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調査結果要約表 
 

１ 案件の概要 

国名：ガーナ共和国 案件名：現職教員研修運営管理能力強化プロジェクト 

分野：教育 援助形態：技術協力 

所轄部署：JICA ガーナ事務所 協力金額（評価時点）：4 億 1,900 万円 

先方関係機関：教育省、ガーナ教育サービス（GES） 

教師教育局（TED）国家 INSET ユニット（NIU） 

日本側協力機関：なし 
協力期間 

2009 年 6 月 15 日 ～ 

2013 年 3 月 14 日 

(3 年 9 カ月) 

他の関連協力：なし 

１－１ 協力の背景と概要 

ガーナ共和国（以下、「ガーナ」と記す）は、教育を国家開発における枢要と位置づけ、1992

年の憲法改正では｢基礎教育は国民の義務であり無償で提供される(Free Compulsory Universal 

Basic Education：fCUBE)｣と定める他、2004 年の教育白書からの一連の教育改革、2005 年のキ

ャピテーション・グラント1導入等を通じ、基礎教育の量的な拡充を優先的に取り組み、初等教

育における総就学率は、2006/2007 年には 9 割強に達した。しかしながら、教育の質の改善に

ついては多くの課題を残しており、特に公立学校の教員の質の低さ(基礎学力及び指導力不足)

は深刻であり、児童の学習理解の向上を妨げる最大の要因となっている。教員の質の低さの主

な要因としては、体系的な現職教員研修（In-Service Training：INSET)制度の未構築が挙げられ

ている。 

このような状況のなか、わが国はガーナ政府の要請を受け、2000 年 3 月から 2005 年 8 月ま

で技術協力プロジェクト｢ガーナ小中学校理数科教育改善計画(STM プロジェクト)｣、また、2005

年 12 月から 2008 年 11 月まで｢現職教員研修政策実施支援計画(INSET プロジェクト・フェーズ

1)｣を実施し、全国 138 郡のうちパイロット 10 郡を対象として、理数科の INSET モデル〔校内

研修(School-based INSET：SBI)/クラスター研修(Cluster-based INSET：CBI) 〕の開発、INSET

実施ガイドラインや教授法改善マニュアルの作成、実施体制･能力の強化、啓発･制度化支援等

を行った。 

これらのわが国の協力実績を受け、ガーナ政府は同 INSET モデルを全国展開する計画への支

援を 2007 年夏にわが国に要請してきた。これを受けて、JICA は INSET 全国展開プログラムの

円滑な実施を支援するために、体系的かつ質の高い INSET の運営管理体制の強化を目標とした

本プロジェクトを、2009 年 6 月から 2013 年 3 月までの予定で実施中である。 

今般、プロジェクト開始から 1 年 8 カ月が経過し、終了まで 2 年間強を残す中間地点にある

ことから、中間レビュー調査団を派遣することとなった。 

 

１－２ 協力内容 

(1) 上位目標 

                                                 
1  児童数に応じ、学校へ支給される補助金。 
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理数科分野における公立小学校教員の指導力が向上する。 

(2) プロジェクト目標 

理数科分野において、体系的かつ質の高い現職教員研修（INSET）を全国展開するための

運営管理体制が確立・強化される。 

(3) アウトプット 

1) 国家 INSET ユニット（National INSET Unit：NIU）の INSET に関する運営管理能力が強

化される。 

2) ナショナル・トレーナー（National Trainer：NT）の INSET に関する指導力が向上する。

3) 郡 INSET 委員会（District INSET Committee：DIC）の INSET に関する運営管理能力、

並びに郡教員支援チーム（District Teacher Support Team：DTST）の INSET に関する指

導力が強化される。 

4) INSET の体系化及び質の向上に向けたモニタリング・評価体制が確立・強化される。 

5) INSET 支援体制が強化される。 

(4) 投入（中間レビュー調査時） 

＜日本側＞ 

・ 専門家：チーフ・アドバイザー/INSET 制度 1、INSET 制度 2、INSET 計画・管理・調整、

理数科教育/SBI/授業観察 1、理数科教育/SBI/授業観察 2、モニタリング・評価、業務調

整 

・ 本邦及び第三国研修：2011 年 2 月までに 36 名のカウンターパート（Counterpart：C/P）

に対して、日本、ケニア及びウガンダで研修を実施した。 

・ 機材供与：プロジェクター、ビデオ・カメラ、デジタル・カメラ、発電機、デスクトッ

プ/ラップトップ・コンピュータ、プリンター、コピー機、FAX 機など 

・ 現地活動費：プロジェクト開始から 2011 年 8 月までにプロジェクト活動に必要な現地

活動費 2,396 万 7,000 円を負担することになっている（予定）。 

＜ガーナ側＞ 

・ C/P 配置：プロジェクト・ディレクター〔ガーナ教育サービス（Ghana Education Service：

GES）総裁〕、プロジェクト・マネージャー〔教師教育局（Teacher Education Division：

TED）局長〕、NIU プログラム・コーディネーター、NIU アシスタント・プログラム・

コーディネーター、NIU 内のナショナル・トレーナー（NT）4 名 

・ 事務職員 3 名（秘書 1 名、運転手 2 名）の配置 

・ TED 施設内に専門家及び C/P の執務室及び研修室の提供 

・ 州教育事務所（Regional Education Office：REO）、州レベルの NT、DIC、DTST、郡研修

担当官(District Training Officer：DTO)、郡教育事務所指導担当次長(Assistant Director of 

Supervisions：AD-Sups)、指導主事（Circuit Supervisor：CS）、校長（Head Teacher：HT）

及び教務主任（Curriculum Leader：CL）を対象としたオリエンテーション及び研修に必

要な費用の提供（110,037 ガーナ・セディ（Ghana Cedi：GH￠）2の提供（プロジェクト

開始から 2010 年 12 月までの総計。ただし、人件費及び各郡で措置した予算を含まない

数字））。 

                                                 
2  1GH￠=53.476 円（2011 年 7 月 1 日）。 
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・ INSET ソースブックの印刷・配布費（ソースブックの印刷：66,820 GH￠、ソースブッ

クの配布：8,084 GH￠）（プロジェクト開始から 2010 年 12 月まで） 

・ 郡レベルでのモニタリング活動に必要な現地活動費 11,904 GH￠の負担（プロジェクト

開始から 2010 年 12 月までの総計。ただし、人件費及び各郡で措置した予算を含まない

数字）） 

２ 評価調査団の概要 

担当分野 氏 名 所 属 

団長／総括 木藤 耕一 JICA ガーナ事務所 事業担当次長 

INSET 運営管理 又地 淳 JICA 国際協力専門員/ケニア理数科教育強化計画

プロジェクト アカデミック・アドバイザー 

教育政策 Mama Owusu JICA ガーナ事務所 教育アドバイザー 

評価企画 西畑 絵美 JICA ガーナ事務所 所員 

評価分析 平川 貴章 株式会社インテムコンサルティング 

調査者 

評価分析 2 梛野 耕介 JICA ガーナ事務所 在外評価専門員 

調査期間 2011 年 2 月 17 日～2011 年 3 月 10 日 評価種類：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 1： 

・ NIU の能力開発にかかる活動は、専門家チームによる技術移転を通じて実施された。本プ

ロジェクトはソースブック印刷の遅延に直面したものの、2010 年に計画された一連の研修

活動を完了させることができた。 

アウトプット 2： 

・ NT の能力開発にかかる活動は、NIU 及び専門家チーム間の緊密な調整のもと実施された。

地方分権化により、各郡が NT の指名・配置の責任をもつようになったため、本プロジェク

トは、第 2 バッチ郡が NT を任命することを支援し、INSET 指導及びモニタリングに関する

研修を通じて、78 名の新規 NT を育成した。 

アウトプット 3： 

・ DIC 及び DTST メンバーの能力開発にかかる活動に関しては、DIC メンバーは 1,020 名に到

達することになっており（6 名/郡×170 郡）、そのうち 60 名が 2008 年（前フェーズ）に育成

された。また、DTST メンバーは 1,380 名に到達することになっており（8 名/郡×160 郡 + 100

名3）、そのうち 100 名が 2008 年（前フェーズ）に育成された。本フェーズの DIC に関して

は、2009 年に 353 名（59 郡）、2010 年に 256 名（43 郡）の DIC メンバーが研修に参加した。

DTST に関しては、NIU 及び NT による編成チームにより、2009 年に 351 名（50 郡）、2010

年に 564 名（53 郡）が育成された。 

アウトプット 4： 

・ モニタリング・評価体制の確立・強化にかかる活動は、現在進行中である。 

                                                 
3  パイロット 10 郡に関しては、DTST の定員数は 10 名であるため、パイロット郡における DTST の総数は 100 名となる。 
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アウトプット 5： 

・ INSET 支援体制にかかる活動に関しては、さまざまな活動が実施された。本プロジェクト

では、INSET 全国展開計画に基づき、教育戦略計画（Education Strategic Plan：ESP）、及び

初中等教員の資質向上・管理政策（ Pre-tertiary Teacher Professional Development and 

Management：PTPDM）に INSET 活動を組み込むための働きかけを継続して行っている。ま

た、理数科教育強化－西部・東部・中部・南部アフリカ地域ネットワーク（Strengthening of 

Mathematics and Science Education－Western, Eastern, Central, and Southern Africa：SMASE-

WECSA）地域会議への参加を通じて、情報共有が行われた。しかしながら、TED の予算削

減のため、ニュースレターの発行はいまだ進められていない。 

プロジェクト目標： 

・ 指標の 1 つは、2011 年 2 月時点で第 1 回 CL 研修を実施した 18 郡（23 郡中）から収集され

たデータ4となっており、公立小学校 640 校のうち 139 校（21.7％）が SBI/CBI を年間「6

回以上5」実施した。 

・ 2009 年及び 2010 年に実施されたサンプリング調査6において、SBI/CBI に関する教員の満足

度は、4 段階（1-4）のレーティングで「2.48」から「2.67」に増加した。 

 

３－２ 評価結果の要約 

(1) 妥当性 

本プロジェクトの妥当性は、以下のような理由から高いと判断される。 

・ 本プロジェクトの方向性は、「中期国家開発計画（Ghana Shared Growth and Development 

Agenda：GSGDA）2010-2013」、「ESP 2010 – 2020 ドラフト」、「PTPDM ドラフト」の内

容と整合している。 

・ 本プロジェクトの方向性は、日本の援助政策である事業展開計画及び第 4 回アフリカ開

発国際会議（Fourth Tokyo International Conference on African Development：TICAD IV）の

内容と合致する。 

 

(2) 有効性 

以下のような理由から、プロジェクト目標で設定された指標（1）の目標値を達成すること

は極めて難しいと考えられる。一方で、質の面に関して、SBI/CBI に関する教員の満足度に

ついては、2009 年から 2010 年にかけて改善がみられる。 

・ 予算の制約が、INSET 全国展開プログラム（2009、2010 年）の日程及び質の確保に大

幅な影響を与えた。分権化により INSET 関連の予算の大部分が中央から郡へ移管された

ため、予算の確保は INSET 全国展開プログラムの円滑な実施にかかる最優先課題の 1 つ

であるが、国家予算の適時な支出は困難であることが判明した。実際に、承認された予

算は計画どおりに支出されず、中期支出枠組み（Medium Term Expenditure Framework：

                                                 
4  本データは、SBI/CBI の活動実施報告書（AIR）を通じて収集された。 
5  SBI/CBI の頻度の年間「6 回以上」は、各学期「2 回（以上）」実施したと仮定する。 
6  サンプリング調査は、NIU スタッフ及び NT によって、12 郡内の 48 校（パイロット 4 郡、第一バッチ 8 郡）で実施された。

各校において、校長 1 名、CL 1 名、教員 2 名（5 年生の理科、6 年生の算数）及び児童が対象グループとして設定されてい

る。 
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MTEF）も期待どおりに機能しなかったことが露呈した7。 

・ INSET を全国展開するための運営管理体制に関しては 2 つの視点、すなわち体系面及び

質的な面がある。体系面では、学校レベルでの SBI/CBI の頻度が測定されることになっ

ており、AIR を提出した 18 郡 640 校から抽出されたデータではあるが、年間 6 回以上の

SBI/CBI を実施した小学校の割合は 21.7％であった。一方で、質的な面は、SBI/CBI に関

する教員の満足度を 4 段階（1-4）のレーティングで測定する。実際には、質の高い INSET

が数年で実現できたかどうか測定することは困難であるものの、同レーティングは、2009

年から 2010 年にかけて 2.48 から 2.67 に増加した。すなわち、頻度は減ったが質的評価

はされており、また前述のように予算不足もあるため、SBI/CBI の頻度に関しては、全

国で達成するべき指標として適切であるかどうか精査する必要がある。 

 

(3) 効率性 

アウトプットを達成するための投入は、プロジェクト活動を計画どおり実施するように、

十分に配賦されていない。 

・ 本プロジェクト開始時、C/P として、NIU には 1 名のプログラム・コーディネーター及

び 6 名のメンバーが在籍していたが、同コーディネーターが異動し、既存の NIU スタッ

フの 1 名がコーディネーターに昇格した。この結果、NIU スタッフ数は 1 名減となった。

NIU スタッフは、全国の INSET 活動を調整する多くの作業量を有するため、少なくとも

1 名の NIU スタッフを新たに配置する必要がある。 

・ 2009年に実施した第一バッチ 57郡へのソースブックの配布は既に完了した。残りの 103

郡（第二バッチ 41 郡及び第三バッチ 62 郡)8へのソースブック配布に関しては、2011 年

2 月に印刷された冊数（モジュール 1/2：1,000、モジュール 3：9,000、モジュール 4：9,700、

モジュール 5：9,300、モジュール 6：10,100）では、多くの郡に配布することができない。

例えば、各郡にモジュール 3 のソースブックを 190 冊配布する場合、47 郡のみの配布と

なる。 

・ NT が INSET 指導やモニタリングに関する研修を受講しても、郡教育事務所（District 

Education Office：DEO）が DTST 研修や学校モニタリングに必要な予算を確保・支出しな

ければ、NT は研修指導やモニタリング活動を実施することができない。各 DEO が INSET

関連活動の予算配分を決めるため、各郡教育事務所長（District Director of Education：

DDE）が INSET の重要性を認識することが重要である。効率性の観点からも、本プロジ

ェクトで育成された人材が INSET 活動に関与できなければ、その効率性は低いといえる。

・ ガーナ政府によるプロジェクト活動に必要な予算の支出が遅延したことにより、NIU ス

タッフ及び日本人専門家を含むプロジェクトの負担や業務量が増えた。具体的には、予

算支出の遅延のたびに、日程や予算を改訂・修正するとともに、各郡や関係組織との再

                                                 
7 2008 年度にガーナ政府が過剰執行をしたために、2009 年度には全省庁で活動予算が大幅に不足し、NIU への予算も 7 割減

であった。また 2012～2013 年以降に地方分権化がなされること、また権限委譲は国家レベルから郡レベル～学校レベルに

十分周知されて順序よく進められると想定していたが、実際には 2010 年度に大幅に郡へ予算が委譲され、その際十分に周

知されず行われたため、大きな混乱があった（ガーナ国会計年度は 1 月～12 月であるが、委譲通知がされたのは 10 月で

あり、10 月までは利用可能な予算がなかった）。 
8 パイロット 10 郡は、前フェーズで既に完了した。 
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調整を行う作業負荷は甚大であった。また、郡数が 138 郡から 170 郡に増加したことも、

プロジェクトへの負荷を増加させた。 

 

(4) インパクト 

プロジェクト実施により、以下のようなインパクトが認められる。 

・ 上位目標として設定されている教員の指導力向上については、現時点でその達成度を評

価することは時期尚早であるが、教員は以前とは異なり、同僚教員と授業について話し

合うための共同作業を進めるようになった。教員の授業を改善させるために、同僚教員

とお互いの授業について話し合うような機会はこれまで積極的には設けられてこなかっ

たが、今では SBI/CBI を通じて学校環境が整備されてきた。これは、各郡の教員や学校

にとって、大きな変化である。SBI/CBI は、校長、CL 及び教員と協力して実施されるた

め、指導力や科目知識の向上、並びに同僚性や学校環境の改善に良い影響を与えている。

・ NIU スタッフや NT によるサンプリング調査での授業評価に基づき、教員の指導力にか

かる総合評価は、5 段階（1-5）のレーティングで 0.40 ポイント改善し、2009 年から 2010

年にかけてそれぞれ 2.59 から 2.99 に上昇した。 

・ NIU によれば、INSET モデルは他の科目にも活用可能であり、今年度から国語（現地語

及び英語）に拡大する計画をもっている小学校がある。さらに、Mpohor-Wassa-East 郡、

Adansi-North 郡及び Bawku-West 郡では、中学校における理数科分野の INSET を自発的

に開始し、波及効果が現れている。 

 

(5) 自立発展性 

本プロジェクトの自立発展性の見込みは、INSET 活動が各郡予算に組み込まれるかどうか

にかかっている。また、教員の指導力を改善・維持させ、かつ SBI/CBI を継続させるために

は、NIU スタッフ、NT 及び DTST メンバーによる学校レベルでのモニタリング活動は極め

て重要である。 

・ 本プロジェクトは、ESP 2010-2020 ドラフトに INSET を組み込むように活動を進めてき

ており、同ドラフトに PTPDM を組み込むことによって実現している。本プロジェクト

は、 INSET 全国展開プログラムの実施に対する政策支援を確実にするように、ESP 

2010-2020 の承認を継続的にフォローする予定である。 

・ 学校レベルで SBI/CBI を継続させるために、専門家チームは INSET 実施促進の仕組み

に関する計画案（郡・学校レベルにおける賞、INSET 広報など）を NIU と共有した。こ

の 1 つとして NIU がモデル郡を選定して他郡に紹介する方策も含まれる。 

・ SBI/CBI における教員間での学び合いに加えて、NT、DTST 及び CL による授業観察や

モニタリング活動が行われれば、教員の指導力はより改善される。よって、NT や DTST

メンバーの定期的な研修による能力強化は、教員の指導力をより改善させるために重要

となる。また、インタビューで回答した教員は、CL の指導力及び知識を向上させるため

に、CL を対象とした定期的な研修の必要性を強調していた。 

・ NIU スタッフは、各郡における INSET 活動の進捗状況や問題を定期的にモニタリング

するものの、その経費（交通費など）は限られ、各郡との連絡方法は主に電話となる。
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NIU の通信手段が電話のみであれば、郡レベルにおける INSET 活動の管理・調整業務は

極めて限定的なものとなる。また、NT 及び DTST メンバーによる学校レベルのモニタ

リング活動は、教員の指導力を改善及び維持する上で極めて重要である。しかしながら、

NT や DTST メンバーによる同モニタリング活動にかかる予算でさえも十分に割り当て

られていないため、定期的には実施されていない。 

・ 今回の調査を通じて、SBI/CBI の効果的なモニタリングの実施には、現在は時間・予算

の関係もありなかなか実現できていない CS による各学校への巡回指導時の最低限の資

料収集のみに留まらない SBI/CBI への助言が極めて重要であることが分かった。また、

モニタリング活動を通じて適切な支援を教員に提供するためには、CS の知識や能力も十

分であるとはいえない。そのため、現在 CS は校長と一緒にオリエンテーションを受講

しているが、CS による学校モニタリングでは、SBI/CBI の観察も同時に実施できるよう

に、DTST メンバーと一緒に研修を受講する方が良いと考えられる。 

・ 各郡の優先事項は異なるため、DDE の INSET に対する理解や協力が得られなければ、

NIU スタッフが各郡の INSET 実施を促進することは難しい。GES の財政官（Financial 

Controller）によれば、INSET 及びジェンダー格差解消は、全国各郡で実施しなければな

らない活動（2011 年の Benchmark 活動）であるため、DEO の計画や予算には INSET 関

連活動を含めることが義務づけられている。したがって、Benchmark 活動がプロジェク

ト終了後も維持され、確実に実施されれば、自立発展性は確保されるであろう。 

 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

(1) 実施プロセスに関すること 

・ 地方分権化の流れに従って、大部分の INSET関連予算が中央から各郡に移管されたこと、

並びに各郡が INSET 活動の重要性を認識したことによって、郡レベルで NT を選定・配

置することになった。郡レベルの NT は、DTST メンバーを支援するマスター・トレーナ

ーとなり、DTST メンバーは、校長、CL 及び教員のローカル・トレーナーとなっている。

このように、郡がオーナーシップを発揮することによって、INSET 全国展開プログラム

の実施プロセスがさらに推進されることが期待できる。ただし、他郡から抽出された優

れた取り組みに関する情報が容易に入手できないこと、州レベル NT と比較して、郡レ

ベル NT の専門知識・スキルは相対的に低いことは留意しておかなければならない。 

 

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 

・ プロジェクト・デザイン・マトリックス（Project Design Matrix：PDM）の外部条件では、

ガーナ政府が INSET 全国展開プログラムに必要な予算を確保することになっている。具

体的には、NT、DTST 研修、並びに DIC オリエンテーションにかかる費用は、ガーナ側

で確保することになっている。しかし、その後の急速な地方分権化により中央予算が各

郡に移管されたため、プロジェクト活動の実施が抑制されている。また、外部条件で記

載されているように、HT/CS オリエンテーション、CL 研修及び SBI/CBI の実施は、各

郡や学校のイニシアチブ次第である。このような状況から、プロジェクト目標を達成す
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るうえで、本プロジェクトのデザイン（特に指標、ガーナ側の投入、外部条件）は変更

が必要であると考えられる。 

(2) 実施プロセスに関すること 

・ DIC オリエンテーションの実施率（170 郡中 112 郡実施）及び DTST 研修の実施率（113

郡実施）は、現時点（2011 年 3 月）で全国レベルには十分に到達していない。両活動の

進捗の主な阻害要因として、郡数が 138 郡から 170 郡に増加したこと、さらにガーナ政

府による事業費の大部分が地方分権化により中央（TED）から郡に移管されたことが、

2009 年及び 2010 年に計画された活動の遅延を引き起こす要因となった。これは、INSET

の実施に関する決定権が、異なる優先順位を有する 170のDDEに移譲されたためである。

またその予算配賦の遅延も問題であった。 

・ キャピテーション・グラントの課題として、拠出のタイミングは通常学期ごと（年 3 回）

となっているものの、遅延が常態化していることが挙げられる。また、拠出体制は DEO

を通じて行われるため、補助金の一部が、郡スポーツ大会などに差し引かれることがあ

る。さらに、児童数の少ない学校は、十分な補助金の支給がない。 

 

３－５ 結論 

地方分権化のため、TED の INSET 関連予算の大部分が、各郡に委譲されることになった。ま

た、プロジェクト開始後、郡数は 138 郡から 170 郡に増加した。さらに、各郡は地方分権化の

流れに従って、郡レベルで NT を選定・配置することになった。このような状況において、各

郡が予算を INSET 活動に活用するように、NIU は関連研修/オリエンテーションや学校モニタ

リングを含む INSET 活動推進の役割を担うことが期待される。 

INSET を全国展開するための運営管理体制の体系面に関して、プロジェクト目標の達成可能

性を再検討する必要がある。ガーナ「現職教員研修政策実施支援計画」終了時評価では、対象

のパイロット 10 郡にて指標の 1 学期 2 回（年間 6 回）以上 SBI/CBI を実施した学校が 90%で

あったものの、今次調査では 18 郡 640 校から抽出されたデータではあるが、年間 6 回以上の

SBI/CBI を実施した小学校の割合は 21.7％であり、SBI/CBI の実施頻度に関しては、現在のプロ

ジェクトを取り巻く環境下で達成するべき指標として、適切であるかどうか精査する必要があ

る。 

最後に、DTST メンバー及び CL の能力強化は、全国の INSET 活動の質を改善または維持す

るために重要であると考えられる。授業後の検討会では、DTST メンバーが有益なコメントを

教員に提供することにより、教員は指導力をより向上させることができる。また、CL は習得

した指導法や科目知識を同僚教員と共有する役割を担うため、CL の能力強化に関する定期的

な研修を実施することが必要である。 

 

３－６ 提言 

３－６－１ 早急に取組むべき活動 

(1) NIU のコーディネーション機能の強化 

地方分権化により、DIC オリエンテーション、NT 研修、DTST オリエンテーション、HT

と CL に対する研修など、研修実施に必要な予算のほとんどが郡に委譲された。この変化に
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伴い、SBI/CBI の各郡への導入は DDE の意思決定に委ねられるようになり、DDE への啓発

活動がこれまでにも増して重要となる。ゆえに、NIU は、啓発活動や促進活動の具体的戦略

を立案する必要がある。また、現場の状況に即したコーディネーションを NIU が行うために、

NIU メンバーは、DTST 研修、校長研修や CL 研修や SBI/CBI など現場状況を確認するため

のモニタリングを、少なくとも年数回は行う必要がある。 

 

(2) DTST メンバーによる戦略的学校訪問（フォローアップ）の必要性 

SBI/CBI における授業検討会の質を上げるためには、NT、DTST、CS 等による学校訪問と

助言が効果的である。したがって、限られた予算のなかで SBI/CBI の実施促進を効率的に行

えるよう、DTST は学期ごとに収集したデータを分析し、とりまとめ、HT オリエンテーショ

ン及び CL 研修後にどの学校が SBI/CBI を実施していないかを把握し、そのような学校を戦

略的に訪問することが望ましい。 

 

(3) 各郡に対する SBI/CBI 実施に必要なキャピテーション・グラントを確保するための学

校運営改善計画（School Performance Improvement Plan：SPIP）テンプレートの作成促進 

各学校が SBI/CBI を実施するために必要な予算を確保するためには、SPIP に SBI/CBI の項

目を入れることが必要である。今回調査団が訪問した郡のいくつかでは、各学校が SPIP のな

かに SBI/CBI を入れ忘れることがないように、SBI/CBI の項目が入った SPIP の作成例（テン

プレート）を提供していた郡が見られた。したがって、各学校が SBI/CBI 活動を SPIP に確実

に取り入れ、かつ、そのために必要な予算を確保することができるよう、他の郡でもこのよ

うなテンプレートを作成することを奨励することが望ましい。 

 

(4) サンプリング調査の目的及び実施方法の明確化の必要性 

今次調査でのインタビューから、ガーナ側の主要 C/P と日本人専門家との間でサンプリン

グ調査の目的や実施方法等が必ずしも共有されていないことが感じられた。サンプリング調

査は毎年実施されることになっているが、調査が何を明らかにし、その結果がどのように活

用されるのか、また、そのためにどのような質問項目をどのように設定すべきか、プロジェ

クト終了後は誰がどのように実施するのか等について、日本人専門家とガーナ側 C/P の間で

早急に共有する必要がある。 

 

３－６－２ プロジェクト終了時までに取り組むべき活動 

(1) 必要不可欠なデータの特定とそれらのデータ収集に適切なデータ収集法の開発 

SBI/CBI など INSET に関するデータを収集する目的は、プロジェクト活動の進捗を把握す

るためだけにとどまらず、データを分析することによって課題や優良事例を見つけ、そこか

ら得られた教訓を、学校や郡の活動の改善のために活用することにある。したがって、その

ために必要な最低限のデータや、プロジェクト終了後も収集し続ける必要があるデータを特

定し、それらをプロジェクト終了後にどのような方法で収集し続けるのかを整理し、年次郡

活動報告書（Annual District Performance Report：ADPR）や年次 INSET 進捗報告書（Annual 

INSET Progress Report：AIPR）、サンプリング調査などの利用可能なデータ収集法のなかに
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どのように統合するのかを考える必要がある。同時に、このような情報の分析や加工をだれ

がどのように行うかを決め、今からそのために必要な C/P のスキル開発を行う必要がある。

 

(2) モニタリングのための CS の効果的活用 

SBI/CBI の実施促進や実施支援のために、DTST が学校を訪問することが重要であることが

これまでの経験から明らかになっている。しかしながら、通常業務として学校訪問を行う CS

以外の DTST メンバーが学校訪問を行う場合は、交通費や謝金が別途必要となる。したがっ

て、限られた予算のなかで、学校訪問の回数を増やすためには、通常業務として学校訪問を

行うことが義務づけられている CS を活用することが有効であるが、DTST メンバーではない

CS は、本プロジェクトが行う研修に参加する機会が少なく、現場で十分な指導ができない。

したがって、効率的かつ持続的な学校現場におけるモニタリング活動を行うために、CS に

対する研修機会の提供等を通じ、ソースブックで紹介されている教授法や INSET 運営につい

て CS の理解を深められるようにすることが必要である。 
 

(3) CL の能力向上の必要性について 

今回のインタビューでは、各学校において SBI/CBI の実施の中心となる CL の役割の重要

性が確認された。SBI/CBI 以外にも、授業や教科指導に関する疑問等について CL に相談す

るようになったなどの報告があった。このように、各学校における教育の質の向上のために

は、CL の力量を向上させることが効果的であると思われる。そのためには CL が情報共有を

行ったり、新たなスキルや知識を得る機会を設けることが重要である。したがって、CL の

スキルや知識向上のための、定期的研修や経験共有の機会を設けることが必要であり、その

ための具体的計画と必要な資金の確保を行うことを提言する。 
 

(4) 学校長のリーダーシップとマネジメント能力の強化の必要性について 

学校や郡からの意見では、SBI/CBI 実施のための主な阻害要因として、時間の確保の難し

さ、特に SBI を実施する時間として、放課後と授業時間中といずれが適切かといった問題が

あげられた。SBI/CBI の実施に付随するこれらの問題に対処するためには、校長の強いリー

ダーシップと高いマネジメント能力が必要となる。したがって、校長同士の情報交換を促進

し、このような問題に対する対処法を共有するなど、校長のキャパシティを強化するための

具体的方策を考える必要がある。 

 

(5) 質の高い SBI/CBI を実施しているモデル校を見つけること、及びつくることの重要性

授業研究は、実施の仕方がその質に大きな影響を与える。特に授業後のディスカッション

の質が、授業研究そのものの質を大きく左右する。したがって、質の高い授業研究を実施し

ている学校を見つけ、そのような学校の経験を共有することは有意義であると思われる。ま

た、教員養成校の附属小学校や前フェーズのパイロット校などに対して、他校のモデルとな

るような質の高い授業研究を実施するよう手厚い支援を行うなど、モデルとなる学校を積極

的に開発することも考慮されたい。そのような優良事例や経験を、ニュースレターや互いの

学校訪問を通して共有できるような仕組みをつくることは有益であろう。 




