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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：理科教育改善計画プロジェクト（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 

所轄部署 カンボジア事務所 

協力金額（評価時点）：4.2億円 

相手国実施機関：カンボジア王国教育・青年・スポ

ーツ省（MoEYS） 

協力期間 

R/D：2008年4月11日 日本側協力機関：JICA 

4年間 

（2008年9月～2012年8月）

他の関連協力：個別専門家、ボランティア（青年海

外協力隊・シニア海外ボランティア）、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年～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教育システムの再興はある程度達成されたが、量的

な拡大に重点を置いたために、各教育課程の修了率の低さなど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。 

カンボジアの初中等教育は、6年間の初等教育（小学校）、3年間の前期中等教育（中学校）、3

年間の後期中等教育（高校）という構成になっている。小学校教員になるためには高校卒業後

に初等教育教員養成校（Provincial Teacher Training Center：PTTC、2年間）、中学教員になるため

には高校卒業後に前期中等教員養成校（Regional Teacher Training Center：RTTC、2年間）、高校

教員になるためには高校・大学卒業後に国立教育研究所（National Institute of Education：NIE、1

年間）を卒業する必要がある。これらの機関は教育・青年・スポーツ省（以下、「教育省」と記

す）の傘下にある。また、各州には州教育局（Provincial Office of Education：POE）という教育

省の出先機関があり、州レベルでの教育行政を担っている。 

JICAは、2000年8月から2005年3月までの4年8カ月間、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計画プロジェクト（Secondary School Teacher Training 

Project in Science and Mathematics：STEPSAM）を実施した。その中で、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重要な概念が欠落している、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などの事項が認識さ

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（The Project for 

Improving Science and Mathematics Education at Upper Secondary Level：ISMEC）を2005年から2008

年3月まで実施した。 

2007年7月から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、その中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捉えられた。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
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質の向上を図るため、「理科教育改善計画プロジェクト（フェーズ2）」（STEPSAM2）に対する

要請が出された。 

 

１－２ 協力内容 

本プロジェクトは、全国の教員養成校（Teacher Training College：TTC）（PTTC18校、RTTC6

校）の理科の教員養成の質の向上及び前期中等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、教育省をカウンターパート（Counterpart：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）スーパーゴール 

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）。

 

（2）上位目標 

対象地域において、理科教員の指導力が向上する。 

 

（3）プロジェクト目標 

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。 

 

（4）成果（アウトプット） 

1）教育省の教員研修（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）TTC（R/PTTCs）における理科教員の質が向上する。 

3）TTC（R/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）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）投入（評価時点・一部確定した予定を含む） 

総額：4.2億円 

1）日本側 

専門家派遣 17名（長期1名、短期16名）、128.75人月 

機材供与 

研修員受入れ 5名（第三国） 

現地業務費 32,902千円（3年次までの合計） 

2）相手国側 

C/P配置 

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 西方 憲広 JICA国際協力専門員 

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 

協力計画（1） 金澤 祥子 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 

評価分析 田中 香 株式会社コーエイ総合研究所 

調査期間 2012年2月26日～3月15日 評価の種類：終了時評価 
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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：達成されている。 

教育省から選定されたナショナルトレーナー（National Trainer：NT）を養成し、TTCの校

長及び理科教官への研修を実施してきた。NTの研修実施能力は非常に改善されてきている。

プロジェクトの専門家の支援の下、NTがTTCへの研修計画やモニタリングを中心に実施し

ており、能力の向上が確認されている。 

また、教育省教員養成局（Teacher Training Department：TTD）が2010年に実施した教員開

発マスタープラン（2010-2014）の作成、及び2011年から開始された教員政策（Teacher Policy）

の作成に対し、プロジェクトが支援している。こうした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Sub-TWGがプロジェクトの

働きかけにより立ち上げられ、教育省と主要開発パートナーの構成で、2012年1月までに18

回（計画より頻繁に）開催されている。 

なお、TTDでは独自の予算を活用し、後期中等教育レベルにおける授業研究のワークシ

ョップを実施するなど、独自の取り組みが見られている。 

こうした状況から、成果1は指標をクリアしており、達成されたと判断された。 

 

成果2：ほぼ達成されている。 

PTTC及びRTTCの理科教官の質に関しては、理科知識のテスト、授業計画の評価及び授

業観察の結果から判断された。このうち、PTTCにおける理科知識に関しては、2009年に実

施されたベースライン調査結果と比べて、2011年4月に実施されたテストの結果が下回って

いる指標もあり、PDMの指標は未達成と判断された。ただし、これはベースライン調査の

受験者数が6人と少ないなかで一部受験者の点数が極端に高かったのに対し、2011年の受験

者は研修参加者全員であったことなどから、ベースライン調査での試験結果が当時のTTC

の教官全体の能力を反映しているとは言い難いと判断された。 

授業評価結果については、2011年11月に実施された調査の結果がベースライン調査の結

果を上回っており、インタビュー、授業視察等を通じて、授業の質の向上も確認できたた

め、成果2はほぼ達成と判断された。 

また、質問票調査におけるTTCの自己評価の結果からも、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（回答者全員が4段階評価で“非常に改善”あるいは“ある程度改善”を選択）と回

答した。 

しかしながら、関係者からの聞き取り調査及び調査団の授業観察などの結果から、PTTC

とRTTC、PTTC間、RTTC間の格差が出てきていることも確認され、格差の縮小が課題とな

っている。 

 

成果3：達成されている。 

プロジェクト・デザイン・マトリックス（Project Design Matrix：PDM）に設定された指

標に基づく評価においては、授業計画における探求型授業（Inquiry-Based Learning：IBL）

の採用状況、探求型授業及び授業研究に関するマニュアルの開発、授業研究（Lesson Study：

LS）の実施状況、授業研究のコンセプトを採用した研修の実施状況の4つの指標から評価さ

れ、すべてにおいて達成と判断された。 

探求型授業及び授業研究の理解を高めるために、それぞれハンドブックが作成され、TTC

教官に配布されている。ただし、ハンドブックを個人で所有しているのは、プロジェクト
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の研修に参加した教員に限定されている状況であり、質問票調査の結果から、養成校の訓

練生及び実習先の学校の教員に対するハンドブックの配布について強い要望があることが

確認された。一方で、一部のTTCにおいては、独自の予算あるいは教官の判断でハンドブ

ックのコピー版が配布されており、訓練生が授業計画作成時等に活用していることが確認

された。 

TTCにおいて、探求型授業を反映した授業計画数は、計画通り増加していることも確認

された。聞き取り調査を行った5州（タケオ、カンダール、コンポンチュナン、バッタンバ

ン、シェムリアップ）のTTCによると、授業研究はほぼ計画通り実施されていると報告さ

れた。ただし、小規模TTC（特にPTTC）においては、理科教官の人数が少ないため理科だ

けで授業研究を実施するのは困難であるとの声も聞かれた。また、他科目の教官の賛同を

得にくい学校がある。 

2010年12月にPTTCカリキュラムが、2011年11月にRTTCのカリキュラムが改訂され、プロ

ジェクトの支援による探求型授業及び授業研究のコンセプトも新カリキュラムに反映され

ている。さらに、最新の教育戦略計画（Education Strategic Plan：ESP）2009-2013及びプロ

ジェクトが開発の支援を行った教員開発マスタープラン（Teacher Development Master Plan）

2010-2014にも探求型授業及び授業研究の内容が反映されており、今後の実施強化が期待で

きる。 

 

成果4：プロジェクト期間内に達成される見込みである。 

成果4は、2010年12月の中間レビューで、より本格的にINSETを展開するために、「試行的

INSETの問題点が認識され、分析される」から改訂された。 

INSETは、プロジェクト3年次の2010年10月から現在に至るまで、導入研修、各RTTCで実

施する集中研修（5日間）と各INSETの対象学校から1名参加する理科教科研修（2011年10

月から毎月開催）、校長教官研修などが実施されている。なお、この校長教官研修には、POE

（州視学官）も参加しており、現職教員養成に対する行政の巻き込みが始められているこ

とから、計画通りの回数の研修が実施されている。 

ただし、現在、POEのモニタリング活動に係る費用をプロジェクトが出しており、既存

のシステムにのっとった制度は作られていない。POEへの聞き取り調査によると、INSET

の対象校における教員の探求型授業の理解はあまり高くなく、特に後から対象校になった

30校は、まだ十分な理解が浸透していない。また、INSET対象校の校長に対する質問票調査

の結果からは、探求型授業について十分に理解しているといえる回答はなかった（記述内

容から確認）。これらの対象校については、2012年4月の研修で更なる理科の浸透を図る。

なお、指標の「現職教員研修実施計画（INSET Implementation Plan on Science）」の開発に

関しては7月に完成する予定であるため、成果4はプロジェクト期間内に達成される見込み

とした。 

 

（2）プロジェクト目標：達成されている。 

プロジェクト目標は2010年12月の中間レビューで、教員養成とINSETについてそれぞれ設

定され、2つに分かれていたプロジェクト目標が統合され現在のものとなった。 

TTCの教官の授業観察及びINSETの教員の授業案の評価からプロジェクトの目標の達成

が判断された。その結果、どちらもベースライン時よりも向上していることが確認された。

TTC教官及び生徒への聞き取り調査では、Key Questionの作り方が難しい、時間内に終わ

らせることが難しい、実験用具の確保が難しい、実験がない授業への探求型の導入の方法

がよくわからないなどのコメントが出されている。一方で、ほとんどの訓練生は小・中・

高校において、探求型の授業を受けてきた経験がなく、TTCで実施されている探求型の授
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業が好ましいと評価している。 

 

３－２ 評価結果の要約（5項目評価） 

項目 評価結果の要約 

妥当性 

Relevance 

（非常に高い） 

・カンボジアの政策に関しては、ESP 2009-2013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

ており、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国別援助実

施方針及び、JICAが2010年9月に発表した「JICAの教育分野の協力

－現在と未来－」において、「次代の科学技術を担う研究者や高度人

材を育成するためには、初等・前期中等レベルの理数科教育を充実

させ人材の裾野を広げることが重要であり、当該分野で比較優位を

持つ我が国の協力への期待が高い」と記載されており、本プロジェ

クトの日本のODA政策と整合性があることが確認された。 

有効性 

Effectiveness 

（高い） 

・PDMに設定されたプロジェクト目標の指標の達成は確認された。 

・教育省の研修計画・実施能力の向上（成果1）により研修が計画的に

運営されるようになり、またTTCにおける教官の質向上（成果2）及

び環境整備（成果3）により新規教員養成の研修内容が充実した。ま

た成果1の発現を踏まえ実施したINSETの経験を基に「現職教員研修

実施計画」を作成する（成果4）ことで、プロジェクト目標の達成に

貢献した。 

・授業観察、聞き取り調査の結果からも、TTCの理科教官の授業が改

善され、訓練生の理解度改善についても確認された。 

・一方、TTCにおける教材の不足や教官の時間の不足（準備）、実習校

における理解の不足が阻害要因として報告された。 

効率性 

Efficiency 

（高い） 

・日本人専門家の投入においては、時期及び専門分野など効果的に実

施された。さらに、マスタープラン作成支援専門家の追加など、効

果的に行われた。C/Pとの関係も良好である。 

・本邦研修を実施する代わりに、青年研修・インドネシアとの技術交

換が行われ、日本及び近隣国の状況の把握など、効果的に実施され

た。 

・JICA協力プログラム「理数科教育改善プログラム」の下、他のスキ

ーム（個別専門家「教育計画アドバイザー」、青年研修、ボランティ

ア等）との連携により、相乗効果を生み出している。 

・VVOB（ベルギーフランドル地方のセミ・ガバメント援助機関）と

の合同研修の実施など、開発パートナーとの連携による相乗効果も

出ている。 
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インパクト 

Impact 

（非常に高い） 

・PDMの指標からみると、INSET対象校教員及びTTC教官による授業

評価の結果は、2009年のベースライ調査結果を上回っており、達成

したと判断される。ただし、今後継続的に活動が実施されるために

は、NT等の組織化が求められる。 

・ 政策面でも、ESP2009-2013及び教員開発マスタープラン2010-2014

において、探求型授業及び授業研究が教員の必要な能力として明記

された。 

・TTDにおいても、独自の予算を用いて後期中等教育教員を対象に授

業研究に係るワークショップを実施したことが報告されている。 

・一部のTTCにおいて、実習校との合同授業研究の実施など、活動の

広がりが確認された。 

・INSETに関しては、生徒に対して科学的思考能力に関する試験が実

施され、プロジェクトが1年間活動を行った最初の対象校6校と、2011

年からの対象校30校との間に有意な差が確認され、プロジェクトの

投入が生徒の能力に影響していることが示された。 

持続性 

Sustainability 

（比較的低い） 

・教員養成に関しては、初等教育担当の視学官とTTCとの関係が希薄

であり、また予算面からもモニタリング体制が確立されていない。

また、実習校に対して探求型授業の研修等も実施されていないため、

探求型授業が十分に浸透していない。 

・TTC教官の質の担保のために、現在構想段階である国立教員研修セ

ンター（National Center for Teacher Development：NCTD）の早期設立

が望まれる。 

・INSETに関しては、TTCと現場の学校との授業の格差が確認されて

いるが、格差是正への方策が出されていない。 

・中間レビューの際にも確認したが、2010年に教育省が発表した教員

開発マスタープランにおいて、定期的なINSET制度に係る政治的コ

ミットメントがなされたが、いまだ人的・財政的コミットメントに

ついて確認されていない。 

 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

（1）計画内容に関すること 

TTCは、教員の質の向上を担保する組織であり、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。 

また、プロジェクトに長期専門家（直営）を配置したことにより、継続した活動を行う

ことが可能となった。 

 

（2）実施プロセスに関すること 

他ドナーとの積極的な協調、JICA協力プログラム「理数科教育改善プログラム」の中で、

日本の他スキーム（個別専門家「教育計画アドバイザー」、青年研修、ボランティア等）と

の連携により、相乗効果を生み出している。 
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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 

本プロジェクトでは、2011年12月の中間レビュー調査の結果、INSETを当初計画よりも本

格的に実施することとなった。プロジェクトとしてはその変更に十分対応してきているが、

プロジェクトの設計としてINSETについてはプロジェクト期間後半2年間のみの取り組みで

あるため、「持続性」等に記載されているとおり、現段階ではモニタリング体制の確立や、

教育実習校における研修内容の浸透度が必ずしも十分ではない状況となっている。 

 

（2）実施プロセスに関すること 

成果2に関し、ベースライン調査で収集した情報が十分でなかったために、指標に基づく

評価を適切に行うことができなかった。 

 

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活

動を行っていると判断できた。PDMに設定されている指標についてもほぼ達成している。した

がって、プロジェクトは予定通りに終了することとする。 

また、ESP、教員開発マスタープランやTTCのカリキュラムへの探求型授業及び授業研究の導

入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、探求型授業及び授業

研究がカンボジアにおける理科の授業の質の向上に貢献していることが確認された。 

理科教官の指導能力や授業の質が向上し、さらに訓練生はこれらの教授法を好み、教員にな

った際にもその手法を活用する意思を持っており、実際に2011年の卒業生が実施していること

も確認された。 

一方で、以下の課題があげられる。 

教員養成に関しては、PTTCとRTTC、PTTC間、RTTC間の格差が確認されており、この格差是

正に係る方策が必要である。特にPTTCに関しては、多くの実習校においては探求型授業や授業

研究に係る研修が実施されておらず、モニタリング体制も確立されていない。持続性に関し懸

念が残る。 

INSETに関しては、RTTCと一般校の授業内容の格差が見られるとともに、一般校への普及に

係る計画が確認されていない。また、制度構築に関して、カンボジアから人的・財政的コミッ

トメントについて確認されていない。 

 

５．提言と教訓 

５－１ 提 言 

【プロジェクト期間終了までに実施すること】 

（1）国立教員研修センター、地域教員研修センター、州教員研修センターの詳細計画の共有

教育省から、カンボジアにおける包的な教員研修を司る国立教員研修センター（National 

Center for Teacher Development：NCTD）、地域教員研修センター（Regional Center for Teacher 

Development：RCTD）、州教員研修センター（Provincial Center for Teacher Development：PCTD）

に係る計画が共有された。本計画は、カンボジアのすべての教員にとって、将来、継続的

専門能力開発（Continuing Professional Development：CPD）の機会創出に貢献することが期

待される。 

本計画は、今後、ESPの後半期間（2011-2013）に統合予定であり、同年3月後半開催予定

の首相を交えた教育年次協議において関連省庁及びドナーに対し、概要が報告される予定

であるが、少なくともプロジェクト終了前までには、より具体的な計画（内容、時期、ス

ケジュール、担当部署、予算・人的手当等）の共有が求められる。 
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（2）TTC間の格差 

「３－２」の上記5項目評価「有効性」でも指摘したが、TTC間の格差が広がっている。

特にPTTC間では格差が深刻であり、青年海外協力隊や他のドナー・NGOの介入がないため、

比較的持続性が低いと懸念されるPTTC対して、以下の方策が必要である。 

1）PTTC間の知見共有型セミナーの実施 

本プロジェクト終了までに「モデル」となるPTTC（タケオなど）と他の養成校との経

験・情報共有の機会を通じ、今後のネットワーク体制の布石を講じる。 

2）POEの巻き込み 

特に初等教育視学官に対し、探求型授業と授業研究に係る基本的な研修が必要。 

 

（3）生徒レベルにおけるインパクトの確認 

中間レビューの提言を受け、2011年11月にプロジェクトにより、現職教員研修対象校生

徒に対する科学的思考力を問う試験が実施された。本結果において、対象校と統制群を比

較したところ、対象校における点数がやや高いことが統計的有意をもって証明された。今

後、定期的な現職教員研修制度構築に向け必要なデータを把握すべく、プロジェクト終了

前の2012年5月に同じ試験を8年生に対して実施し、生徒レベルにおけるインパクトを確認、

成果をまとめる必要がある。 

 

【プロジェクト終了後に向けた提言】 

（1）中核となる人材の活用 

NTは、STEPSAM2が提唱する探求型授業や授業研究に関する専門性が高く、技術的にか

つ実務的に助言を行うことができる。教育省はこれらの人材をプロジェクト終了後に教員

養成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

体的な組織作りの一環として活用すべきと考える。特に、現在、教育省が構想を練ってい

るNCTD、RCTD、PCTDにおける人材として活用すべきである。 

また、彼らのキャリアの中でのSTEPSAM2の経験を既存のシステムにおいて、昇格・昇

進時に考慮するよう提言する。 

 

（2）INSETの強化・INSETシステムの確立 

2010年に教育省から「教員開発マスタープラン」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。これら教育省の動向を

受け、中間レビュー時に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することとなった。 

一方、教育省は「教員開発マスタープラン」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以下の3点に関し、必要な措置を取る

よう提言する。 

1）INSETを担当する専門官及び事務職員の配置 

2）INSETを担当する部署の一元化 

3）必要な財政措置 

 

（3）POEの役割強化 

定期的なINSETを進めるにあたり、現場の学校視察及びモニタリングを担当するPOEの役

割は大変重要である。一方、今回の調査において、POEでは、①視学官が十分に配置され

ていない、②モニタリング経費（交通費など）不足、③探求型授業や授業研究に係る知識・

能力不足などの課題が確認された。 
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今後、INSET制度を構築するにあたり、POEを十分に巻き込み、視学官の能力開発のため、

例えば探求型授業や授業研究に係る基本的な研修を行うなどの取り組みが必要である。 

 

（4）他ドナーとの連携 

教育省は、本プロジェクトでの経験を教育省内部のみならず、他ドナーとも共有すべき

である。 

特に、ADBによる第3次教育セクター開発プログラムESDP IIIのプロジェクト準備技術援

助（Project Preparation Technical Assistance：PPTA）とは、プロジェクト及びJICAカンボジア

事務所で既に今後の連携に関し、協議を進めつつある。現時点では、JICA及びADBにおい

て次期計画を策定段階である。今後、教育省がイニシアティブをもってJICAとADBの協力

を連携・調整していくことが期待される。なお、JICAは後継案件のSTEPSAM3において技

術協力を、ADBは財政支援を行うなど、相互補完のグッド・プラクティスとなることが期

待されている。 

 

５－２ 教 訓 

（1）政策レベルへの効果発現 

「３－２」の5項目評価「インパクト」の項目に記載のとおり、ESPや教員開発マスター

プラン、改訂されたカリキュラムにおいて、授業研究及び探求型授業が教育省の強いコミ

ットメント及びリーダーシップの下、政策文書に明記された。また、プロジェクトが積極

的に教員研修Sub-TWGに参加し、技術的支援を行うことで、必要な情報を得てタイミング

良く対応することができ、教育省と開発パートナーの双方から教員研修分野における第一

人者であると認められ、政策決定にかかわるようになった。先方政府関係者及び他ドナー

との信頼関係構築、継続的な情報収集、時機を得た関係者への積極的な情報発信が効果発

現の鍵である。 

 

（2）JICA協力プログラムの連携（シナジー）効果発現 

本案件は、JICA協力プログラム「理数科教育改善プログラム」の中で、ボランティアや

個別専門家「教育計画アドバイザー」、青年研修、草の根無償資金協力、及び草の根技術協

力とともに実施されている。 

本案件の成果を最大化するため、ボランティアはTTCやPOEに配属され、プロジェクトの

活動をフォローアップするとともに、活動結果をプロジェクトにフィードバックしている。

また、本案件の重要なC/Pの能力開発のため、青年研修のスキームを利用し、本邦研修を実

施している。教育計画アドバイザーは、STEPSAM2の知見を活用し、政策文書の策定に貢

献している。 

このように、カンボジア基礎教育セクターにおける支援形態は、JICA協力プログラムの

シナジー・連携効果におけるグッド・プラクティスといえる。 

 

（3）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。確かに、生徒へのインパクトを測るには時間が必

要であり、多様な要因の総合的作用に拠るといえるものの、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。 
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（4）教員研修案件に係る南南協力・三角協力、アジア地域ネットワーク化 

本邦研修及び他国との技術交換は、カンボジアC/Pにとって視野を広げ、先入観を変え、

能力を向上させる有益な機会である。今後、近隣のアジア地域で教員研修案件を実施して

いる国々と知見を共有するためのネットワークを構築することが望まれる。このような観

点において、三角協力及び南南協力は、各国C/Pの能力開発に貢献できるといえる。 

本邦研修やインドネシアとの技術交換は、カンボジアC/Pにとって、有益かつ刺激を与え

る機会になった旨、報告されている。なお、探求型授業手法に関しては、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。 

 




