
 

 

評価調査結果要約表（中間レビュー） 
 

１．案件の概要 

国名：ミャンマー連邦共和国 
案件名：ミャンマー連邦共和国児童中心型教育強化プロジ

ェクトフェーズⅡ 

分野：教育 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：JICAミャンマー事務所 
協力金額（開始から2009年度までの累積）：1億8,200万円 

全体協力期間の協力金額（計画）：約3億8,000万円 

協力期間 

2008年9月～ 

2012年3月 

（3.5年間） 

相手先機関：教育省（Ministry of Education：MOE）教育計

画訓練局（Department of Educational Planning 

and Training：DEPT） 

国内協力機関： 

他の関連協力： 

１－１ 協力の背景と経緯 

JICAは1997年から、ミャンマー連邦共和国（以下、「ミャンマー」と記す）の基礎教育の質の

向上への支援を継続的に実施している。1997年から1999年にかけて個別専門家「基礎教育カリ

キュラム改善」を教育省に派遣し、①理科の復活、②地理及び歴史の社会科への統合、③総合

学習の新規導入に関する提言を行った。教育省はこれらの提言を受け、2000年に初等教育カリ

キュラムを改訂している。また、教育省がめざす児童中心型教育（Child Centered Approach：CCA）

導入のために、2001年から2004年まで開発調査「基礎教育改善計画調査（Myanmar Basic Education 

Sector Study：MBESS）」を実施し、①CCAを導入・普及するための教員用指導書の開発（理科、

社会科、総合学習）、②教員養成大学（Education College：EC）の強化方策の提案、③小学校整

備計画の策定、等の活動を行った。さらに、2004年から2007年にはCCAを実際に学校現場に普

及するためのパイロットプロジェクトとして、技術協力プロジェクト「児童中心型教育強化プ

ロジェクト（the Project for Strengthening Child-Centered Approach：SCCA）」を実施し、①カスケ

ード方式による現職教員研修の導入、②学校やクラスターで教員が自主的に学び合う自主研修

制度の導入、③ECの学生にCCAの概念を導入するための研修モジュールの開発、④CCAの観点

に立った評価方法の開発、等の活動を行った。総じて、SCCAでは、試行的にCCAの現職教員研

修を導入するうえで一定の成果を達成したといえる。しかし、比較的に短期間においてミャン

マー独自の力によるCCAの全国普及を実現するためには、上記のモデルを更に発展・改善し、

CCA普及のスピードの向上並びに低い研修コストでの効果・効率的なCCA現職教員研修の実施

が求められている。また、カウンターパート機関である教育計画訓練局（Department of Education 

Planning and Training：DEPT）は、新たな教科の教員用指導書の作成を強く要望しており、特に

算数の教師用指導書作成のニーズが高い。 

以上のような背景から、ミャンマー政府は2007年8月に上記技術協力プロジェクトの後継案件

である本案件の実施を要請した。 

 

 

 



 

 

１－２ 協力内容 

 （1）上位目標 

2015年までにミャンマー全国の90％の小学校にCCAが普及する 

 

 （2）プロジェクト目標 

教育省がCCAを全国規模で普及していくための仕組みが確立する。 

 

 （3）成 果 

1．CCA全国普及のための教員養成体制が強化される。 

2．CCA全国普及のための現職教員研修体制が確立する。 

3．自主研修活動（クラスターミーティング、学校ミーティング）を通して授業改善を継

続していくための仕組みが確立する。 

4．算数の教員用指導書及び普及研修用教材が開発される。 

 

 （4）投入（評価時点） 

＜日本側＞ 

専門家： 計51.07人/月 

機材供与：PC、プリンター、プロジェクター等、BERDC整備とCCA普及に必要な資機材

研修：  本邦研修   6名（1コース） 

 

＜相手国側＞ 

カウンターパート人員の配置：10名（常勤） 

40名（非常勤） 

 

２．評価調査団の概要 

調査者 

担当分野 氏 名 職 位 

宮本 秀夫 総括/団長 JICAミャンマー事務所 所長 

西方 憲広 教育開発 JICA国際協力専門員 

角田 和之 教育企画 JICA人間開発部基礎教育第一課 職員 

松岡 源 協力企画 JICAミャンマー事務所 所員 

長谷川 さわ 評価分析 株式会社日本開発サービス 

調査期間 2011年1月16日～2月4日 評価種類：中間評価 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

 （1）成果1～4の達成状況及び達成見込みは以下のとおりである。 

1）成果1：CCA全国普及のための教員養成体制が強化される。 

全国20校のECのうちモニタリングを行った14校のECにおいて、プロジェクトで作成し

たCCA改訂モジュールを使った授業が実践されており、約90％の学生がCCA理解度テス



 

 

トに合格している。また、EC教官に対するさまざまな能力強化研修が行われ、各EC教官

によって授業研究が継続され、授業改善のための取り組みが行われている。現在の状況

から、プロジェクト終了までに指標は達成する見込み。 

 

2）成果2：CCA全国普及のための現職教員研修体制が確立する。 

5種類のCCA現職教員研修パッケージが開発され、3年次実施対象のタウンシップでの

研修が終われば、CCA全国普及に向けて200名のマスタートレーナー、1,800名のクラスタ

ートレーナーが訓練され、フェーズⅡ対象タウンシップの90％の小学校教員が、CCA現

職教員研修を受講することになる。残りの期間でフェーズⅡ対象タウンシップへの研修

及びフェーズⅠ対象タウンシップへのフォローアップ研修が終了すれば指標は達成する

見込み。 

 

3）成果3：自主研修活動（クラスターミーティング、学校ミーティング）を通して授業改

善を継続していくための仕組みが確立する。 

タウンシップによってクラスターミーティング・学校ミーティングでの自主研修活動

（授業研究、CCA授業の予習・復習、教材の紹介等）の実施度合いに差があり、全体的

にクラスターミーティングに比べ、学校ミーティングの実施率が低い。自主研修活動を

支援するためのリソース教材は基礎教育リソース開発センター（Basic Education Resource 

Development Center：BERDC）によって開発され、DEPTによって各タウンシップに配布

されている。ATEO（Assistant Township Education Officer）による各学校のモニタリングは、

既存のモニタリング・システム［ATEOが各学校を3カ月ごとに訪問し、基礎教育局

（Department of Basic Education：DBE）にモニタリング報告書を提出］による報告書の提

出率が約30％ほどであるため、既存のモニタリング機能を強化するための措置を行うか、

モニタリングは各学校・クラスターからの報告をメインとするように変更するか、対策

が必要。 

 

4）成果4：算数の教員用指導書及び普及研修用教材が開発される。 

小学校の全学年の50％以上のユニットを網羅した算数指導書が作成されており、プロ

ジェクト終了までに作成は完了する見込み。今後、小学校教員に対する算数指導書活用

の研修を実施していく予定。現在の状況から、プロジェクト終了までに指標は達成する

見込み。 

 

３－２ 評価結果の要約 

 （1）妥当性 

ミャンマーの教育政策である「Thirty Year Long Term Basic Education Development Plan

（2001～）」「Education for All National Action Plan（2003-2015）」、日本の対ミャンマー経済

協力方針における位置づけにも変更はなく、それぞれの政策と本プロジェクトの上位目

標・プロジェクト目標との整合性は維持されている。 

開発ニーズについては、カウンターパート（Counterpart：C/P）やEC教官のCCAに対する



 

 

ニーズは高く、現場の教育行政官、小学校校長、教員のニーズは個人によって異なる面が

あるが、おおむねプロジェクトはターゲット・グループのニーズを満たしている。 

プロジェクト・デザインの適切性について、教員養成大学（EC）強化、現職教員研修、

自主研修活動の3アプローチ自体は適切であるが、1つのプロジェクトで3つのアプローチを

同時に進めることは、カバーする範囲や業務量が多大になるため、プロジェクト・ベース

で投入量や活動実施、成果達成を考えた場合、業務が過剰になるといえる。 

 

 （2）有効性 

プロジェクト目標（教育省がCCAを全国規模で普及していくための仕組みが確立する）

の達成見込みについては、現在の指標の達成状況から判断すると、終了までに達成される

見込み。ただ、指標が主に成果2の達成にしか連動していない指標であるため、成果3の達

成にも連動した指標も加味する必要がある。今後も引き続きプロジェクト目標の進捗と達

成について検証していく必要がある。 

 

 （3）効率性 

本プロジェクトに対する日本側・ミャンマー側の投入は、量、質、タイミングともおお

むね適切で、すべての投入は十分に活用されている。投入に対するアウトプットの産出状

況も問題ないといえる。メインの活動である現職教員に対する研修など、プロジェクトで

提供している各種研修では、参加者への日当等が通常よりも低く抑えられているため、低

コストで活動が実施されているといえる。また、開発調査時代から長くCCA活動に従事し

ているカウンターパートが多く、DEPT局長をはじめ、現場で専門家と一緒に業務を行って

いるBERDCスタッフまでプロジェクトの内容をよく理解しており、円滑な活動実施につな

がっている。反面、ミャンマー側から許可を得なければならない問題（ビザの取得、地方

出張など）もあり、円滑な実施の妨げになることもある。 

 

 （4）インパクト 

上位目標（2015年までに国全体の90％の小学校にCCAが普及する）の達成による本プロ

ジェクトのインパクトを測るのは現時点ではまだ早いが、現在、その達成に向けて正しい

軌道にあるといえる。CCA全国普及の政策・計画自体に変更はないため、プロジェクト終

了後、教育省が実際に計画どおりに進めていくかのコミットメントしだいとなる。 

CCAの全国普及により、小学校教師の指導能力向上による授業の質の向上、そして最終

裨益者である児童のパフォーマンスの向上という正のインパクトが期待される。児童のパ

フォーマンスについては、就学率、学習意欲、成績、理解力などが考えられるが、それら

の向上をどう図るかについてはプロジェクト終了までに検討する必要がある。 

 

 （5）自立発展性 

1）政策・制度面 

2011/12～2015/16年度の5カ年国家教育計画でCCA全国普及が計画されており、現職教

員に対するCCA研修は、プロジェクトで現在実施している方式から少し変更させて、中



 

 

央レベル、state/regionレベル、タウンシップレベルの3段階で、1年に90タウンシップずつ

実施していく予定。モニタリング・評価によって研修のフォローアップも行っていく見

込み。 

 

2）組織面 

上記5カ年計画の下で必要な人員等は配置される見込み。現在のカウンターパート機関

であるBERDCはプロジェクト終了後、DEPT内の「Teacher Education Section」として新設

される予定であり、カウンターパートはプロジェクト終了後も引き続きCCA普及活動に

従事する見込み。 

 

3）技術面 

カウンターパートであるBERDCスタッフは、CCAに関する技術的な知識・ノウハウ等

は既にもっており、プロジェクト終了後の全国普及において、マスタートレーナーも養

成されている。ただ、マネジメントに関しては現在、カウンターパートのうちプロジェ

クト・マネジャー一人に依っている面があり、全国展開の際には他のカウンターパート

もマネジメントに積極的にかかわっていけるよう、彼らのマネジメント能力を更に高め

る必要がある。 

 

4）財政面 

現在、教育省は上記5カ年計画の下での2012/13～2014/15年度のCCA普及計画予算案を

作成中であり、この予算案では教師用指導書（理科・社会・総合学習の3教科、計7冊）

及び研修教材の印刷費用、研修実施費用（参加者への日当・宿泊費も含む）等の費用が

計上されている。各種印刷物は現在のものより材料の質を下げてコストを抑えることに

している。この予算案が承認されるのは、省庁再編のあとになる。 

 

３－３ 結 論 

本プロジェクトの活動は順調に実施されており、教員養成大学（EC）の強化、現職教員に対

する研修実施、自主研修活動の促進、算数指導書の開発の各成果に関する活動が実施されてい

る。現時点でインパクトや持続性を判断することは時期尚早であるが、2015年までにCCAを全

国に普及させるという目標に向かって、正しい軌道にあるといえる。各成果のなかで達成状況

が低いと思われる自主研修活動の促進について、残りの協力期間で強化していき、引き続き本

件の活動を進めていくことが求められる。 

 

３－４ 提言及び教訓 

３－４－１ 提 言 

（1）CCA普及計画の策定に係る手順及び今後のスケジュール 

CCA普及計画のより円滑な計画策定のために、策定に係る手順及び今後のスケジュー

ルを明確にしておく必要がある。プロジェクトが次回合同調整委員会（Joint Coordinating 

Committee：JCC）においてCCA普及計画の草案をDEPT局長に提出し、これを踏まえ、DEPT



 

 

が2011年9月に開催予定のJCCにおいて、CCA普及計画の教育政策への統合、及び全国普

及に必要な予算措置・要員配置を含む計画策定に係る準備につき、その進捗を共有する

こと、を提案する。 

 

（2）PDMの改訂 

プロジェクトの現状にかんがみ、プロジェクト・デザイン・マトリックス（Project Design 

Matrix：PDM）の改訂を提案する。 

 

（3）適切かつ実現可能なモニタリングシステムの構築 

自主研修活動を適切に、かつ、継続的に支援していくためのTEO（Township Education 

Officer）/ATEOによるモニタリングに関し、プロジェクトによる改善に向けた提案・働き

かけはなされているものの、現時点で期待されたレベルのモニタリングシステムが構築

されているとは言い難い。ミャンマーにおける自主研修活動の定着・普及に向け、教育

省は、より適切かつ実現可能なモニタリングシステムについて引き続き検討する必要が

ある。 

 

（4）最終裨益者である児童への学力インパクトの確認 

「CCAは児童の学力にどのように裨益するのか」について、前述のようなモニタリン

グやエンドラインサーベイを通して確認する必要がある。その結果を踏まえ、CCAがミ

ャンマーのカリキュラムで求められている学力達成にどのように貢献しているのかにつ

いて、改めて関係者で分析・共通理解の形成を図り、CCAの全国普及プロセスにおける

啓発活動に役立てることが肝要である。 

 

３－４－２ 教 訓 

（1）ミャンマー側のC/P配属にみるオーナーシップの高さとプロジェクト成果 

本プロジェクトのそれぞれのコンポーネントに対し、専属C/PとパートタイムC/Pが多

く配属されている。また、開発調査時からのC/Pも勤務を続けており、CCAを十分理解し

た優秀なC/Pが多いといえる。このように、ミャンマー側がCCAの全国普及プロセスを見

据えつつ量的にも能力的にも十分なC/Pを配属したことが、本プロジェクトの活動実施及

び成果の発現に大きく貢献しているといえる。 

 

（2）ミャンマーの実態や研修目的に合った研修形態の選択 

本プロジェクトでは、フェーズⅠにおいて2層構造によるカスケード型の研修形態を採

り入れたが、結果的にEC教官に大きな負担がかかった。これを踏まえ、フェーズⅡでは

カスケードを1層増やすことにより、EC教官の負担を軽減する研修形態を導入した。また、

現職教員研修のコンポーネントにおいては、カスケード型研修でCCAの基本的な理解を

促しつつ、クラスター型研修でCCAの基本的な理解に基づく授業実践力を身につけるよ

うにデザインされている。 

このように、ミャンマーの実態や研修目的にふさわしい研修形態を選択したことによ



 

 

り、効果的・効率的な研修メカニズムの構築につながったといえる。 

 

（3）教室現場を重視した教師用指導書の開発メカニズム 

算数科教師用指導書の開発については、C/Pによる原案作成、C/Pによる実地検証、日

本人専門家とC/Pとの協議など、非常に丁寧なプロセスが導入されている。このプロセス

が、ミャンマーの実態に合致した汎用性の高い教師用指導書の開発に貢献しているとい

える。 

 

 




