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国名
現職教員研修政策実施支援計画プロジェクト

ガーナ

Ⅰ 案件概要

協力金額 425 百万円

協力期間 2005 年 12 月～2008 年 11 月
相手国側機関 教育科学スポーツ省（MOES）（現在は教育省（MOE））、ガーナ教育サービス（GES）、教師教育局（TED）

日本側協力機関 文部科学省、広島大学

関連案件

日本による協力：
 小中学校理数科教育改善計画（STM）（技術協力、2000～2005）
 現職教員研修（INSET）政策実施支援計画プロジェクトフォローアップ（2009 年）
 現職教員研修運営管理能力強化プロジェクト（INSET2）（技術協力、2009～2013 年）

プロジェクトの
背景

ガーナ政府は、教育を国家開発の枢要なアジェンダと位置付けて取り組みを進めてきた。その結果、
初等教育の総就学率は 8割超と西アフリカでは最も進んだレベルに達したものの、公立・私立校間には
著しい学力格差が存在していた。子どもの学習到達度の低さの最大の原因は教員の質の低さにあった。
現職教員研修（INSET）に対する支援が多くのドナーにより行われてきたが、内容の重複に加えアプロ
ーチの多様性による現場の混乱があった。これを踏まえ、本プロジェクトはパイロット 10 郡における
INSET 実施体制を構築し、小学校理数科における INSET モデルの確立および INSET 政策の改善を図った。

投入実績

日本側 相手国側
1. 専門家派遣 13人
2. 研修員受入 6人
3. 機材供与  13 百万円
4. 現地業務費 103 百万円

1. カウンターパート配置 13人
2. ローカルコスト 235,183 セディ
3. プロジェクト事務所、中央研修センターお

よび県研修センターのための施設

プロジェクトの
目的

上位目標

中期目標：2011 年
 GES INSET ユニット、パイロット郡の郡教員支援チーム（DTST）、校長、指導主事（CS）、教務主任

（CL）の校内研修実施支援能力が向上する。
 モデル化された現職教員研修システムが全国で実施される。
長期目標：2013 年
 継続的な INSET を通して、小学校教員の指導力が向上する。

プロジェクト目標

10 のパイロット郡において、小学校教員を対象とする、体系的で再現性の高い現職教員研修モデルが理
数科において実施されている。

アウトプット

 パイロット郡 10郡において INSET 実施体制が構築される。
 現場のニーズに応じた INSET モジュールやソースブック（モジュール集）の利用にかかるガイドラ

インが策定される。
 INSET 実施にかかる主要関係者（国家 INSET ユニット（NIU）、DIU、DTST、校長、CS、CL、教員）の

業務実施能力が開発される。
 郡を実施主体とする INSET モデルのモニタリング評価体制が開発・運用される。
 INSET への参加と支援が促進され、INSET の精度かが円滑に進むようにガーナ政府の INSET 政策が

改善される。

Ⅱ 評価結果

総合評価
ガーナでは、小学校教員の指導力を向上させ小学校児童の理数科の学力を高めるため、多くのドナーが INSET プログラム

を支援してきた。しかし、本プロジェクト事前評価時、体系的な INSET実施体制は存在していなかった。そのため、GES に
よる INSET の制度化（モデル構築）を通した体制の調和が早急に必要とされていた。

本プロジェクトは、プロジェクト目標として目指した、体系的かつ再現性の高い INSET モデルの開発と、パイロット郡
10 郡での INSET 校内研修（SBI）およびクラスター研修（CBI）の実施をプロジェクト完了時までに達成したが、完了後、
SBI/CBI の実施頻度の面で達成度がやや低下した。上位目標については、第 1の中期目標（パイロット郡の関係機関の能力
向上）はワークショップや研修を通じて達成された。第 2の中期目標（INSET モデルの全国適用）および長期目標（教員の
能力向上）は、郡の数の増加、進行中の地方分権化に伴う財政の地方移譲、郡に対する予算の不足や遅れ、および INSET
関係者の頻繁な異動を主な原因として、完全に達成するに至っていない。これらの問題は、持続性においても実施機関の技
術面および財政面で問題であった（頻繁な人事異動および郡や学校を支援するための政府予算の不足）。

また、妥当性については、ガーナの開発政策・開発ニーズおよび日本の援助政策と、事前評価・プロジェクト完了の両時
点で合致しているが、効率性については、協力金額が計画値をやや上回った。

以上より、総合的に判断すると、本プロジェクトは一部課題があると評価される。



1 妥当性

本プロジェクトの実施は、事前評価時・プロジェクト完了時ともに、「教育戦略計画（2003～2015 年）」に掲げられた「教
育の質の向上」というガーナの開発政策、「教員の指導力と生徒の学力を高めるための教員研修システムの改善」という開
発ニーズおよび日本の援助政策「成長のための基礎教育イニシアティヴ（BEGIN、2002 年）」や「JICA 国別事業実施計画」
における教育セクター援助方針と十分に合致しており、妥当性は高い。

2 有効性･インパクト

本プロジェクトの実施により、プロジェクト目標および上位目標につき、プロジェクト完了時までに一定の効果発現がみ
られた。プロジェクト目標である、体系的かつ再現性の高い INSET モデルの開発は、INSET ソースブックやガイドラインの
作成および、パイロット郡 10 郡での INSET のオリエンテーションと研修（SBI および CBI1）の実施を通し、十分に達成さ
れた。しかし、パイロット郡にて定期的に INSET を実施している学校の割合は、2007 年度に 84.9％だったのが 2012 年に
75.3％へとやや低下した。

上位目標については、本事後評価および INSET2（後続プロジェクト）での聞き取り調査とサンプル調査に基づくと次の
ようであった。まず中期目標(1)である、GES INSET ユニット、DTST、校長、CS、CL の能力向上は、INSET2 にて研修が継続
していることもあり、ほぼ達成された。しかし、中期目標(2)である INSET モデルの全国普及は、いまだ十分に達成されて
いない。170 郡（パイロット郡 10 郡および非パイロット郡 160 郡）の学校のうち、2011 年末までに CL 向け研修を終えて
2012 年 1 月～8 月に 2 回以上の SBI または CBI を実施した学校は 57.7％であった。長期目標である教員の指導力向上につ
いては、INSET2 が実施した指導力測定の結果、SBI/CBI に参加した教員と参加しなかった教員の点数には有意な差がみられ
たことから達成の見込みはあるが、それにはINSET の普及が必要である。

プロジェクト目標の達成レベルが徐々に低下していることおよび中
期上位目標(2)が十分に達成しなかったことの主な理由は、地方分権化
に伴う財政の地方移譲、郡向けの政府予算の不足、キャピテーション・
グラント2の学校への支給の遅れ、一部の郡で教育事務所長の INSET へ
の優先順位が低いこと、頻繁な人事異動（郡研修担当官（DTO）、DTST、
校長、CL）、教員の SBI/CBI参加への強制力が弱いこと、僻地の学校と
の連絡不足、および郡の数が増えた3ことである。これらの問題に対し、
NIU メンバーは ISET2 において新たなモニタリング手法を開発し、各
郡の状況把握の向上、郡 INSET 委員会（DIC）への助言、郡教育事務所
長（DDE）の INSET 普及促進にかかる意識向上を図っている。

一方で、波及効果として、一部の中学校が SBI/CBI のモデルを自主
的に実施したり、理数科目以外でも実施する小学校が出てきたりする
などの波及効果もみられる。

よって、有効性・インパクトは中程度である。
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(出所: プロジェクト完了報告書（一部修正）)

3 効率性

本プロジェクトは成果の産出に対し投入要素が適切であり、協力期間は計画内に収まったが、機材費や事務経費の追加支
出が発生したことにより協力金額が計画を若干上回ったため（計画比 114％）、効率性は中程度である。
4 持続性

本プロジェクトは、実施機関の技術面および財政面に課題があると判断される。まず技術面では、研修の継続（INSET2
の支援）によって主要な関係者の能力が向上し、これら関係者が INSET ソースブックを改訂して効果を上げているが、校長、
CL、DTST、DTO が頻繁に交代するため、INSET 実施のための知識の蓄積と実施能力の維持に影響が出ている。財務面につい
ては、教育予算には継続的な外国援助があるほか郡も一定の INSET 関連予算（SBI/CBI およびモニタリング）を持っている
が、予算の実施は一般に遅いか金額が不十分である。また、INSET への予算配分に高い優先順位を置いていない郡もある4。

しかしながら、政策面および実施機関の体制面には問題は見られない。政策面に関しては、最近の教育政策も引き続き
INSET を支持している。INSET 制度化のため、TED は主要関係者の参加を得た「初中等教員の資質向上・管理政策（PTPDM）」
の制定を推進しており、PTPDM 政策はガーナ教育サービスの承認も受けている。体制面については、地方分権化によってプ
ロジェクト実施時より一部組織構造に変更はあったが、プロジェクト効果の持続性を鑑みると適切であった。また NIU は
INSET モニタリングシステムの改善を積極的に進めている。

以上より、本プロジェクトによって発現した効果の持続性は中程度である。

                                                  
1 INSET校内研修（SBI）は INSETの種類のうち、学校レベルで各学校の教員が実施するもので、教員自身や教務主任が設定した特定のニー

ズや問題点への対応を目指す。クラスター研修（CBI）は、複数の学校がクラスターを形成して共同で実施するもので、グッドプラクティス

やアイデアの共有が図られる。
2 キャピテーション・グラントは、ガーナの義務教育課程の全公立学校に対する政府の補助金で、低所得家庭の子どもが学校に通うのを支

援するために、完全無償化（諸経費の撤廃）とあわせて 2005 年度に導入された。キャピテーション・グラントの使途は各学校に委ねられて

おり、SBI/CBI に使用することもできる。
32006 年プロジェクト開始時は 138郡だったが、プロジェクト終了後の 2009年には 170 郡に増加した。
4地方分権化に伴い財政の流れが変更され、NIU 郡への INSET予算の配分にかかる直接的な権限を持たなくなった。
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Ⅲ 教訓・提言

実施機関への提言：

 PTPDM 施行に向けた TED の継続的な努力が極めて重要である。

INSET への優先順位を上げるための、郡教育事務所長および教育省/GES の政策レベル関係者に対する啓発活動を TED が継続

することが必要である。

JICA への教訓：

INSET モデル（SBI/CBI）は伝達講習（カスケード）型モデルと比較すると人的・金銭的資源の面で柔軟性が高いとはい

え、関係者の異動、実施機関の予算的制約や地方分権化といった要因を十分に考慮し、状況変化に先を見越して対応してい

く必要がある。

研修を受けた教員が理科の授業を実施する

SBI 中に使用された理科実験の材料


