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終了時評価調査結果要約表 
１．案件の概要 

国名：ミャンマー連邦共和国 案件名：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：ミャンマー事務所 協力金額：総投入額約4億4,000万円 

協力期間：2008年9月18日～ 

2012年3月17日 

先方関係機関： 

（日）教育省教育計画訓練局 

（英）Ministry of Education, Department of Educational 

Planning and Training（DEPT） 

日本側協力機関名： 

 

他の関連協力：開発調査「基礎教育改善計画調査

（MBESS：2001～2004）」 

１－１ 協力の背景と概要 

ミャンマー連邦共和国（以下、「ミャンマー」と記す）においては、初等教育における児童の

中退率が非常に高く、教育の質の低さや教員の未熟な指導力、教員の暗記暗唱型の授業が子ど

もの学習への興味・関心を阻害していることが原因として挙げられる。国際協力機構（JICA）

は、1997～1999年にかけて個別専門家「基礎教育カリキュラム改善」、2001～2004年まで開発調

査「基礎教育改善計画調査」、さらに2004～2007年にかけ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」を実施し、同国の基礎教育における質の向上への支援を継続的に実施

している。さらに、2004～2007年にかけ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」を実施し、児童中心型教育（Child-Centered Approach：CCA）の導入・普及を目的に、

教員用指導書の開発、カスケード方式による現職教員研修の導入、教員養成大学（Education 

College：EC）における研修モジュールの開発等を行った。これまでの協力はCCAの導入という

点で一定の成果を上げたが、教育省では、2015年までにCCAの全国普及を目標としており、大

規模に研修を実施していくためのより効率的な仕組みが必要となり、また、カウンターパート

（C/P）機関である教育計画訓練局（Department of Education Planning and Training：DEPT）から

は、技術協力プロジェクトでは対象外となっていた算数の教員用指導書の開発についても要望

があった。 

以上のような背景から、ミャンマー国政府は、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、2008年9月にプロジェクト（フェーズ2）が開始された。本

プロジェクトは、CCAの全国普及のモデルとして、EC教官、クラスタートレーナー、小学校教

員という三層のカスケードモデルを導入するとともに、CCA導入・普及のための教員養成課程

の強化、学校・クラスターレベルでの自主研修の実施、算数の教員用指導書作成といった活動

を実施し、CCAの全国普及及び継続的な質の確保をめざしている。2011年12月にプロジェクト

終了を控え、終了時評価調査が実施された。 

 

１－２ 協力内容 

本プロジェクトは、CCAの全国普及のモデルとして、EC教官、クラスタートレーナー、小学
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校教員という三層のカスケードモデルを導入するとともに、CCA導入・普及のための教員養成

課程の強化、学校・クラスターレベルでの自主研修の実施、算数の教員用指導書作成といった

活動を実施するものである。 

 

上位目標：2015年までにミャンマー全国の小学校教員にCCAが普及する。 

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。 

アウトプット： 

アウトプット1：CCA全国普及のための教員養成体制が強化される。 

アウトプット2：CCA全国普及のための現職教員研修体制が確立する。 

アウトプット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。 

アウトプット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。 

 

１－３ 投入（2011年12月まで） 

＜日本側＞総投入額：約4億4,000万円 

短期専門家派遣：延べ9名 

本邦研修：6名（別途集団研修に9名） 

機材供与：バイク、コンピュータ、輪転機等 

プロジェクト経費支出：109,670千円（供与機材除く） 

＜ミャンマー側＞ 

カウンターパート配置：延べ34名 

プロジェクト事務所の提供、事務所光熱費・電話代、研修参加者の交通費等の経費 

計Kyat19,709（1Kyat=￥12.3：2011年12月13日） 

２．終了時評価調査団の概要 

調査者  担当分野 氏 名 所 属 

1. 総括/団長 田中 雅彦 JICAミャンマー事務所 所長 

2. 教育開発 西方 憲広 JICA国際協力専門員 

3. 教育企画 池田 亜美 JICA人間開発部基礎教育第一課 職員 

4. 協力企画 松岡 源 JICAミャンマー事務所 所員 

5. 評価分析 田中 恵理香 グローバルリンクマネージメント株式会社 社会開発部

調査期間 2011年11月27日～12月16日 評価種類：終了時評価 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績 

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。 

プロジェクト目標の指標は、対象のタウンシップにおいて達成されている。2015年までに

CCAを全国規模で導入するためのCCA研修計画が教育省教育計画訓練局（DEPT）で策定され、

教育省で承認されている。2009年度に、研修プログラムの第1案を検証するためのパイロット

として、3タウンシップを対象とし、引続き、2010年度20タウンシップ、2011年度17タウンシ
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ップを対象として研修を行い、各年度の研修が終了すると、研修内容を見直し改善した。 

 

アウトプット1：CCA全国普及のための教員養成体制が強化される。 

アウトプット1の指標は達成されている。教員養成大学（EC）において、プロジェクトで改

訂したEC教科書が導入され、CCAの概念が導入され、授業研究が定期的に実施されている。

EC教科書は、プロジェクト終了までにドラフトが作成され、2回の実地検証を経て改訂が行わ

れた。また、教育実習へのCCA概念の導入については、教育実習マニュアル（Bloc Teaching 

Manual）を作成し、2011年下半期にマニュアルの有効性を実地検証した。 

 

アウトプット2：CCA全国普及のための現職教員研修体制が確立する。 

アウトプット2の指標は、対象タウンシップにおいて達成されている。マスタートレーナー、

クラスタートレーナーが育成され、対象タウンシップの小学校教員に対し現職教員研修が実

施され、フォローアップ研修も行われている。研修受講者は2009年1,396名、2010年15,420名、

2011年12,642名であり、ほぼ100％の教員が参加したことになる。また、マスタートレーナー、

クラスタートレーナーについても、計画どおりの人数が研修を受講した。加えて、活動を通

じカウンターパート（C/P）の研修運営能力が向上した。 

 

アウトプット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。 

アウトプット3は、報告書に関する指標（指標4）を除き達成されている。プロジェクトで

は、教員の能力開発の段階的達成目標として3つのレベルを設定し、教員の能力のモニタリン

グを行った。モニタリングした多くの教員はプロジェクト期間内の目標である「レベル1」に

到達していると判断されている。自主研修活動については、対象のタウンシップのほぼすべ

てで実施されており、プロジェクトにて開発した評価ツールの理解度も非常に高く、評価ツ

ールを用いた手法について習得されたといえる。また、終了時評価調査で視察したクラスタ

ー研修（授業研究）では、教員らは積極的に意見交換を行っていた。アウトプット3の指標の

うち、達成できなかった指標4はモニタリングに関するもので、報告書の提出率が目標値を達

成できなかった。報告書が提出されない主な理由は、既存のシステムのなかでの通常業務に

おいても報告書の回収率が悪いうえ、既存のシステムのなかに自主研修活動の報告書が組み

入れられていなかったこと、定性的な内容を含む自主研修活動の報告書記入が校長らの負担

になっていること、が考えられる。 

 

アウトプット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。 

算数の教員用指導書及び普及研修用教材は、第1～第3学年用に関しては、開発が完了し配

布された。第4・第5学年用の教員用指導書及び普及研修用教材は、終了時評価時点で実地検

証中である。指標の詳細は以下のとおり。このほか、指導書以外に各学年4枚ずつのイラスト

レーションセットを作成した。第1～第3学年は配布済み、第4・第5年用はデータで作成して

おり、ミャンマー側で配布する予定である。開発された算数指導書活用の研修は2011年2月に

17タウンシップ、2011年7～8月、9～11月に残りのタウンシップに対して実施された。また、
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既存の算数カリキュラム自体に改善すべき点が見受けられたことから、専門家から教育省に

算数教科書とカリキュラムに関する提言書“Recommendations on Curriculum and Textbooks of 

Mathematics”を提出した。 

 

３－２ 評価結果の要約 

 （1）妥当性 

妥当性はおおむね高い。 

プロジェクトは、ミャンマー国の教育分野におけるニーズと政策、日本の対ミャンマー国

ODA政策と合致している。 

ミャンマー国の初等教育において、CCAの導入はミャンマーにおいてニーズが高い。国会

においても、子どもの成績が低下していることが問題にされ、CCAの重要性が取り上げられ

るなど、社会的に認識されている。また、ミャンマーの初等教育分野において支援を行って

いる援助機関は、他にUNICEFのみであり、支援の必要性という点でJICAが支援することの妥

当性は高い。 

ミャンマー国の「30カ年長期教育開発計画」“30 Year Long Term Plan for the Ministry of 

Education：2001-2002 FY to 2030-2031 FY”では、基礎教育分野の10のプログラムの1つに「質

の向上」が挙げられており、そのなかに「教員養成の向上」が含まれている。「EFA国家行動

計画」（2003～2015年）“EFA National Action Plan 2003”においても6つの目標の1つに、教員や

カリキュラムを含む教育の質の向上が挙げられている。2007年の「EFA中間報告」“EFA 

Mid-Decade Assessment Report”では、教育の質の向上のなかで、CCAが教員の質、生徒の学

習態度へのインパクトをもつものとして言及されており、また、アクセスを拡大する点でも

質の向上は必要としたうえ、基礎教育の質を確保するための取り組みとして、UNICEFの「子

どもにやさしい学校プロジェクト」とともに、JICAのプロジェクトについて紹介している。

日本の対ミャンマー支援政策では、ベーシック・ヒューマン・ニーズに関連した分野を中

心に支援を行う方針である。基礎教育はベーシック・ヒューマン・ニーズに相当するもので

ある。 

プロジェクト・デザインは、おおむね適切であるといえる。プロジェクトは、開発調査「基

礎教育改善計画調査1997～1999」“Myanmar Basic Education Sector Study：MBESS”、フェーズ1

の経験のもとに必要なコンポーネントが構成されている。4つのコンポーネントはプロジェク

ト目標達成のためにすべて重要である。算数のコンポーネントは、実施体制としての「メカ

ニズムの構築」とは直接関係ないものの、教科の内容を適切に盛り込んだ質的な側面も含め

た「メカニズム」という点では必要なものであり、また、開発調査で算数の指導書だけ作成

されていなかったため、作成する必要があり、CCA強化のために本プロジェクトで取り組ん

だことはニーズに鑑み適切である。しかしながら、開発調査時に算数指導書の開発も終了し

ていれば、本プロジェクトの活動がより円滑・効果的に行われた可能性はある。また、ター

ゲットとなるタウンシップの選定に関しては、教育省からの要望も取り入れながら、全州・

管区を網羅し、かつECからのアクセスが良いことを基準に選定されており、適切であったと

いえる。 
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 （2）有効性 

有効性は中程度である。 

プロジェクト目標とアウトプットの指標は、モニタリングに関するものを除き、達成され

ている。プロジェクト目標である児童中心型教育（CCA）を全国規模で普及する仕組みの確

立は、対象タウンシップにおいては達成されつつあるといえる。ただし、モニタリングの仕

組みが既存の視学・スーパービジョンのシステムのなかに公式に組込まれていない。既存の

スーパービジョンのシステムについて、教育省にて見直しが行われており、見直し後のシス

テムに、本プロジェクトで提言したモニタリングの仕組みが取り入れられることが期待され

る。 

プロジェクト目標の指標は、ほぼ達成されている。対象タウンシップにおいては、CCAを

普及する仕組みがほぼ確立されるようになっている。今後は、CCA研修計画に基づき対象タ

ウンシップ以外のタウンシップにおける仕組みを確立していくこと、CCA研修計画で具体的

にはまだ明記されていない今後のモニタリング方法を確立していくことが課題である。また、

対象タウンシップでも、適切にCCAを取り入れた教育を行えない教員がおり、CCAを適切か

つ確実に実践できるようにすることは、まだ課題として残っている。例えば、CCAはグルー

プワークのこととを、フリップチャートを使うことだと思ったりする教員がいるなど、CCA

の概念が正しく伝わっていないことがある。あるいは、概念ではわかっていても、適切に実

践ができない教員がいるという報告もある。こうした問題に対応するため、プロジェクトで

は、教材を工夫し、研修を通じCCAを適切に伝えていく努力を行っている。 

アウトプットからプロジェクト目標に至るロジックは適切である。4つのコンポーネント

は、プロジェクト目標達成にすべて重要であるといえる。アウトプットからプロジェクト目

標達成に至る外部条件（「十分な数のEC教官がプロジェクトに配置される」）については、充

足されている。 

 

 （3）効率性 

効率性は高い。 

投入は、ほぼ予定どおり実施され、活用されている。活動は特に大きな問題なく実施され、

アウトプットの達成に貢献した。 

投入、活動から、アウトプットに至るロジックは、適切である。アウトプット達成のため

に必要な投入及び活動が計画されている。現行のPDMには、アウトプットを達成するための

外部条件は設定されていないが、特にアウトプットの発現に影響した外部要因は認められな

かった。 

投入はおおむね適切に行われた。 

専門家は、適切な人材が派遣された。一部専門家の派遣時期が遅れたことが活動の円滑な

進捗に影響を及ぼしたが、関係者の協力によりプロジェクト終了までに予定した活動は完了

する。 

機材供与は、プロジェクト事務所での執務、教材作成機材等、適切に選定され実施された。

特に高額な機材はない。 

C/P研修は、フェーズ2になってプロジェクトに参加した算数指導書のコンポーネントのC/P
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を中心に行われた。インタビューによれば、日本で授業現場を実際に見たことは有益であり、

レッスンプランの作成など帰国後の活動に活用している。研修の内容は、帰国後ミーティン

グを開催し、ほかのC/Pとも共有した。C/P研修は、2年次、3年次に実施された。これは、実

際に活動をしながらニーズに応じた研修を実施できるという利点がある半面、研修の成果を

プロジェクトで活用する期間が短くなるという面も指摘されている。プロジェクトでのC/P研

修のほか、JICAの教育分野における集団研修にプロジェクトから複数名を派遣し、研修の一

層の効果を図った。 

ミャンマー側は、十分な数のC/Pを配置した。EC講師、DEPT職員等、適切な経験をもつC/P

が適切な活動に配置されている。多くのC/Pがフルタイムであることは、プロジェクトの円滑

な進捗に多大な貢献とした。また、パートタイムC/Pは、ECで実際に講師をしているので、現

場の経験を活用した活動ができた。 

ローカルコストは、日本側からは必要な経費が適時に支出されており、ミャンマー側も、

光熱費、電話代、研修参加者の交通費等、予算内で適切な負担を行った。 

実施された投入は、適切に活用されている。供与機材はすべて活用されており、維持管理

状態もよい。 

 

 （4）インパクト 

インパクトはある程度高い。 

上位目標は、教育省で承認された現行のCCA研修計画が適切に実施されれば、2015年まで

に達成が見込まれる。プロジェクトで実施した調査では、理科において、教員の質と生徒の

テストの点数に正の相関関係が認められた。 

CCA普及のメカニズムは、対象タウンシップにおいてはほぼ確立されており、このシステ

ムを他のタウンシップでも同様に実施することで、上位目標は達成されるものと見込まれる。

プロジェクトで行っている、MTT（Master Trainers Training）、CTT（Cluster Trainers Training）、

PTT（Primary Teachers Training）の活動は、現在の教育省におけるDEPT、基礎教育局（Department 

of Basic Education：DBE）の役割に合致したものであり、上位目標達成のためにも適切である

といえる。ただし、より広範な地域でCCAの概念が適切に伝達されるよう、教材や研修方法

に更なる工夫は必要である。また、実施可能なモニタリングの方法を確立することが必要で

ある。 

上位目標達成に影響を与える要因としては、試験問題が挙げられる。暗記力を図る問題が

多いという現状のなかで、CCAの適用が難しいと感じている者もいる。また、CCAそのもの

の持つ性質として、ミャンマー語が母語でない少数民族のコミュニティでは、教員が少数民

族言語を理解しない場合は、低学年ではCCAの導入が難しい場合がある。そのほか、プロジ

ェクトに関連すると思われる社会的・経済的状況については、プロジェクト開始時から特に

大きな変化はない。 

プロジェクト目標から上位目標に至るロジックは適切である。CCA普及のメカニズムが確

立したあと、小学校に普及するというロジックは、プロジェクトで確立したメカニズムによ

りCCAが小学校に到達するところまでを考慮しており、適切である。教育省のCCA普及計画

では、2015年までに全国330すべてのタウンシップをカバーすることになっており、プロジェ
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クト終了後5年以内に上位目標が達成されることになっている。ただし、質の面でのモニタリ

ング・フィードバック・フォローアップは必要である。また、プロジェクト終了後CCA研修

計画に変更がないかは、今後の教育省の政策による。 

教育省のCCA研修計画は、終了時評価時点では、CCA普及研修実施のための2015年までの

予算が教育省内で承認されている。プロジェクト終了後予算に変更がないかは、今後の教育

省の計画による。基礎教育リソース開発センター（Basic Education Resource Development 

Center：BERDC）は、全国のタウンシップにCCA普及が完了するまでは、BERDCは引続き現

在の機能を果たしていく予定である。 

教員の質、生徒の学習の質については、ある程度のインパクトが認められる。授業観察評

価ツールを活用したプロジェクトでの調査によれば、クラスターミーティングの参加回数と

教員の授業の質には正の相関関係がみられる。アセスメントガイドブックより抜粋したテス

ト問題により、生徒の学力を計測した結果、理科に関しては、教員の授業の質に比例してテ

ストの点数も高くなる傾向があった。インタビュー調査では、「教員が生徒に考えさせるよう

になった」、「生徒が質問をするようになった」、「自分の考えを述べるようになった」、といっ

た変化が報告されている。算数については、算数指導書は、配布してからまだ時間が経過し

ていないので、教員・児童へのインパクトをみるには時期尚早と考えらえる。 

いくつかの予期せぬインパクトが認められる。まず、プレサービスの活動により、EC卒業

生が今後CCAを普及に貢献することが見込まれる。また、CCAに習熟した初等教員が、中等

教員に「昇格」した場合に、CCAが中等にも波及することが期待される。さらに、僧院学校

の教員が研修に参加したため、僧院学校にも波及効果が期待される。そのほか、MTT、クラ

スター研修などが、EC教官、教員らの情報交換の場になっており、EC教官、教員らが積極的

に学びあっていることが報告されている。また、プロジェクト活動のなかで、BERDC内にラ

イブラリーが整備された。 

予期せぬ負のインパクトとして、学校でのCCA導入について父兄の理解が得られず、いく

つかの教育事務所では父兄からのクレームがあったことが報告されている。プロジェクトで

は、PTAも研修に参加することとしており、研修においてCCAに対する理解を深めるようにし

ている。その結果、最近は父兄からの不満をあまり聞かなくなった。 

 

 （5）持続性 

持続性は、教育省内でCCA研修計画が適切に実施されれば、見込める。CCAを重視する政

策は当面継続するものと考えられる。C/Pのモチベーションは高く、プロジェクト終了後もあ

る程度活動を継続できるよう能力強化されている。ただし、教材の大幅な改訂など一部の活

動については、完全にC/Pだけで実施していくためには、更なる能力強化が必要と思われる。

政策面では、ミャンマー政府のCCAを重視する方針は当面続いていくものと見込まれる。

「30カ年長期教育開発計画」は2030年まで、「EFA行動計画］は2015年までの政策となってい

る。ただし、政権交代などによる不確定要素があり注視が必要である。 

組織的な持続性はある程度見込まれる。教育省では、CCAを全国の全タウンシップに普及

していく計画であり、CCA研修計画を策定し、予算措置も含め教育省内で承認されている。

それによると、2015年までに全330タウンシップにおける全初等教員に対しCCAの研修が完了
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する予定になっている。今後のモニタリングについては、CCA研修計画では、モニタリング

計画の概要が記載されているが、教育省では、すべてのタウンシップにCCAを普及した2015

年以降に、本格的にモニタリングを開始する予定である。 

BERDCは、教育省内でDEPT下における技術的部門として位置づけられている。DEPTによ

れば、全国のタウンシップにCCA普及が完了するまでは、CCA普及・研修の核となる部署と

して、引続き現在の機能を果たしていく予定である。ただし、ヤンゴンの現在のBERDC事務

所に勤務する人員は最小限に縮小され、各タウンシップで研修活動に従事することとなる。

技術的な持続性はある程度見込めるが、一層の能力強化は必要である。プロジェクトで育

成された人材はある程度定着していくものと見込まれる。人事異動によるC/Pの離任について

は、教育省の人事計画の一環であるため、今後の見通しについては明言できない。しかしな

がら、C/Pは教育省内での異動なので、何らかの形でプロジェクトの経験が活用されるはずで

ある。教育省でも、BERDCに配置されている人員は、他の機関の所属になっても研修活動に

従事させる予定である。また、現在配置されているC/Pは、活動を続けて行く意思はある。教

員については、ECで教育を受けたことに対する一定の在職義務があるため、比較的定着して

いる。プロジェクトで研修した教員の多くは、今後も教職にとどまる見込みが高い。移転さ

れた技術は、今後も活用されていく見込みである。現在配置されているC/Pは、活用していく

意思はある。EC講師については、ECに異動した場合は、ECで移転された技術を活用していく

ことができる。ECのカリキュラムはECで引継がれていくので、技術は継続する。C/Pの能力

は向上している。しかしながら、完全に日本の技術支援なしで継続していくには、まだ困難

もある。インタビュー調査からは、例えば、研修実施、教材作成等の活動についてはほぼ継

続でき、後進の指導もある程度まで可能と思われるが、教材の大幅な改訂などは難しいもの

とうかがえた。C/Pの多くは、必要に応じ技術的支援があった方が望ましいと感じている。 

財政面での持続性はある程度見込める。CCA研修計画の予算は、教育省内で既に承認され

ている。ただし、国会における承認は単年度ごとに行われることになっており、今後教育省

として予算確保の努力を続ける必要はある。CCAのための研修では、研修参加者の日当額が

低めに設定されており、持続性のためには有効といえる。 

 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

 （1）計画内容に関すること 

CCAの普及を確実にするための実施方法を工夫したことが挙げられる。例えば、教材を実

際に使っているところをモニタリングながら改訂して現状に沿ったものにしていった。また、

研修時の質問に対するフィードバック、モニタリング報告書を見て必要なアドバイスを行う

など、研修参加者・対象教員に応じたきめ細かな実施方法がとられた。教材普及のための方

策としては、NGOが全国のタウンシップに向け発行している雑誌「ピニャタザウン」を通じ

て、リソースブックを配布することになった。 

 

（2）実施プロセスに関すること 

C/Pと専門家の適切な専門性と努力が挙げられる。また、C/Pは、高い積極性とモチベーシ

ョンを有しており、ミャンマー側関係機関の協力体制も良好であった。さらに、多くのC/Pが
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フェーズ1（及び一部のC/Pは開発調査時）から継続して活動しており、JICAのプロジェクト

の運営に慣れていて能力強化されていた。TEO/ATEOが積極的でCCAを適切に理解しているタ

ウンシップ、校長が積極的でCCAを適切に理解しているクラスター、学校、リーダーシップ

をとる人がいるクラスターでは、CCAが定着しやすい。 

 

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 

PDMでは、児童の学習へのインパクトを測る指標がないが、プロジェクトで構築しようと

している仕組みが適切かどうかを判断する意味でも、児童に関する指標を盛込んでいれば、

今後の普及戦略をみるうえで有益であったと思料される。また、モニタリング方法が十分に

確立されていないことは、今後のCCA普及の阻害要因になると考えられるため、教育省で見

直されるスーパービジョンのシステムに、本プロジェクトにて検討したモニタリング方法が

取り入れられることが重要である。 

 

 （2）実施プロセスに関すること 

専門家派遣時期の変更により、一部活動がプロジェクト期間終了直前までずれ込んだ。教

材作成については、カリキュラムそのものが長い間改訂されておらず教員中心型になってい

るため、教材作成の際に制約条件となった。一部の教員は、教員中心の伝統的教育手法に固

執し、CCAを受け入れようとしないことがある。これに対し、プロジェクトでは、研修など

でCCAの重要性を伝えている。 

 

３－５ 結論 

プロジェクト活動により、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され、

教育省では既にCCA研修の全国普及計画が策定・承認されている。このようにプロジェクト目

標が十分達成され、持続性も見込めることから、プロジェクトは予定どおり終了する。ただし、

成果3にかかる自主研修のモニタリング報告書の提出については、指標が未達成であることか

ら、ミャンマー側で既存のモニタリングシステムへ内部化されることが期待される。 

 

３－６ 提言及び教訓 

３－６－１ 提言 

（1）教育改革の必要性 

今後CCAが全国普及しても、系統性に問題のあるカリキュラム、それに基づいて開発さ

れた教科書を教育省の意図する新学力観に基づいたものに改善しなければ、根本的な教育

改革とはならない。今後教育省が見直し、改訂を実施していくことが必要である。 

 

（2）CCAモニタリングの既存の教育行政への内部化 

自主研修（On-site training）が習慣化する前の段階でモニタリング機能を強化する、報告

書の目的を今後実施、実績だけを記載するようなモニタリングに変えることにより、実施

状況実数の確認をすることに重きを置くようにする、またCCAを全国普及するといった方
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策により、既存のモニタリングシステム内にCCA活動実施に関する項目が盛り込まれる必

要がある。 

 

（3）CCA促進のための中央並びに地方の人材育成の重要性 

生徒の学力向上に結びつけるためには、今後本格的にレベル2，3をめざした授業の質の

向上を図ならなければならない。そのためにはレベル2，3を授業実践できる人材を全国普

及プロセスが終了する前から育成しておかなくてはならない。 

 

（4）教員用指導書の定期的な改訂 

3～5年程度のスパンでBERDCが中心となって同指導書を改訂する必要がある。そのため

には、プロジェクトで実施した指導書開発プロセスを踏襲し、学校現場での1年間の試用プ

ロセスなどを経る形で改訂作業がされることが望ましい。 

 

（5）CPDのなかでのECの位置づけの明確化 

教育省がCCAを中心とした新しい学力観をめざすことにより、ECの位置づけもCPD

（Continous Professional Development）のなかで再定義される必要がある。 

 

（6）現行試験制度改革 

思考力など、これまで図られてこなかった学力をも向上させる可能性のあるCCA型授業

のインパクトが最大限図られ、授業改善ニーズが教員に自覚させるためにも、今後試験内

容が教育省の新学力観を反映させるように改めるべきである。 

 

（7）BERDCの重要性 

今後、全国普及、教員用指導書改訂等、CCAの種々の活動を組織するために、今後BERDC

を継続させることは、教育省にとっても大きなメリットとなる。 

 

３－６－２ 教訓 

（1）ミャンマー側の積極的なコミットメント 

2000年前半の開発調査より、本フェーズプロジェクト活動期間を通して、ミャンマー側

のコミットメントは一貫して強く、CCA普及に向けたビジョンには変化がなかった。また

プロジェクト終了前に自国予算での全国普及計画を策定したことも特筆すべきことであ

る。本プロジェクト開始時にミャンマー側の政策との合致、ビジョンの共有を進めたこと

が、コミットメントを引き出す結果となった。 

 

（2）ミャンマー教員の同僚性 

1年前の中間レビューと比較して、クラスター型研修（授業研究形態）での参加教員の積

極性が非常に目についた。また視学官、校長、教員の垣根を越えて意見交換していた姿を

垣間見、ミャンマー国はこのようなクラスター型研修が教師文化として根付く可能性があ

ると感じられた。このことは、その国の持つ文化的な背景を十分に理解し、それに合わせ



 

xi 

た技術、ノウハウを提供することにより、技術、ノウハウの定着が図られることを示して

いる。 

 

（3）教科内容理解とCCA 

本プロジェクトを通して、深い教科内容理解（教材研究）がなければ本当の意味で授業

改善ができない、ということがC/Pレベルで認識されてきたようである。今後、この考え方

が少しずつ浸透していけば、教材研究の重要性も認識されてくることが予想される。経験

のないC/Pにとっては、改善の基礎となる基本的な知識、教科内容の理解の重要性は実際の

活動を通じて自らが感じ取るものであり、そのことを念頭に置き、活動内容を検討してお

く必要がある。 

 

（4）フォーカススクールの経験 

本質的な授業変容を促すためには、教師の意識改革が重要であり、そのためにはかなり

の時間が必要であり、日本の教育経験の応用も含め、今後どのような技術支援が生徒の学

習の質を向上させることにつながるのかを戦略的にさまざまな実証研究を通して明らかに

し、その知見を普及していくことが必要である。 

 

 

 




