているが、２）確実な予算措置と

３）行政的・法的枠組みについては、ニジェール側の自主的な努力を前提としつつも、プロジ

ェクト期間中のニジェール側研修予算の確保を側面的に支援するとともに、INSET ガイド／マニ

ュアルの作成や成果発表セミナーの実施等を通じて、間接的に行政的／法的枠組みの構築も支

援していくこととする。そのため、「理数科教育」専門家に加えてマネジメント面で支援を行う

「業務調整」専門家を投入する。 

これまではケニア SMASE の知見を最大限に生かしたプロジェクト運営を行ってきたが、フェ

ーズ 2 の実施を通じて中核人材のさらなる能力強化を行い、ニジェールに適した、ニジェール

型 SMASSE の確立を目指すものとする。 

なお、本協力の枠組みについては、プロジェクトの進捗状況等に応じて先方と協議のうえ見

直していくこともありうる。 

 

〔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】 

ニジェールの中等理数科教員の教授能力が、質の高い現職教員研修（INSET）によって強

化される 

【指標】 

                                                                                                                                                            
6 授業観察によって、教員の生徒中心型授業の実践度（授業に効果的な活動を取り入れているか、生徒の理解を促

す工夫をしているか等）、Plan-Do-See-Improve サイクルの実践度を評価する（0-4 段階：0= Poor, 1=Fair, 

2=Satisfactory, 3=Good, 4=Very Good） 
7 試験データにより学校ごと、ひいては州別の比較、及び経年変化の可能も比較だが、試験の質が一定に保たれ

ていない可能性があるため、補足的にプロジェクトで理数科の学力テストを作成する予定である。 
8 各指標のベースライン調査、生徒の学力テスト（理数科）の実施も兼ねる。 
9 現時点で特定していない基準値及び目標値（指標）は、プロジェクト開始後のベースライン調査に基づいて設定

し、プロジェクト開始から半年後を目処に開催する JCC で承認する予定。 
10 ASEI-PDSI 入門編の研修について、フェーズ 1期間中に未受講の全国の理数科教員に対して行うもの。対象者

は原則としてフェーズ 1対象外の 5州だが、JICA 安全措置上の理由から、会場はアガデス、ディファの 2州を除

く。 
11 セッションの質（研修の各セッションの評価。解説、グループワーク、グループレポート、時間管理、内容の

妥当性の 5項目で評価する）、INSET センター運営能力、ファシリテーション能力、INSET 計画実施能力、等、研

修講師の能力を測定する。中央研修についてはケニア人専門家による評価、地方研修については中央研修講師に

よる評価を実施予定。 
12 プロジェクトで研修を行う ASEI-PDSI 手法を、教員が教室レベルで実践するに当たり、校長によるモニタリン

グ及び COGES/ES による資金支援が鍵となるため、校長研修の際に COGES/ES 代表も参加させ、校長に対しては授

業のモニタリング、COGES/ES に対しては学校活動計画の策定について研修を行う。その結果として活動計画に教

育の質向上に関する活動（理数科には限定しない）が含まれれば、研修の成果とみなすこととしている。 
13 中等高等教育・研究・科学技術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。 
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 ASEI-PDSI 授業法を使った授業の実践度(ASEI-PDSI 指数6) 

 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）

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】 

ニジェールの中学生の理数科の学力が改善される 

【指標】 

 全国統一学年末試験（理数科）7の結果 

 生徒の学力テスト（理数科。プロジェクトで作成予定）の結果 

 

（２） 成果（アウトプット）と活動 

【成果 1】中央研修講師の能力が強化される 

【活動】 

1.1 研修内容・研修教材に関するニーズ調査8を行う 

1.2 フェーズ 1レビュー／ニーズ調査結果に基づいて研修／教材開発計画を策定する 

1.3 教材作成チームを結成する（教科別教員分科会【UP】と連携） 

1.4 中央・地方研修のモジュール、研修教材を開発する 

1.5 研究指定校を特定し、同学校 UP との連携のもと、研修モジュール、教材のトライア

ウトを行う 

1.6 中央・地方研修の質および授業の質に関するモニタリング・評価ツールを改訂する 

1.7 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 

1.8 教室・授業実践レベルでのモニタリング・評価結果に基づいて、中央研修講師が研修

モジュール、教材を改訂する 

1.9 中央研修講師が特定のテーマについての研修を受講する（評価、カリキュラム開発、

研修計画策定、教材開発、等） 

【指標】 

 研究指定校で、開発された研修教材のトライアウトが xx 回以上行われる9 

 プロジェクト終了までに、xx 以上の研修教材が開発される 

 開発された研修教材に関する地方研修講師の満足度（アンケート） 

 中央研修講師が、開発された研修教材に関する教室レベルのモニタリングを 1 年に

xx 回以上実施する 

 

【成果 2】中央・地方研修を実施できる仕組みが構築される 

【活動】 

2.1 フェーズ 1対象外地域において、地方研修センターを特定し、整備を行う 

（3州のみ：タウア、マラディ、ザンデール） 

2.2 地方研修講師が研修未受講教員に対し、研修を実施する（キャッチアップ研修10） 

2.3 中央研修講師が、全国 8州の地方研修講師に対し研修を実施する（中央研修） 
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2.4 地方研修講師が、全国 8州の教員に対し研修を実施する（地方研修） 

（対象者は全州だが、会場はアガデス、ディファの 2州を除く） 

2.5 中央研修講師が地方研修の質をモニタリング・評価する 

【指標】 

 のべ 360 人以上（180 名×2回）の地方研修講師が中央研修を受講する 

 毎年 900 人以上の教員が地方研修を受講する 

 研修計画に記載されたすべての研修がプロジェクト期間内に開催される 

 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11評価が xx 以上を獲得する 

 

【成果 3】INSET を支援する体制が強化される 

【活動】 

3.1 関係者（中央・地方視学官、校長、COGES/ES 代表、教員養成校教員、実験技師等）を

集めて啓発ワークショップを実施する（キャッチアップ研修） 

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

するための研修を実施する（キャッチアップ研修） 

3.3 中央研修講師が INSET 制度のガイドライン／マニュアルを作成する 

3.4 INSET 制度（SMASSE 研修）の分析・評価を実施する 

3.5 INSET 制度承認（法令化）のための国家セミナーを開催する 

3.6 仏語圏 SMAS(S)E 実施国対象の経験共有セミナーを開催する 

【指標】 

 xx 人以上のプロジェクト関係者（特に校長、COGES/ES 代表）が啓発ワークショップ

に参加する 

 xx 人以上の校長が校長研修に参加する 

 xx 人以上の校長が授業モニタリングを実践する 

 xx 以上の学校運営委員会（COGES/ES）が、教育の質に関する学校活動計画を少なく

とも 1年間に 1つ以上策定し、実施する12 

 INSET 制度承認のための国家セミナーが開催される 

 INSET 制度のガイドライン／マニュアルが作成される 

 INSET 制度のガイドライン／マニュアルが中等高等教育・研究・科学技術省に承認

される 

 

（３） 投入（インプット） 

① 日本側 

 専門家 2名（理数科教育、業務調整） 

 短期専門家（必要に応じて。ケニア人専門家を含む） 

 本邦研修及び第三国研修 

 機材供与（モニタリング用車輌、事務機器、等） 
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 研修実施にかかる費用（原則、初年度のみ） 

② ニジェール国側 

 専属カウンターパート 7名（人件費、特別手当、等） 

 プロジェクト執務室及び執務室維持経費 

 研修実施にかかる費用（2年目以降） 

 モニタリング経費 

 

（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13、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 

 プロジェクト実施上の外部条件 

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 

 教員が研修で学んだ内容を継続的に教室で実践する 

 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 

 （教員のストライキなどにより）学校における学習活動が妨害されない 

期待される成果が達成されるための外部条件は次のとおり 

 （教員のストライキなどにより）学校における学習活動が妨害されない 

 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留まる 

 教員、視学官、教育指導主事の処遇が悪化しない 

  なお、上位目標達成のための外部条件は設定していない。 

 

５．評価 5項目による評価結果 

（１） 妥当性 

本案件は、以下の通り二国政策および日本の ODA 政策と合致しており、妥当性が高い。 

 2001 年に制定された「教育開発 10 ヵ年計画（PDDE 2002-2012）」において、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」ことを目的の一つとして

いる。またニ国においては、約 8 割の教員が契約教員であり、そのほとんどが教育学に関

する教育（教員養成課程もしくは大学の教育学部での教育）を一切受けていないことから、

現職教員研修を通じた教員の質の改善が重要課題と位置づけられている。こういったこと

から、理数科分野の現職教員研修は二国のニーズに合致していると言える。 

 本プロジェクトの実施は、次のことから、日本政府の対二国 ODA 政策にも合致する。対ニ

国 JICA 事業展開計画の中で「中等教育開発」プログラムの中核案件として位置づけられて

いる。また、2008 年 5 月に開催された TICADⅣ横浜行動計画の中で、アフリカにおいて 10

万人の教員を対象として SMASE（理数科教育強化計画）プロジェクトを拡大することが言及
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されており、本プロジェクトはその達成に寄与するプロジェクトのひとつである。さらに、

日本は現在、ケニアを始め約 10 カ国で理数科教育に関する技術協力プロジェクトを実施し

ており、同分野における協力を行うことについて日本の比較優位性は高い。 

 

（２） 有効性 

本案件は、以下の理由から有効性が高いと判断される。 

 プロジェクト目標は、フェーズ 1 で対象 3 州の理数科教員の教授能力強化を目標としたの

に対し、フェーズ 2では、質の高い現職教員研修（INSET）による、全国の理数科教員の教

授能力強化を目標としている。フェーズ 1の経験から、中核人材の育成（成果 1）及び全国

レベルでの研修実施体制の構築（成果 2）によって、全国の理数科教員の教授能力強化とい

う目標が達成される可能性は高い。 

 また、INSET が円滑に実施されるためには、教員を取り巻く関係者が INSET の意義を理解し

支援を行うことや、教員研修に係る政策が整備されることも必要である。その意味で、INSET

実施のための支援体制の強化（成果 3）を組み入れることは、プロジェクト目標の達成のた

めに有効である。 

 

（３） 効率性 

本案件は、以下の理由から効率性が高いと判断される。 

 JICA はアフリカ地域で理数科分野の協力経験を蓄積しており、ケニア SMASE プロジェクト

を中心としてアフリカ域内協力を展開している。本案件は、この既存の知識・経験のネッ

トワークを活用することにより、効率的に実施することが可能である。 

 フェーズ 1 ではマネジメント専門家の一人体制であったが、フェーズ 2 ではマネジメント

に加え理数科教育の専門家を投入する予定であり、研修の質の向上が期待できる。 

 フェーズ 1 同様、新規対象州においても既存の中学校施設を地方研修センターとして活用

して研修を実施するため、新規に建物を建設する必要はなく、施設整備に過大なコストを

かけない予定である。 

 

（４） インパクト 

本案件は、以下のとおり正のインパクトが予見される。 

 プロジェクト目標である理数科教員の教授能力強化が達成されれば、教員によって教室レ

ベルで質の高い授業が行われ、上位目標（「ニジェールの中学生14の理数科の学力が改善さ

れる」）が達成されることが期待できる。その理由としては、１）中央研修講師が開発した

質の高い研修内容や教材が、地方研修講師を通じて教員レベルまで共有され、中学生が質

の高い授業を受けられること、２）フェーズ 1 対象地域では校長や他の教育関係者への啓

発ワークショップを行なったことで校長による授業モニタリングが実施される等、教員が

                                                  
14 前・後期中等教育の生徒数は二国全国で約 20 万人（2008‐2009 年） 
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各校で授業を実践する上での支援体制が整いつつあり、新規対象州でも同様の効果が見込

まれること、３）2009 年終了時評価調査時に学校現場を視察した際、研修を受けた教員が

研修後に教科別分科会（UP）を通じて他の教員に対して情報共有を行った事例が確認され

ていること、が挙げられる。 

 現在、仏語圏西アフリカ諸国では二国で実施中の中等理数科教育強化計画プロジェクトを

始めとした案件群が形成されている15。対象レベルが異なる以外は、それぞれほぼ同様のア

プローチを採用しているため、経験共有セミナーの開催等を通じて周辺国で実施中のプロ

ジェクトへの裨益効果（経験共有を通じた案件の実施促進）が期待できる。 

 理数科分野の現職教員研修のモデル制度が確立すれば、当該モデルを参考にして他の教科

の現職教員研修の制度化も可能となり得る。 

 中等学校の生徒の理数科能力の向上を目指し、1984 年から累計 15 名（2009 年 10 月まで）

の理数科教師隊員を派遣しており、教室レベルで授業の質の改善に取り組んでいる。フェ

ーズ 1期間中には、教員の実験実施を補助する実験助手への支援を隊員が行うことにより、

研修内容の定着を促進するという波及効果が見られており、フェーズ 2 でも同様の効果が

期待できる。 

 

（５） 自立発展性 

本案件は、以下のとおり自立発展性が見込まれる。 

 【政策面】二国政府は現職教員研修の制度化に向けた取り組みを行うことを明言している。

本プロジェクトでは INSET ガイド／マニュアルの作成や成果発表セミナーの実施等を通じ

て、間接的に行政的／法的枠組みの構築への支援を予定しており、INSET が政策の中に明確

に位置づけられることが期待できる。 

 【技術面】本プロジェクトでは、INSET の中核人材である中央研修講師（理数科各教科の中

央視学官）の能力開発に重点を置いており、彼らが授業改善の課題を把握し、現地に適し

た改善方法を編み出す能力を持つことによって初めて、将来にわたって教育の質改善のた

めの研修活動を継続していくことが可能となる。また、中央講師は中央レベルの活動だけ

ではなく地方研修や教室レベルでのモニタリングも実施していくため、各州における一般

教員への技術普及が円滑に実施されていくと期待できる。 

 【財政面】2010 年-12 年の予算計画案（3ヵ年投資計画）においては、中等教育省の予算に

INSET 実施に要する経費が計上されており、今後承認される予定である。具体的には、フェ

ーズ 1 でほとんどが日本側負担となっていた研修の経常経費、及びモニタリング経費の多

くを二国負担事項としており、この点は自立発展性に貢献する要因である。また、フェー

ズ 1 の実施協議では研修経費の一部しか負担できないとの見込みであったが、実際には、

対象州以外での研修実施経費などをニジェール政府が捻出した経緯もあり、フェーズ 2 で

もフェーズ 1同様の高いコミットメントが期待できる。 

 【組織面】 

                                                                                                                                                            
15 セネガル国「理数科教育改善プロジェクト」、ブルキナファソ国「初等教育・理数科現職教員研修改善計画プロ

ジェクト」が現在実施されている。（両国とも初等レベル対象） 
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 中等高等教育省（MESS/R/T）はフェーズ 1の実施にあたり教育実践の経験が豊富な常勤

カウンターパート（C/P）を 7 名任命しており、フェーズ 2 でも同メンバーが継続的に

任命される予定である。これはプロジェクトへの長期的なコミットメントを示すもので

あり、MESS/R/T 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。 

 フェーズ 1では、中央レベル及び対象 3州において、理数科に係る現職教員研修を実施

する上で必要な体制が作られており、中央視学官事務所と地方視学官事務所が本来業務

として現職教員研修の実施を担っている。本プロジェクトでは新規対象 5州での体制構

築を予定していることから、中央・地方を含めた組織面での自立発展性は事業を通して

確保されることが期待できる。 

 プロジェクト活動に州の教育関係者（行政官や校長など）に対する啓発ワークショップ

を組み込むことで、中央のみならず州レベルにおいて理数科現職教員研修に対する主体

性・積極性を醸成する仕組みとなっており、プロジェクト終了後も州教育関係者の支援

の下、州レベルで理数科現職教員研修が継続実施されることが期待できる。 

 

６．貧困・ジェンダー・環境等への配慮 

本プロジェクトでは、研修講師選定の際に一定数の女性を含めるなど、ジェンダーバランス

を考慮する点を盛り込んでいる。 

 

７．過去の類似案件からの教訓の活用 

 アフリカ地域では、理数科教育改善を目指した SMASE 関連プロジェクトが約 10 カ国で展開

中（2009 年 9 月末現在）であり、それらの類似プロジェクトで得られた教訓が本プロジェ

クトの計画においても活用されている。具体的には以下の通り。 

 （教訓）アフリカにおける教育改善のアプローチとして、現職教員を通じて教員の態

度変容を図り、彼らの教室現場における教授手法を改善することが有効であること。

→（活用方法）授業改善方法に主眼を置いた現職教員研修を実施予定。 

 第三国のリソースを活用することで、効率的・効果的に事業を実施できること。 

→（活用方法）ケニア等での第三国研修やケニア人専門家による技術指導を投入予定。

 10 カ国以上の SMASE 関連プロジェクト（以下、「SMASE 案件群」）において、日本人及びケ

ニア人専門家やコンサルタント等の人的資源を複数の案件で相互に活用する等、SMASE 案件

群の効率的な運営体制が常に考慮されている。 

 現在、仏語圏西アフリカ諸国では二国を始めとした理数科教育案件群が形成されている。

対象レベルが異なる以外は、ほぼ同様のアプローチを採用しているため、経験共有セミナ

ーの開催等を通じて実施中プロジェクトへの裨益効果（経験共有を通じた案件の実施促進）

が期待できる。 

 二国で実施中の中等理数科教育強化計画プロジェクト（フェーズ 1）では、対象地域 3州に

おいて中等理数科教員の教授能力が強化されたが、その成果を全国レベルへ拡大すること、

また、制度化のためには INSET の質の向上が不可欠であることがフェーズ 2 への課題とし

て確認された。一方、フェーズ 1 当初はニ国側による研修実施経費の負担は困難と見られ
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ていたが、中等高等教育・研究・科学技術省の強いオーナーシップにより、対象州以外の 5

州でも研修が実施されたり、追加的な活動のための予算が確保されたりという波及効果が

確認されている。本プロジェクトの計画においては、その経験を活用し、中等高等教育・

研究・科学技術省に加え、財務省の関与を得て予算確保の裏づけを行っている。 

 

８．今後の評価計画 

中間レビュー調査： 2011 年 6 月頃 

終了時評価調査：  2013 年 1 月頃 

事後評価：     2018 年 6 月頃 

 


