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評価調査結果要約表 

１．案件の概要 

国名：カンボジア王国 案件名：理科教育改善プロジェクトフェーズ2 

分野：基礎教育 援助形態：技術協力プロジェクト 

協力金額（評価時点）：4億円（2010年度時点）

所轄部署： カンボジア事務所 相手国実施機関：カンボジア王国教育・青年・

スポーツ省（MoEYS） 

（R/D）：2008年4月11日 日本側協力機関：JICA 

協力期間 4年 

2008年9月～2012年8月 

他の関連協力：個別専門家、青年海外協力隊

（JOCV）、草の根技術協力、草の根無償、青年

研修 

１－１ 協力の背景と概要 

カンボジア王国（以下、「カンボジア」と記す）においては、1975～1979年のポルポト政権に

よる大量虐殺によって教員や知識人らの有識者はことごとく失われ、人材育成のシステムその

ものが崩壊した。その後の政権によってある程度の再興は達成されたが、量的な拡大に重点を

置いたために、修了率の低さ等質的な問題を抱えている。なかでも理数科分野の人材について

は将来的な産業の高度化において極めて重要であり、早急な質的改善が望まれている。 

JICAは、2000年8月～2005年3月までの4年8カ月間、高校の教員養成校（Teacher Training 

College：TTC）である国立教育研究所（National Institute of Education：NIE）の理数科教育に係

る機能・能力の向上を目標としたカンボジア理数科教育改善プロジェクト（Secondary School 

Teacher Training Project in Science and Mathematics：STEPSAM）を実施した。そのなかで、NIEの

理数科分野の教員に対する研修を行い、その教員が講師となり、現職教員を対象とする全国ワ

ークショップを企画・実施し、実験解説書を作成した。その結果、NIEの理数科分野における機

能や能力の向上というプロジェクト目標を達成することができた。一方、STEPSAMを通じて、

高校理数科のカリキュラムや教科書・教員指導書は、（1）各学年段階にふさわしくない難解な

内容が含まれている、（2）各単元間のつながりがない、（3）重要な概念の欠落、（4）用語や記

号が学年間で統一されていない、（5）記述が抽象的で、具体的な説明・図式などが欠落してい

る等の事項が認識されるようになった。これらを改善すべく高校理数科教科書策定プロジェク

ト（ISMEC）を2005年11月から2006年3月まで実施した。 

2007年7～8月にはカンボジア教育セクターにおけるJICAの協力戦略を策定する目的で教育プ

ログラム策定調査を実施したが、そのなかで初等教育から前期中等教育にかけて理数科教育の

質の向上が、カンボジアの今後の発展のためにも必要である中心課題としてとらえられた。ま

た、カンボジア教育省からは、2007年12月に初等教育から前期中等教育にかけて理数科教員の

質の向上を図るため、「理科教育改善プロジェクト（フェーズ2）」（Science Teacher Education 

Project（Phase2）：STEPSAM2）に対する要請が出された。 

STEPSAM2は、全国のTTC（初等教育教員養成校18校、前期中等教員養成校6校）の理科の教

員養成の質の向上及び前期中等教育学校の理科の現職教員研修（In-service training：INSET）の

実現可能なモデルの構築を目的として、教育・青年・スポーツ省（Ministry of Education, Youth and 

Sport：MoEYS）をカウンターパート（C/P）機関として、2008年9月より4年間の予定で実施さ

れている。 

 

１－２ 協力内容 

（1）上位目標 

TTC学生による理科の授業の質が向上する。 
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（2）プロジェクト目標 

① 理科の教員養成の質が向上する。 

② 前期中等教育学校のINSETの全国展開に向けた実現可能なモデルが提示される。 

 

（3）成果（アウトプット） 

① MoEYSの教員研修（TTC教官及び現職教員向け）を計画・実施する能力が向上する。

② 教員養成校〔地方教員養成校（Regional Teacher Training College：RTTCs）/州教員養

成校（Provincial Teacher Training College：PTTCs）〕における理科教員の質が向上す

る。 

③ 教員養成校（RTTCs/PTTCs）において理科の授業の継続的な改善に資する環境が整

備される。 

④ 試行的INSETの問題点が認識され、分析される。 

 

（4）投入（評価時点・一部確定した予定を含む） 

日本側： 

専門家派遣 16名（長期1名、短期15名）、92.77月/人（MM） 

機材供与（2010年度）181万7,000円 

研修員受入 0名 

現地業務費（2008、2009年度合計）1,517万4,000円 

相手国側： 

C/P配置 17名 

ローカルコスト負担 プロジェクト事務所の提供 

２．評価調査団の概要 

調査者 

総括  ： 鈴木 康次郎 JICA カンボジア事務所長 

副総括 ： 殿川 広康 JICA 人間開発部 基礎教育第一課長 

教育計画： 小林 美弥子 JICA 人間開発部 基礎教育第一課 主任調査役 

評価分析： 平野 明子 グローバルリンクマネージメント株式会社 

協力計画（1）： 亀井 直子 JICA カンボジア事務所員 

協力計画（2）： Pich Thyda JICA カンボジア事務所員 

調査期間 2010年12月1～17日 評価の種類：中間レビュー 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認（アウトプットの達成度） 

（1）プロジェクトの成果（アウトプット） 

成果1：MoEYSから選定したナショナル・トレーナー（National Trainer：NT）を要請してTTC

の校長及び理科教官への研修を実施しており、NTの研修実施能力は非常に改善されている

との報告である。TTCへの研修計画に関しては、現時点では日本人専門家が主に計画を作成

しているが、今後徐々にNTの計画能力の改善をめざしている。なお、教育省教員養成局

（Teacher Training Department：TTD）が教員開発マスタープラン（2010～2014年）を2010

年に作成し、プロジェクトからもその作成に対する支援が行われた。本マスタープラン作

成の過程で、TTDの計画能力が向上したと考えられる。さらに、教員研修に係るサブ・テ

クニカル・ワーキング・グループ（Technical Working Group：TWG）がプロジェクトの働き

かけにより立ち上げられ、MoEYSと主要開発パートナーの構成で2010年11月までに11回（計

画より頻繁）開催されている。 

成果2：初等（PTTC）及び前期中等教員養成校（RTTC）の理科教官の質に関しては、プロ

ジェクト・デザイン・マトリックス（Project Design Matrix：PDM）に設定されている指標
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（教科知識、実験デザイン、授業計画）は中間レビューでは収集されないため確認できな

いが、6州のTTC理科教官及び校長からのアンケート結果（サンプル数：RTTC25名、PTTC17

名）によると、①教科知識、②教授法、③実験デザイン、④授業計画、⑤態度において、

プロジェクト開始前と比較してすべて改善している（回答者すべてが4段階評価で「非常に

改善」あるいは「ある程度改善」を選択）との評価であった。また、6州のTTDの理科学生

へのアンケート（サンプル数：RTTC：15名、PTTC各18名）によると、理科教官の態度は

2010年に比べると「非常に改善」あるいは「ある程度改善」しているとの評価であった。

成果3：探求型授業（Inquiry-based Learning/lessons：IBL）及び授業研究（Lesson Study：LS）

の理解を高めるために、それぞれハンドブック（2nd ドラフト）が作成され、TTC教官に

配布されている。TTCにおいて、IBLを反映した授業計画数は計画どおり増加しており、ま

たLSはインタビューした4州のTTCによると計画どおり実施されていると報告された。ま

た、当初計画になかったが、2010年にPTTCカリキュラムが改訂され、プロジェクトの支援

によるIBL及びLSのコンセプトも新カリキュラムに反映された。新カリキュラムは2010年12

月開始の1年生の授業から適用される。RTTCカリキュラムは2011年に改訂予定である。さ

らに、最新の教育戦略計画（Education Strategic Plan：ESP）（2009～2013年）にもIBL及びLS

の内容が反映されている。 

成果4：INSETに関しては、プロジェクト3年次の2010年10月から具体的な活動が開始された。

6州の前期中等学校の理科教師を対象にしたもので、まずは6州のRTTC付属校に対して、

RTTC理科教官によるINSETを開始している。今後6州で各5～6校（付属校や教育実習校を中

心）に対してINSETを実施していく計画である。なお、成果4に関しては、現行内容では達

成目標が不明確であるため、関係者で再度協議する必要があることが指摘された。 

 

（2）プロジェクト目標 

プロジェクト目標1：PDMで設定された指標については、中間レビューでは収集できないた

め、その達成（見込み）のレベルに関しては確認できない。一方で、TTC生徒の理解度に関

しては、TTC校長・理科教官とのインタビュー及びアンケートの結果では、IBLを導入した

ことにより、生徒の理科授業に対する興味や参加度が向上し、授業の理解度も改善されて

いることが報告された。また、TTC生徒とのインタビューでは、TTCでの理科授業は中学や

高校での理科授業とスタイルが異なり、TTCの授業がより好ましいとの評価であった。なお、

生徒のIBLの理解度に関しては、アンケートの結果によると、約60％はほぼ正確に定義を理

解しているが、残りは一部誤解や授業研究と混乱している様子が確認できた。 

プロジェクト目標2：INSETに関しては、上記のとおり、2010年10月から活動が開始された

ばかりで、目標達成状況に関しては確認できなかった。 

 

３－２ 5項目評価 

項目 評価結果の要約 

妥当性 

Relevance 

カンボジアの政策に関しては、ESP（2009～2013年）においても、「教

員研修（INSETを含む）改善」が優先プログラムの活動として記載さ

れている。また、対象グループであるTTCのニーズにも合致している。

日本の政府開発援助（Official Development Assistance：ODA）政策との

整合性に関しては、対カンボジア国別援助計画において教育が重点分

野になっていることに加え、JICA援助方針では理数科への教員研修支

援が産業人材育成にも貢献するとしている。日本政府が2010年9月に発

表した新教育政策に教員養成の改善が優先課題として明記されてい

る。 
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有効性 

Effectiveness 

プロジェクト目標の達成度に関しては、程度の確認は困難であるが、

インタビュー・アンケートの結果からTTC理科教官の授業が改善され、

生徒の理解度改善についても確認された。また、日本ODAの他スキー

ム〔教育計画個別専門家、日本への研修、理科分野の青年海外協力隊

（Japan Overseas Cooperation Volunteers：JOCV）隊員等〕との連携によ

り、相乗効果を生み出している。一方、TTCにおける教材の不足や教

官の時間の不足が阻害要因の1つとして報告された。 

効率性 

Efficiency 

全般的には実施の効率性は高いと確認された。日本人専門家は適切な

専門知識により運営され、C/Pとも良い関係で効果的な活動を行ってい

る。NTを研修し、TTC教官の研修を行うというシステムは現状、効果

的に機能していると判断された。INSETに関しては計画どおり活動が

実施されているが、再整理された成果・目標に合わせて活動を見直す

必要がある。 

インパクト 

Impact 

上位目標の達成見込みに関しては、PDM指標が収集されなかったため

確認できなかった。TTC生徒のインタビューでは、多くの生徒は、今

後、教師になったあとも可能な範囲でIBLを導入していきたいと返答し

た。正のインパクトとしては、ESPへの政策的反映、PTTCのカリキュ

ラムへのLS・IBLが導入されたことにより、TTC生徒に対する持続的イ

ンパクトが期待されること、更にTTCのなかには理科の教科以外の教

官に対してもLSを導入していること等が確認された。負のインパクト

は特に確認されていない。 

自立発展性 

Sustainability 

政策面に関しては、教員開発マスタープランの作成が、教員研修の改

善を更に促進すると考えられる。組織・財政面に関して、養成研修

（Pre-service Training：PRESET）においてはシステムは構築されてい

るが、プロジェクト終了後の継続的な支援を行う予算確保の可能性に

ついては確認できなかった。またINSETに関しては、教員開発マスタ

ープランで定期的INSETシステムに関する実施計画が2013年までに作

成されることが明記されており、その具体的ステップが明確になるこ

とが期待される。一方、プロジェクト終了後の継続的INSET実施の予

算確保の可能性については確認できなかった。MoEYSは、NT・TTC教

官を今後も貴重な人材として活用していくと明言しており、具体的な

機構については今後検討が必要である。 

 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

（1）計画内容に関すること 

教員養成校（RTTC/PTTC）は、教員研修の鍵となる組織であり、全対象校（6RTTC、18PTTC）

を対象とした支援は適切であると判断される。 

（2）実施プロセスに関すること 

他ドナー〔ベルギー援助機関や国際連合教育科学文化機関（United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization：UNESCO）〕との積極的な協調、及び日本の他スキーム

（「教育計画アドバイザー」個別専門家、本邦研修、理科分野のJOCV隊員等）との連携に

より、相乗効果を生み出している。 

 

３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 

（1）計画内容に関すること 

特になし。    
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（2）実施プロセスに関すること 

TTCにおける理科教材（実験器具を含む）の不足や教官の時間の不足が阻害要因の1つと

して報告された。 

４．結 論 

今回の調査結果から、プロジェクトは理科授業の質を向上するという目標の達成に向けて正

しい方向に進展していると判断できた。ただし、本レビューではPDMで設定された指標が入手

できなかったこともあり、達成度のレベルに関しては確認できなかった。INSETに関しては、

PDMの目標や成果内容に関する見直しが必要である。成果に関しては、プロジェクトは、当初

計画にはなかったが、ESP、マスタープランやカリキュラムへの貢献など政策レベルの効果的な

インパクトを発現していることが確認された。また、TTC理科教官の指導能力や授業の質が向上

し、更にTTC生徒は新しい教授法を好み、教師になった際にもその手法を活用する意思をもって

いることなどが観察された。 

５．提言と教訓 

５－１ 提 言 

以上の調査結果を踏まえ、残りの協力期間に取り組むべき課題に対して取りまとめられた提

言の要旨は以下のとおり。 

（1）プロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）の改訂 

PDM改訂の主なポイントは以下のとおりである。 

1）プロジェクト目標の統一 

本案件の現行PDMは、PRESET用のプロジェクト目標①「理科の教員養成の質が向上す

る」とINSET用のプロジェクト目標②「前期中等教育学校にINSETの全国展開に向けた実

現可能なモデルが提示される」の2つが存在していた。より論理的に案件を説明でき、今

後の終了時評価や事後評価時に混乱をきたさないよう、以下のとおりプロジェクト目標

を統一した。 

対象地域において、理科の教員研修（教員養成及びINSET）の質が向上する。 

 

2）スーパーゴールの設定 

2010年8月からINSETの取り組みを開始し、学校レベルにおける活動も実施された。教

員研修案件において、対象となるTTCの教官の指導力の向上だけに注目するのではなく、

将来的に対象となった学校における生徒の変化（学習達成度、進級率、ドロップアウト

率、修了率等）においてのインパクト、変化及び成果を説明する責任があるため、スー

パーゴールとして以下のとおり設定した。また、カンボジアにおける上位計画〔ミレニ

アム開発目標（Millennium Development Goal：MDG）、ESP〕への貢献を同ゴールに記載

した。 

対象地域の基礎教育（初等教育、前期中等教育）の質が向上する（MDGs達成への貢献）。

 

3）上位目標の改訂 

本案件の現行PDMは、PRESET用のプロジェクト目標①「理科の教員養成の質が向上す

る」の上位目標として、「TTC学生による理科の授業の質が向上する」のみ設定されてい

たが、プロジェクト目標②には上位目標は存在せず、ログフレームワークとして見直す

必要があると判断された。上記1）のプロジェクト目標の統一に伴い、上位目標も以下の

とおり1つにまとめて設定した。 

対象地域において、理科教員の指導力が向上する。 
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4）成果4の改訂 

本案件の現行PDMの成果（4）は、「試行的INSETの問題点が認識され、分析される」

であるが、これらは活動レベルの記載であり、成果レベルではないと判断するとともに、

今後重点化されるINSETへの取り組みをより具体化し、MoEYSが計画中のINSET Action 

Plan策定に貢献すべく、以下のとおり改訂した。 

対象地域において、理科教育におけるINSETの実施計画が開発される。 

 

5）指標の改訂 

スーパーゴール、上位目標、プロジェクト目標、成果4の指標に関し、①INSETに係る

指標を追加するとともに、②可能な限り定量的な指標（例：対象校における学習達成度、

進級率、修了率、ドロップアウト率等）に変更した。 

 

（2）中核となる人材の活用 

中央研修講師（NTs）は、STEPSAMからのC/Pであり、その多くが日本で修士課程を取得

するなど、STEPSAM2が提唱するIBLやLSに関する理解度も高く、カンボジアにおける教員

研修実施への自負がみられる。また、TTC教官の大部分も、STEPSAM2が作成したIBLやLS

の導入書を基に、理解が進んでおり、新たな手法への関心が高い。MoEYSは、これらの人

材を、特にプロジェクト終了後もPRESETの重要な人材として活用するとともに、今後開始

されるINSETの核となる人材として具体的な組織づくりの一環として活用すべきと考える。

また、彼らのキャリアのなかでSTEPSAM2での経験を昇格・昇進時に考慮するよう提言

する。 

 

（3）探求型授業（IBL）と授業研究（LS） 

IBLとは、基本的に生徒中心型の授業法のアプローチの1つであり、LSとは、教員の指導

力向上のための研修手法である。中央研修講師やTTC教官の多くは、正しい理解と両者の違

いを把握しているが、TTCの学生のなかには両者を混同するものもいる。2010年6月までに

STEPSAM2によりIBLやLSの導入書が完成される予定であり、これらをTTCの実際の授業で

より活用することが求められる。 

また、特にIBLに関しては、「探求型＝理科実験」ととらえている関係者が多く、教材や

基本的な理科実験道具のない学校環境を考えると、実際の学校レベルでは実施が困難との

回答が多かった。しかし、IBLとは、「生徒自らが探求して、思考を働かせ、生徒自らが回

答を導き出す」という定義からすれば、実験を伴わないIBLも存在するはずであり、近い将

来、MoEYSは実際の学校現場に適合したIBLにおける具体的な指導案を盛り込んだ教員用指

導書の開発が求められる。 

 

（4）現職教員研修（INSET）の強化 

2010年にMoEYSから「教員養成マスタープラン」が発表され、2013年までに定期的な

INSETに係るアクションプランを策定することが戦略として掲げられた。これらMoEYSの

動向を受け、STEPSAM2は、これまでの教員養成中心型だけではなく、INSETも同等のバラ

ンスで実施し、同アクションプラン策定に貢献すべく、プロジェクト終了前の2012年7月ま

でに対象6州において理科におけるINSETを具体的に実施するための実施計画案を提出する

こととする。 

一方、MoEYSは「教員養成マスタープラン」において定期的なINSETに係る政治的なコ

ミットメントを発表したが、同プランを実施するための財政的・人材的コミットメントが

必須であり、JICA側からも他ドナーとの協同の下、絶え間ない働きかけが必要である。 
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（5）合同レビュー会合の実施 

現在までは、本案件のモニタリングの場としては、合同調整委員会（Joint Coordinating 

Committee：JCC）を設定せず、関連ドナー間で教員研修に特化したサブTWGを結成し、教

員養成に関する情報共有・政策レベルの場として設置されているのであった。一方、2010

年4月の運営指導調査の際にも指摘されたが、MoEYSとSTEPSAMA2、 JICA事務所と

STEPSAM2の関係は良好であるものの、MoEYS、STEPSAM2及びJICAの三者が一同に会し、

STEPSAM2の活動をレビューし、今後の計画について協議する場がないことが問題とされ、

今回、合同レビュー会合の初会合が中間レビュー時に開催された。今後も、定期的に三者

にて、プロジェクトの全体的な実施プロセスにかかわる主要な課題について話し合う機会

を確保することは、プロジェクトにとって有益であると考える。特に、INSETの今後の普及

に向けた課題について、第3年次から対象地域において具体的に活動を開始したSTEPSAM2

の経験を基に、その結果をMoEYSや他ドナーと共有し、MoEYSが掲げる定期的現職教員制

度の実施に向け、共通ビジョンや実施計画を共有し、確立していくことが肝要である。 

さらに、STEPSAM2の知見がTTDだけではなく、MoEYS全体のinstitutional memoryとして

活用されるため、他部局を巻き込んだ本合同レビュー委員会の定期的開催が望まれる。 

 

５－２ 教 訓 

（1）教員研修案件における学校レベルでの成果発現 

教員研修案件は、TTCの教官の指導力向上だけではなく、質の高い効果的な授業を生徒に

供給することが最終的な目的である。たしかに、生徒へのインパクトを図るには時間が必

要であり、多様な要因の総合的作用によるといえるものの、成果の見せ方として、現場の

学校レベルにおける生徒の変化やインパクトを確認する手法・指標（例えば、学習達成度、

ドロップアウト率、進級率、修了率など）をプロジェクト形成段階から工夫し、確認すべ

きである。 

また、「教員研修」から「教師の指導力向上」を経て「生徒の理解度向上」といった「仮

説」を提示し、それらを案件実施・運営するなかで実証していくことが肝要である。 

 

（2）近隣ASEAN諸国及び他国との知見共有 

教員研修案件に関しては、近隣ASEAN（インドネシア、フィリピン）や他国（バングラ

デシュ、ケニア）でも同様の技術協力プロジェクトが実施されており、これらの国々と技

術交換を実施することは、カンボジアC/Pにとって有益と考える。なお、IBL手法に関して

は、カンボジアでの先駆的な取り組みを他国に紹介することにより、一方的に研修を受け

る側だけではなく、研修の講師として活躍する場が与えられ、C/P自身のインセンティブの

向上、能力強化に貢献できると考える。 

 

 




