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終了時評価調査結果要約表 
Ⅰ．案件の概要 

国  名：アフガニスタン 案件名：教師教育強化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（レビュー時点）：5.5 億円 所轄部署：人間開発部第一グループ 
（基礎教育） 
基礎教育第 1 チーム 

相手国実施機関：アフガニスタン教育省 
教師教育局（TED）、編集・翻訳局（CTD） 

（R/D）：2007 年 7 月 29 日 
日本側協力機関：システム科学コンサルタンツ（株）

・鳴門教育大学（業務実施契約） 協力期間 
3 年間（2007.9.20– 2010.8.31） 他の関連協力：個別専門家派遣（教育協力計画） 

１．協力の背景と概要 
教育分野はアフガニスタン・イスラム共和国（以下、「ア」国と記す）政府の復興へ向けて

の優先課題とされており、我が国協力の重点分野でもある。また、復興プロセスの進展に応じ、

就学児童数が爆発的に増加しており、無資格かつ経験・能力の不十分な教員の数が急激に増加

している。同国における教育の質向上のためには、教員の質向上が鍵となっている。このよう

な背景から、「ア」国政府より新カリキュラム及び教科書に基づく教師用指導書（Teacher’s 
Guide：TG）作成及び教員研修の実施支援について要請が出され、2005 年から 2007 年まで教

師教育強化プロジェクト（Strengthening of Teacher Education Program：STEP）が実施された。

同プロジェクトは、実践的な TG の作成とこれを活用した短期現職教員研修の実施により、現

職教員の指導力の向上を図ることを目的とし、①新教科書に準じた TG（第 1～3 学年用）及び

研修マニュアルの作成、②TG を活用した短期現職教員研修、③初等教員の新規教員養成と現

職教員研修の改善にかかる政策提言を実施した。 
「ア」国教育省は、STEP の成果を高く評価し、第 4 学年以上の TG を含めた更なる教師教育

分野への支援として、同プロジェクトのフェーズ 2（STEP 2）の実施が要請された。STEP 2 で

は 2007 年 9 月より 3 年間の予定で①第 4～6 学年の TG 及び研修マニュアル等の作成、②教員

養成校〔（Teacher Training College：TTC）特にサイード・ジャマルディーン教員養成校（Sayed 
Jamaludin Teacher Training College：STTC）〕における教科教授法講座の改善と教官の能力強化

にかかる活動を実施している。 
STEP 2 では、教育省編集・翻訳局（Compilation and Translation Department：CTD）及び教師

教育局（Teacher Education Department：TED）をカウンターパート機関（Counterpart：C/P）と

して、システム科学コンサルタンツ（株）・鳴門教育大学との業務実施契約による専門家派遣

等（総括／教師教育、教授法、理科教育、算数教育、生物教授法、化学教授法、物理教授法、

数学問題解法、指導書開発、指導書配布管理、研修管理）を行ってきた。 
 
２．協力内容 
（１）上位目標 

小学校教員が初等教育の新カリキュラム下で TG を活用して教えることができる。 
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（２）プロジェクト目標 
開発された TG が小学校で活用されるとともに、TG を活用した教授法の講義が教員養成

校 TTC で実施される。 
 

（３）成果 
１）初等教育第 4～6 学年の主要 7 教科（イスラム、ダリ語、パシュトゥ語、英語、算数、

理科、社会）及び第 3 学年のイスラムの TG が開発・印刷され、全国に配布される。 
２）教員養成課程（第 1～9 学年）における合同理科教授法、算数・数学教授法、算数・

数学問題解法について、シラバスが完成するとともに、TG を活用した 3 種類（教授資

料、授業案、生徒用資料）の教材が開発され、TTC 間で共有される。 
 

（４）投入（終了時評価調査時点・一部確定した予定を含む） 
１）日本側 

 ・短期専門家 12 名（93.47MM） 
 ・研修員受入れ 9 名 
 ・運営経費等 158,333 千円 

２）相手国側 
 ・C/P 配置 累計 164 名（指導書等執筆者を含む） 
 ・プロジェクト事務所の提供 

Ⅱ．終了時評価調査団の概要 

調 査 者 
団  長：江口 秀夫 JICA 人間開発部基礎教育グループ 次長 
評価企画：江崎 千絵 JICA 人間開発部基礎教育グループ基礎教育第一課 
評価分析：伊藤 美保 インテムコンサルティング（株） 

調査期間 
2010 年 5 月 19 日～5 月 27 日 
（コンサルタント団員 2010 年 5 月 15 日～5 月 27 日） 

評価の種類：終了時評価

Ⅲ．終了時評価調査結果の概要 

１．プロジェクト目標の達成状況 
（１）プロジェクトのアウトプット 

１）初等教育第 4～6 学年の主要 7 教科（イスラム、ダリ語、パシュトゥ語、英語、算数、

理科、社会）及び第 3 学年のイスラムの TG が開発・印刷され、全国に配布される。 
 

＜TG の開発状況＞ 
終了時評価調査時点の 2010 年 5 月現在では、第 3～6 学年のイスラム／シーアのパシ

ュトゥ語のみ修正中であるが、その他すべての TG、すなわち第 4～6 年の主要 7 教科（イ

スラム、ダリ語、パシュトゥ語、英語、算数、理科、社会）及び第 3～6 学年のイスラ

ム／スンニのパシュトゥ語・ダリ語と、第 3～6 学年のイスラム／シーアのダリ語につ

いては開発完了後、CTD による承認を得ている。また、その一部はすでに出版会社へ印

刷に出されている。 
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＜TG の印刷・配布時期＞ 
終了時評価時点では、すべての TG の印刷、全国配布はなされていなかった。その原

因としては、TG の承認が大幅に遅れたことが挙げられる。 
TG の承認遅延の理由としては、2009 年 2 月 24 日の合同調整委員会（Joint Coordination 

Committee：JCC）において、教育省による TG の再監修の必要性が合意され、再校閲に

時間を要したこと、TG 表紙に示す教育省側のロゴについて関係部局内での調整が長引

いたことが挙げられる。 
2010 年 5 月現在の計画では、ダリ語については 2010 年 5 月末までに、パシュトゥ語

については 2010 年 6 月までに出版会社へ印刷に出され、TG の印刷及び梱包は 2010 年 7
月末までに終える予定である。 

なお、TG の配布に関し、2007 年 7 月に日本国政府と「ア」国政府間で合意された討

議議事録（Record of Discussion：R/D）に基づき、当初 TG の印刷・梱包費は我が国の負

担とし、TG の配布は教育省による負担とされていた。しかし、2010 年 1 月 25 日に実施

された第 4 回 JCC における副大臣の発言により、先方の予算措置が困難であることが明

らかになったため、TG の印刷、梱包費の他、印刷所から各州の州教育局（Provincial 
Education Development：PED）までの輸送費をプロジェクト負担、PED から学校までの

配布は教育省の責任、経費負担において行うことが合意されている。PED までの配布は

2010 年 8 月末までに行われる予定である。 
 

＜言語別学校数と TG 印刷計画数＞ 
学校数の増加に伴い印刷数も増加すること、教員数のより多い州都の学校に 3 セット、

州都以外の学校に 2 セット TG を配布することが計画されている（計 22,218 セット）。

また、世界銀行（World Bank：WB）による現職教員研修 2（In-Service Teacher Training 2：
INSET 2）や NGO によるマスタートレーナー研修（計 2,328 セット）、及び TTC の現職

教員研修を通じた配布も計画されており（計 5,454 セット）、合計 30,000 セットが配布

予定である。 
 

＜サンプル小学校教員による TG の質に関する回答結果＞ 
モニタリングのためにサンプル小学校には TG が配布されており、プロジェクトによ

って、2010 年 3～4 月、カブール市、ナンガルハール州、バルフ州サンプル小学校各 5
校において、4～6 学年担当の教員に質問票調査が実施された。「TG は授業に必要な知

識を提供しているか」「Lesson flow は生徒のレベルに合っているか」「章末問題の量と

レベルは適当か」など TG の質に対する質問の回答の平均は PDM 成果指標である 3 を上

回っている。 

サンプル小学校教員による TG の質に関する質問票の回答の平均 

4 段階評価（1：「全く同意しない」～4：「強く同意する」） 

 カブール市（N=44） ナンガルハール州（N=57） バルフ州（N=46）

TG の質 3.46 3.74 3.68 
出典：プロジェクトモニタリング報告書 
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TG を使用した教員の多くは、TG に十分な知識・情報が含まれていることや、平易な

言葉づかいにより、内容をよく理解できることなどを高く評価している。 
 

＜サンプル小学校教員による TG の有用性に関する回答結果＞ 
同上の質問票調査において、「TG は実際の授業及び準備に役立っているか」「Lesson 

flow は授業時間を管理するのに役立っているか」「練習問題は生徒に宿題を与えるのに

役立っているか」等 TG の有用性に対する質問の回答の平均はプロジェクト・デザイン・

マトリックス（Project Design Matrix：PDM）の成果指標である 3 を上回っている。 

サンプル小学校教員による TG の有用性に関する質問票の回答の平均 

4 段階評価（1：「全く同意しない」～4：「強く同意する」） 

 カブール市（N=44） ナンガルハール州（N=57） バルフ州（N=46）

TG の有用性 3.57 3.83 3.73 
出典：プロジェクトモニタリング報告書 

 
TG を使用した教員の多くは、授業時間の管理に役立つレッスンフローや、授業案作

成における有用性、十分な基礎情報について高く評価している。 
２）教員養成課程（第 1～9 学年）における合同理科教授法（Joint Teaching Science）、算数・

数学教授法（Teaching Method of Math）、算数・数学問題解法（Solving Math Problems）
について、シラバスが完成するとともに TG を活用した 3 種類（教授資料、授業案、生

徒用資料）の教材が開発され、TTC 間で共有される。 
 

＜TTC 教材の開発状況＞ 
シラバスに関しては、2008 年 7 月の TED 局長とプロジェクトとの合意内容に基づき、

すでにインドで開発された TTC 教員養成課程のシラバスが、日本人専門家によって精

査、確立された。 
確立されたシラバスに基づいて TTC 教材の開発が進められているが、評価時点では最

終版の完成には至っていない。2010 年 5 月現在、合同理科教授法、算数・数学教授法、

算数・数学問題解法にかかる TTC 教材の開発状況は、教授資料については英語版が開発

を終え、ダリ語へ翻訳中である。授業案と生徒用資料についてはダリ語版のドラフト開

発が完了し、日本人専門家と授業案作成者との間で協議修正中であり、2010 年 6 月末ま

でには全 TTC 教材最終版の完成、承認が行われる見込みである。 
TTC 教材の開発遅延の原因としては、TTC の新しいカリキュラムの確定が遅れたこと

（2008 年第 1 四半期に確定）、同年 7 月に開催された JCC で当初開発予定以外の教材も

開発対象となることが決定するなど成果も変更となったこと、2009 年 7～10 月は安全対

策上の理由で日本人専門家の派遣ができなかったことが挙げられる。 
 

＜TTC 教材の共有＞ 
指標 2-2「STTC 及びモニタリング州の TTC 教官の 70％が開発した教授資料及び授業

案を利用する」及び指標 2-3「STTC 及びモニタリング州の TTC 教官による、教授資料、



v 

授業案、生徒用資料の質の質問票の回答の平均が 3 以上となる」に関しては、TTC 教材

が承認されていないため、配布されておらず検証できなかった。 
しかしながら、プロジェクトでは 2010 年 6 月末に、TTC 教材を紹介するためのワー

クショップが計画されており、42 の全 TTC から各 5 名ずつ（校長、数学、物理、化学、

生物担当教官）合計 210 名の参加者を予定している。ワークショップで TED からの承認

を受けた TTC 教材最終版を紹介できるよう作業が進められている。 
 
（２）プロジェクト目標 

開発された TG が小学校で活用されるとともに、TG を活用した教授法の講義が TTC で

実践される。 
 

＜TG の活用＞ 
成果 1 の発現のとおり、TG の質と有用性については指標の達成目標を上回る成果が出

ており、結果として、カブール市、ナンガルハール州、バルフ州のサンプル小学校各５校

において、目標値である 70％を超える教員が TG を活用していることが確認されている。

また、TG を使った教員の授業の改善や一部学習者のテストの改善も見られることから、

TG が全国に配布されることにより活用が見込まれる。ただし、評価時点において TG が印

刷に出される状況にあり、配布が遅れていることにかんがみると、残りのプロジェクト期

間内にプロジェクト目標が達成されることは困難である。早期に TG が全国に配布される

こと、ドナーとの連携により現職教員研修に組み込まれることを通して学校での活用を促

進することが、プロジェクト目標の達成に必要である。 
 

＜TTC 教材＞ 
現在シラバスと TTC 教材が開発され、承認の段階にあり、今後 TTC 教材が共有されて

いく予定にあるため、評価時点ではプロジェクト目標は達成していない。しかしながら、

一部教官は TTC 教材の授業案作成や本邦研修、JICA-Net を活用した TV 遠隔講義等を通じ

て TG のコンセプトを使った教授法を理解しつつあり、今後計画通り TTC 教材が承認され、

共有されていくことにより、プロジェクト目標の達成が期待される。 
 
（３）上位目標 

小学校教員が初等教育の新カリキュラム下で TG を活用して教えることができる。 
 

現時点では、TG が全国に配布されていないため、上位目標の達成にはまだしばらく時

間が必要である。しかしながら、上位目標達成の促進要因とみられるいくつかの点が、以

下のとおり確認されている。 
・教育省は TG を教員のためになる価値ある教材だと高く評価しており、小学校での教員

の教え方、子どもの学びの変化を引き出すためには、TG 配布後のモニタリングが重要

であると認識している。 
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・TG の配布を研修とともに行うなど、様々な機会を利用して、教育省内及び他の関係機

関との連携により、TG の活用が促進されることが見込まれる。 
 
２．５項目評価 
（１）妥当性：非常に高い 

・ 教育の質を保つために、新カリキュラムに沿った TG が必要不可欠であること、TTC
では特に新しい概念である教授法については教材もないことから需要が高く、本プロ

ジェクトは教育省の CTD と TED、受益者である小学校教員と TTC 教官のニーズに合

致したものであったといえる。 
・ アフガニスタン国家教育戦略 5 カ年計画（National Education Strategic Plan for 

Afghanistan ：NESP）は、新カリキュラムに沿った授業を行うための教材が不足してい

ることから、小学校教員と TTC 教官のニーズに応じた、TG と教員養成のための教材の

開発を、重点事項として位置づけている。また、日本政府及び JICA は、開発途上国で

の教育の質向上のための教員養成等への支援を重視している。よって本プロジェクト

は、「ア」国と日本両国の開発計画、政策と整合しているといえる。 
・ TG や TTC 教材の配布は全国をターゲットとしているが、現場のニーズや受益者からの

フィードバックを得るためにモニタリング地域が設定され、定期的なモニタリングが

行われたことは、開発課題に対する効果を上げる手段として適切だったといえる。 
 
（２）有効性：中程度 

・ プロジェクト目標の達成状況で述べたとおり、設定された 2 つの成果は、徐々に発現

してきている。しかしながら、評価時点において TG が印刷に出される状況にあり、配

布が遅れていることにかんがみると、残りのプロジェクト期間内にプロジェクト目標

が達成されることは困難である。 
・ TG の配布と活用に関しては、当初、教育省、開発パートナーや NGO との連携によっ

て行うことを想定していたことから、本プロジェクトのフレームワークとしては TG 開

発と配布を成果としており、もう一つの成果である TTC 教材の開発・共有と併せてプ

ロジェクト目標を達成するためには十分であった。一方で、開発パートナー側の人事

異動等、連携の難しさがあったことが、TG 活用促進の遅れにつながり、プロジェクト

の有効性に影響を与えた。 
・ サンプル小学校への定期的なモニタリングは、TG を活用しようという教員のモチベー

ションを持続させることにつながったこと、STEP 1 で開発された 1～3 学年の TG を使

用した教員が TG の良さを理解していることが、4～6 学年の TG 活用にもつながったこ

となどは、プロジェクト目標を達成するための促進要因として挙げられる。 
 

（３）効率性：中程度 
「ア」国、日本両国からの投入とすべての活動は成果達成に貢献している。プロジェク

トの効率性に影響を与えた要因は以下のとおりである。 
・ 教育省内で校閲基準のないまま作業が進み、TG の校閲、再校閲に長期間を要した。 
・ TTC の新しいカリキュラムが確定し、実際に教材の作成が開始できたのが、プロジェ
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クト開始後 1 年も経過した後だったこと、安全対策のため、タイミングの良い日本人

専門家の派遣ができなかったことは、TTC 教材の開発を大幅に遅らせる要因となった。

・ CTD の TG 開発メンバーの STEP 1 から蓄積された TG 開発の知識と技術はプロジェク

トの財産であり、彼らの能力が十分に発揮されたこと、TG に関するコメントを小学校

教員から得るために定期的なモニタリングを行ったことは、質とともに有用性の高い

TG の開発に貢献したといえる。 
・ プロジェクトローカルスタッフの有効活用により、日本人専門家がいない間のモニタ

リングやプロジェクト運営が効率的に行われたこと、JICA-Net の有効活用により、必

要な専門性を持つ日本人専門家を現地のニーズに合わせて投入できたこと、他の JICA
研修とうまく連携することで、TG のより有効な活用を引き出せたことなどは、実施プ

ロセスの効率性を高める要因として挙げられる。 
 

（４）インパクト：正のインパクトが見込まれる。 
・ TG と TTC 教材の活用促進のための活動が、教育省のイニシアティブの下で関係機関と

連携しながら円滑に行われれば、上位目標は達成されることが見込まれる。 
・ いくつかの学校で、指導力向上のために TG を活用した授業研究が自発的に行われてい

ること、またサンプル小学校にて TG を使用した教員が、指導書の質と有用性に関して

高く評価していることは、教育省からの適切な支援を得て、指導書ユーザーズマニュ

アルとともに TG が配布されれば、教員が TG を活用する可能性が高いことを示してい

る。 
・ TED は TG の活用を他の開発パートナーの活動に含めるよう働きかけており、いくつ

かの NGO は、STEP 1 により開発された 1～3 学年の TG を活用した経験があることか

ら、彼らの活動の中で TG を活用することに関心を示している。これらのことを考慮に

入れると、プロジェクトの結果を最大限に活かすために関係機関と連携することは、

上位目標達成の促進要因になると考えられる。 
・ TG 開発メンバーは、他の開発パートナーが開発した 7～9 学年の TG を、プロジェクト

で培った知識と技術を使って現在改訂中であり、正のインパクトが発現しているとい

える。 
・ 阻害要因としては、上述のとおり教育省によるイニシアティブに期待しつつも、援助

協調の枠組みがないなか、教育省のリーダーシップの発揮に課題が残ることや、「ア」

国のような脆弱国においては政情や治安状況の変化により上位目標の達成に困難が生

じる可能性が考えられる。 
 

（５）自立発展性：予算措置や人事を含め、組織能力がさらに強化されれば、自立発展性が見

込まれる。 
・ 政策レベルでは、NESP 1389-1393/2010-2014 のドラフトの中で、教え方と生徒の学力向

上のための教員研修と、現場のニーズに基づいた TG の開発と改訂の重要性について明

記されており、TG や教員教育の必要性にかかる政策は、協力終了後も継続すると判断

できる。 
・ TG 開発メンバーの能力は、STEP 1 及び STEP 2 を通して向上しており、自分たちで TG
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を開発、改訂することが可能である。これは、プロジェクトを通してオーナーシップ

が強化された結果であると考えられる。よって、CTD の技術面での自立発展性は高い

と判断できる。 
・ TTC 教官の能力に関しては、プロジェクトでの実践的な活動の結果、STTC 教官は徐々

に教材開発の能力を高めており、基礎的な能力は備えたといえる。しかしながら、STTC
及び TTC 教官が実用的な授業を行う能力は、開発された教材を十分に活用することで、

さらに強化されることが必要である。 
・ 財政面に関しては、「ア」国が復興プロセスの段階にあり、国際社会からの財政支援に

非常に頼っている状況にかんがみると、自立への道のりにはまだ時間が必要である。 
 

３．効果発現に貢献した要因 
（１）計画内容に関すること 

両国の開発計画、政策と整合し、受益者ニーズに合致した計画内容であったことが挙げ

られる。 
 
（２）実施プロセスに関すること 

①TG 開発への教育省と CTD の高いオーナーシップ、②C/P のオーナーシップを尊重す

るプロジェクトのアプローチ、③質の高い TG 開発及び TG の活用促進に寄与した定期的

なモニタリング、④STEP 1 から蓄積された TG 開発の知識と技術の活用や、1～3 学年の

TG を使用した教員による TG の活用促進に見られるように、STEP 1 からの成果を十分に

活用したことが挙げられる。 
 
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 

特段の阻害要因は見当たらない。 
 
（２）実施プロセスに関すること 

①教育省内の関係部局間での連携、調整の不足、②基準のない TG の校閲、③TTC の新

カリキュラム確定の遅れ、④安全対策のため、タイミングの良い日本人専門家の派遣がで

きなかったことが挙げられる。 
 
５．結 論 

治安の変化等の制約要因がありながらも、「ア」国側・日本側双方のたゆまぬ努力の結果、

本プロジェクトの目標はある程度達成されつつある。具体的には、TG の開発はほぼ終了し、

教育省の承認を経て今まさに印刷されようとしている状況にある。CTD を中心とする TG 開発

メンバーの高いオーナーシップが TG の開発を可能とし、また実際に TG を使った教員からの

評価が高かったことは TG 開発メンバーにとって誇らしい結果であると考える。その意味から

も、TG の速やかな印刷と配布を行うことが必要とされているが、TG の印刷が遅れているため

に、残りのプロジェクト期間に全国の小学校に配布を終えることは困難と判断される。したが

って、「ア」国側とプロジェクト側の努力により配布を終了するには、プロジェクト期間を 2010
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年 12 月まで延長することが望ましいとの結論に調査団は至った。 
また、TTC 教材については、まだ今後のプロジェクト内の調整及び TED による承認が残さ

れており、関係者の継続的な努力が必要とされる。他方で TTC 教材開発のプロセスにおいて、

STTC 教官が自信を醸成し、自ら作った資料が他 TTC とも共有され活用されることを切に願っ

ていることは、今後残りの活動期間での作業を前向きなものとすると考えられる。 
 

本プロジェクトの成果である TG・教材は、現場の教員、教官たちの手に渡り活用されて初

めて価値を発揮するものである。更には、開発された TG・教材を通じて教員や教官の授業が

変化し、最終的な裨益者である子ども達、学生達の学びが変わることが重要である。 
調査団は今回の評価作業を通じて、関係者が共通認識を持っていることを確認し、最終目標

に向け、プロジェクト関係者の継続的な取り組みが期待される。 
 

Ⅳ．提 言 

（１）TG の確実な配布（プロジェクト期間中の取り組み） 
TG は今、印刷に向けた最終原稿の確認が終わり、まさに印刷にかけられようとしてい

る。プロジェクトは印刷終了後、速やかに梱包・配布を行い、確実に学校に送付されるよ

う準備する必要がある。配送については当初教育省の実施事項であったが、配送経費の負

担が困難であることが明らかになった。復興期における「ア」国において、教育予算の大

半をドナーに頼っている現在、このような状況は配慮されるべきであると考えられる。TG
は配られ、教員の手に渡ってこそ意義があるとの考えから、現在州までの配布経費をプロ

ジェクトが負担するとされているものを、郡までの配布経費の負担検討を JICA に対して

提言する。その場合においても、郡から学校までの配布については、教育省が責任を持っ

て行うことが条件とされ、教育省の強いコミットメントが重要である。したがって、プロ

ジェクトで実施予定の PED 対象のワークショップの場を有効活用し、学校までの確実な配

布が行われるよう注視していくことをプロジェクト及び「ア」国側両方に対して提言する。

 
（２）TG の活用（プロジェクト期間中及びプロジェクト期間終了後の取り組み） 

１）様々なステークホルダーとの連携 
プロジェクトはこれまでの様々なステークホルダーとの連携により、TG が活用され

る道を探ってきた。現在は TTC 経由の配布や他ドナーの支援を受け TED が実施する研

修での TG 活用を意図したマスタートレーナー研修を通じての配布が検討されている

が、これら実施には教育省の全面的なリードが必要である。したがって、教育省の関連

部局はプロジェクトと連携の上、TG を広く周知する手立てを検討するとともに、教育

省のイニシアティブにより、TG が教員教育に組み込まれていくことを提案する。 
２）「ア」国側によるモニタリングの必要性 

プロジェクトでは有用な TG の開発のため、積極的なモニタリングを行ってきたが、

今後 TG の活用を促すためのモニタリングも重要になってくる。本プロジェクトでは TG
活用マニュアルを作成されたが、TG の効果的な活用を推進するには、開発に携わった

CTD や教員教育に携わる TED 両者の関与、加えて州・郡教育局スタッフの関与がより
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一層重要である。 
現在は主にプロジェクトスタッフによるモニタリングが行われているが、プロジェク

ト終了後も TG が活用されていくためには、同モニタリングに「ア」国側 C/P も参加し、

TG の活用状況やより効果的な活用方法を指導していくことが不可欠である。 
したがって、プロジェクトの残り期間において、「ア」国側 C/P の積極的なモニタリ

ングへの参加を促すことを提言する。 
 
（３）TTC 教材の速やかな承認と活用に向けたワークショップの実施とモニタリングの必要性

（プロジェクト期間中の取り組み） 
TTC 教材はほぼ開発が終わり、TED の承認を行う段階にある。教員教育に関連しては当

初予定したカリキュラムからの変更や、TTC テキストが新たに開発されるなど、プロジェ

クト実施中の様々な動きが見られ、プロジェクトで開発した TTC 教材がその動きの中でど

のように位置づけられるべきなのかも併せて検討される必要がある。 
この点については TED の的確な采配を期待するとともに、TED による承認後は、同資

料を共有するワークショップが速やかに開催されることを提言する。 
また、教授法自体が TTC 教官にとって新しいものであり、多様性に富むものであること

から、ワークショップを通じた資料の共有後は、それが実際にどのように活用されている

のか、どう活用されていくべきなのか、プロジェクトはモニタリングを通じた活用の実績

を積み上げ、TED と共有していくことが肝要である。 
 
（４）開発教材の校閲基準の明確化（プロジェクト終了後の取り組み） 

今般、関係者の尽力により TG の最終承認を終え、印刷できる段階まで到達することが

できたが、この作業に有した時間は 1 年以上と長きにわたった。一つには精度の高いもの

を開発したいという「ア」国側の強いコミットメントがあったことは認められるが、時に

は同様の作業が何回も繰り返されたことは否めない。これはひとえに、校閲基準が明確化

されていないことによるものと推察される。 
開発教材は質を保つ必要があることは当然ではあるが、現場で活用されてこそ意義があ

るものであり、校閲基準の明確化を行うことがより迅速な便益の広がりにつなげることを

「ア」国側に対して提言する。 
 

Ⅴ．教 訓 

（１）多角的な視点を導入した TG 開発 
本プロジェクトでは、TG 開発において授業観察、ビデオ観察、インタビュー、テスト

等多角的な方法がとられ、それが有効な TG 開発に結びついたと考えられる。今後他の TG
開発案件にとっても示唆のある取り組みであった。 

なお、「ア」国側の能力が追いつかないため、これら作業をほぼ日本側が実施したが、

他国で適応するにあたっては、先方を巻き込み、先方のリソース（人、物、資金等）に合

わせた投入の検討が必要である。 
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（２）TG 活用促進 
本プロジェクトでは、研修コンポーネントが入っていなかったため、TG の開発ととも

にユーザーズマニュアルの開発を行った。現時点ではユーザーズマニュアルの効用は明ら

かではないが、ある程度、集中的な研修を代用するものとして、その可能性が期待される。

なお、これらツールを作成するにしても、TG やこれらマニュアルの活用に結びつける

最小限のモニタリングは組み合わされることが必要と考えられる。 
 

（３）遠隔講義の活用 
治安という制約要因を克服するためのみならず、必要なニーズにタイムリーに応えるツ

ールとして遠隔講義は有用であった。 
 

（４）多様な関係者との連携 
援助協調の枠組みがないなかで、プロジェクトの成果を広げることは困難が伴うことか

ら、様々なステークホルダーとの広範かつ継続的、十分なコミュニケーションの構築が必

要である。 
 




