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評価調査結果要約表 

１．案件の概要 

国名：ラオス人民民主共和国 案件名：理数科現職教員研修改善プロジェクト 

分野：基礎教育 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：ラオス事務所 協力金額（評価時点）：322,017千円 

 

 

協力期間 

（R/D）：2009年11月19日 

開始 ：2010年2月22日 

終了 ：2013年10月31日 

（3年8カ月間） 

先方関係機関：教育スポーツ省教員教育局、サバナケ

ット県・チャンパサック県・カムワン県教育局、各県

対象郡の郡教育局、サバナケット教員養成校、パクセ

教員養成校 

日本側協力機関：特になし 

他の関連協力：理数科教員養成プロジェクト 

１－１ 協力の背景と概要 

ラオスの国家計画「第 6次国家社会経済開発計画 2006-2010（National Socio-Economic 

Development Plan：NSEDP）」では、教育分野をその重点分野として位置づけ、「教育改革を通じ

た人材開発の質的・量的改善」を目標として掲げている。また、教育スポーツ省（Ministry of 

Education and Sports：MOES）は、「アクセス」「質」及び「マネジメント」の改善を三本柱に、

2015年までに「万人のための教育（Education for All：EFA）」を達成すべく、具体的な行動目標

を設定している。 

これらの取り組みのもと、初等教育純就学率は79.0％（2000年）から91.6％（2008）へと向上

した。しかし、その一方で留年率及び中退率の改善については期待されたほどの成果はみられ

ていない。その主要因の一つとして教育の質の低さがあげられ、質の改善の取り組み強化、特

に現職教員の質の改善が喫緊の課題となっている。 

現在、「教員教育戦略（2006-2015）・行動計画（2006-2010）（Teacher Education Strategy and Action 

Plan：TESAP）」において、教員養成・研修及びそのマネジメントに関する戦略、達成目標及び

活動スケジュール等がまとめられているが、必ずしも計画的に進んでいるとはいえない。また、

制度面の改善が実際の教育現場の改善に結びつくためにも、現職教員の能力向上が必要であり、

そのための有効な手段として現職教員研修の改善が求められている。2009年4月に策定された教

育セクターの包括的計画である「教育セクター開発フレームワーク（Education Sector 

Development Framework：ESDF）」においても、継続的な研修を通じた現職教員の質の向上の必

要性が指摘されている。 

JICAはこれまで基礎教育分野において、「理数科教員養成プロジェクト」（2004-2008）による

教員養成校（Teacher Training College：TTC）における教員養成の強化、「南部3県におけるコミ

ュニティ・イニシアティブによる初等教育改善プロジェクト」（2007-2011）による学校環境改善、

無償資金協力・コミュニティ開発支援無償資金協力による学校建設等を実施してきた。特に「理

数科教員養成プロジェクト」では、TTCの理数科教員の質が改善されることを目的に、理数科カ

リキュラム開発等のワークショップや教員養成に携わる人材を対象にした研修の実施などの支

援を行ってきた。 

このような背景のもと、MOESはこれら支援の実践を高く評価し、特に理数科分野において、

前技術協力プロジェクトの後継案件として、県・郡レベルでの現職教員研修を継続的に実施で

きる仕組み作り及び試行を主なコンポーネントとした案件を我が国政府に要請した。 

 

 

 



 

ii 

１－２ 協力内容 

（１）上位目標 

対象県の理数科の授業の質が向上する。 

 

（２）プロジェクト目標 

対象小学校において理数科の指導法が改善される。 

 

（３）成果 

1. 校内研修運営の仕組みが強化される。 

2. 校内研修の仕組みを支援するための人材強化が行われる。 

3. 現場実態に即した校内研修用教材が作成される。 

 

（４）投入（評価時点） 

日本側： 

長期専門家派遣 3名、37.73MM  総括/教員研修/理科教育 15.43MM 

教員研修/算数教育 15.03MM 

研修教材開発 7.27MM 

機材供与 8,434千円（供与機材7,516千円、携行機材918千円） 

ローカルコスト負担  16,025千円 

調査団 3,636千円 

国別研修 15,012千円 

相手国側： 

カウンターパート（C/P）配置 1名（中央レベル） 24名（地方レベル） 

プロジェクト執務スペース（MOES、サバナケット及びチャンパサック県教育局内） 

教材開発ワークショップ会場（パクセ・チャンパサックTTC及びカムワン県教育局内）

光熱費 

２．評価調査団の概要 

調査者 JICA国際協力専門員/人間開発部課題アドバイザー 水野 敬子 

JICAラオス事務所 所員 松崎 瑞樹 

JICA人間開発部基礎教育第一課 職員 角田 和之 

㈱国際開発アソシエイツ パーマネントエキスパート 高橋 勉 

調査期間 2012年2月26日（日）～3月15日（木） 19日間 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

（１）成果の達成状況 

成果1 当初の計画では、県・郡・クラスターの各レベルに運営委員会（Management 

Committee：MC）及び技術支援チーム（Technical Supporting Team：TST）を設置・強化し、

校内研修の活性化にあたる予定であった。しかしながら、郡レベル以下の人員が少数で

あること、プロジェクト運営には技術・運営の両面が必要とされることから、MC及びTST

の代わりに理数科現職教員研修改善プロジェクト（ Improving In-service Training for 

Sciences and Mathematics Education：ITSME）トレーナーチームが編成され、技術及び運

営にかかわっている。このメンバー構成は県・郡の指導主事（Pedagogical Advisor：PA）

及びTTCの教官であり、いわゆる実務者レベルの人員である。一方、MCのメンバーとし

て想定されていた管理職について定期的な会合はなく、年2回ほど適宜開催される会議に

おいて情報交換し、また日常業務の一環としてプロジェクト関連業務を担当している。
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成果2 各5日間14回に及ぶ教材開発ワークショップ（Workshop：W/S）の実施を通じて、上

記のトレーナーチーム（県・郡のPA及びTTC教官）に対し、理数科の教科知識及び教授

法の技術移転を進めている。また、郡もしくはクラスターレベルについては、支援対象

校の校長及び教員（Academic Teacher：AT）にトレーナー研修（Training of Trainers：TOT）

を3県の対象7郡に、各々2日間2回実施し、プロジェクトの説明、開発された教材の紹介、

校内研修活動の計画策定などを行っている。当初、校長研修とアカデミック・ティーチ

ャー（Academic Teacher：AT）研修は別々に実施するように計画されていたが、多くの学

校で校長も教科を担当しているなどの理由から同一の研修として実施することとした。

成果3 上記のW/Sにより1、2、3、4、5年生算数及び4、5年生理科の研修教材が合計12単元

分、及び研修マニュアルが一部開発された。研修教材は、TOTで紹介するとともに参加

者の意見を聞き、より現場のニーズに合致するよう修正されている。またツールとして、

学習活動案評価シート、授業観察シート、及び学習活動案設計シートが開発された。こ

れらのうち、9単元分の研修教材、研修マニュアル、学習活動案評価シート、及び授業観

察シートを編集・製本し、対象校に配布した。 

 

（２）プロジェクト目標の達成状況 

プロジェクトは、教材開発を通じたトレーナーの養成に注力しており、目標の達成に直

結する対象校の教員による質の高い授業の計画・実施を直接的には支援していない。また、

2つの指標を測定するためのツールとして使用できる学習活動案評価シート及び授業観察

シートは開発されたものの、データは収集されておらず、目標値も設定されていない。そ

のため現時点で指標を用いてプロジェクト目標の達成状況を判断することはできない。一

方、多くの対象校ではTOTで紹介された教材に含まれるモデル学習指導案がすでに実際の

授業に使用され、また一部ではその形式にのっとり、教師が自ら指導案を作成している。

こうした状況からプロジェクト目標が達成される可能性を推測することはできるが、その

場合においても、PAなどの十分な指導によってモデル指導案が適切に使用されることが条

件となる。 

 

（３）上位目標の達成状況 

上位目標は、対象者が選定された対象校から対象県内全域の学校に拡大する点を除き、

プロジェクト目標と酷似しており、両者の指標もほぼ同じものが用いられている。これ以

外にも、プロジェクト目標では「指導法」が上位目標で「授業の質」となっているが、上

位目標の指標が1つ多いのみで2つは同じものであり、本質的な違いは認められない。した

がって、プロジェクト目標と同様にデータも十分になく、目標値も設定されておらず、現

時点において達成の見込みについて述べることはできない。しかしながら、モデル学習指

導案が郡のレベルで対象校以外にも広まっている状況があり、対象郡以外への波及を促進

するならば、上位目標が達成される可能性は考えられる。この場合でも、モデル学習指導

案が適切に使用されるよう、県・郡のPAによる十分な指導が必要であるが、同じ県内でも

都市部と遠隔地では状況が異なり、県全体に一様な普及は簡単ではない。 

 

３－２ 評価結果の要約 

（１）妥当性：高い 

MOESは、教員の資質向上のための校内指導活動（Internal Supervision：IS）の実施を促し

ているが、その具体的な内容については各学校任せであり、学校側も実のある活動を試行

錯誤している。ここで、プロジェクトは質の高い研修教材を提供し、TOTによりその適切

な使用方法を指導することは現場のニーズと合致しており、時宜を得ている。 

ラオスの政策レベルとの整合性も高く、第7次NSEDP 2011-2015は人的資源の量的•質的拡
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充を述べており、ESDF2009-2015は教員再研修の拡充に言及している。また、第7次教育セ

クター開発5カ年計画（Education Sector Development Plan：ESDP2011-2015）は、科学の近代

化と教員の資質向上について述べている。 

 

（２）有効性：現時点で検証不能 

プロジェクト目標の達成度を測るための指標は、現在目標値が設定されておらず、また

データも収集されていないため、達成度を検証することはできない。ただし、対象校では

プロジェクトで開発されたモデル学習指導案及びその書式が受け入れられ、活用されてい

る。したがって、プロジェクト目標である対象校における指導法の改善は、ある程度進行

していると推測される。 

 

（３）効率性：現時点で検証不能 

21項目の計画された活動のうち計画通りに進んだものは4項目、実施時期にいたっていな

いものが1項目である。一方、実施されなかったものが5項目、大きな遅れがみられたもの

は3項目、2年目に実施されなかったものは3項目、大幅な変更とともに進められたものが5

項目である。すなわち、多くの活動が計画と乖離しているため、活動の実施状況を判定す

ることはできない。また、3つの成果を計る指標のほとんどは目標値の未設定・データの未

収集のため、成果の達成度も検証不能である。しかしながら、プロジェクトのトレーナー

チームを中心にプロジェクトの運営、研修教材の開発、それを通じた教科及び教授法に関

する技術移転が進められており、成果はある程度達成されていると推測される。 

 

（４）インパクト：現時点で検証不能 

上位目標の達成度を測るための指標はプロジェクト目標の指標とほぼ同じものであり、

目標値が設定されておらず、またデータも収集されていないため、達成度を検証すること

はできない。しかしながら、プロジェクトで開発されたモデル学習指導案は、対象郡内に

おいて対象校から非対象校への普及がみられ、上位目標達成に向けた動きがあるといえる。

ただし、対象県内の対象郡から非対象郡への普及を促すプロジェクトの取り組みは、現在

みられない。 

 

（５）持続性：改善が必要 

現在、TTCの教官及び県教育局（Provincial Education Service：PES）・郡教育局（District 

Education Bureau：DEB）のPAによるITSMEトレーナーチームにより教材開発W/Sを中心と

した活動が展開されているが、行政機関であるPES及びDEBと教員養成校であるTTCが恒常

的に協働できるような合意文書の締結などの措置は講じられていない。また、MOESは、現

在、この活動をプロジェクト終了後に続けるだけの予算は確保していない。こうした組織

及び財政の両面において持続性は十分とはいえない。一方、開発されたモデル学習指導案

は、すでに対象校で使用されており、現場の技術レベルに適合しているといえる。 

 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

（１）計画内容に関すること 

プロジェクトは、現在、トレーナーの養成に注力しており、学校レベルへの関与はTOT

にとどまっているが、それにもかかわらずプロジェクトが開発したモデル学習指導案は対

象校で予想以上に活用されている。こうした波及効果は、活発に実施されている校内指導

活動（Internal Supervision：IS）によるものであり、これは計画策定時に想定されたとおり

である。 
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（２）実施プロセスに関すること 

プロジェクトが、現在、トレーナーの養成に注力していることを別の観点から評価する

ならば、計画から実施プロセスを大きく変更することにより、少なくとも、成果3の教育現

場に即した教材の開発に関しては、成果の発現に貢献したといえる。もちろん、この貢献

を勘案したところで、計画との調整をせずに実施プロセスに大きな変更を加えたことによ

り、混乱を引き起こした問題は残る。 

 

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 

計画では学校レベルの人材強化が焦点であり、一方プロジェクトの実施ではITSMEトレ

ーナーが技術移転の主な対象である。これは教材作りの中核となるTTC教官の能力に対する

評価の違いが原因と考えられる。プロジェクトの開始後、TTC教官でさえも期待される技術

レベルに及ばないことが明らかとなった。そこで学校レベルの人材よりも、まずTTC教官を

中心に上流の人材強化が必要であり、ITSMEトレーナーの養成がプロジェクトの主な活動

となった。すなわち、計画策定時にTTC教官の能力を比較的高く見積ったことが、計画と実

施に大きな違いを生じた阻害要因とみなされる。 

 

（２）実施プロセスに関すること 

実施プロセスにおける最大の問題は、計画と実施に大きな変更が生じながら、その調整

がなされなかったことである。これは、プロジェクトが何のため何をやるかについて関係

者の共通理解を難しくし、プロジェクト運営の透明性を大きく損ない、また客観的な根拠

に基づいたプロジェクトの評価を不可能にしている。こうした計画と実施に大きな乖離が

生じ、調整されなかった阻害要因として、関係者間のコミュニケーション不足が考えられ

る。 

 

３－５ 結 論 

プロジェクトは、モデル学習指導案を中心に研修マニュアル及び種々のツールの開発につい

てトレーナーと専門家が共に取り組むことを通じて、トレーナーの教科知識・教授法の向上に

貢献している。またこうして開発された成果物は、TOTを通じて対象校に紹介し、日々の授業

にも活用されている。達観的には、このような成果がみられるにもかかわらず、計画と実際の

活動の乖離が大きく、そのため達成度を検証するための目標値の設定及びデータの収集もなさ

れておらず、現在明確な根拠に基づいた評価はできない状況にある。それ以外にも、継続性の

担保・学校レベルへの支援の本格化などの残された課題があり、残りの期間における一層の努

力が望まれる。 

 

３－６ PDMの変更 

中間レビュー調査団は、レビューの結果に基づき、実際のプロジェクト活動の進捗と計画さ

れた活動との乖離が確認されたことから、関係者の本プロジェクトの成果や活動に対する共通

認識を醸成するために、PDMの改訂が不可欠であるとの結論にいたった。調査団は、合同調整

委員会（Joint Coordinating Committee：JCC）において、PDMを付属資料のミニッツのANNEX1-2

のとおり改訂することを提案し、関係者間で確認後、合意にいたった。 

 

３－７ 提 言 

（１）既存の制度や仕組みにITSMEの成果を組み入れるための出口戦略への取り組み 

R/Dで強調されているとおり、プロジェクトの実施に際しては、プロジェクト期間を超え

た持続性を十分に検討することが肝要である。そうすることにより、仕組み/アプローチや、
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人材、開発・導入・改善された教材が、既存の制度や仕組みのなかに着実に根付き、プロ

ジェクト終了後も他の地域に普及していくことが期待できる。 

かかる点から、中央、県各レベルにおける関係機関が以下にあげる点に関して合意・決

定していくために、JICAが派遣している教育政策アドバイザーの協力も得ながら、プロジ

ェクトにより関係機関間の議論が促進されることが求められる。 

 

（２）C/P組織の能力向上について（MOES、TTC、PES、DEB） 

C/Pの能力向上は持続性の鍵となる。この点から、以下の課題に取り組む必要がある。 

１）ITSMEトレーナーの更なる能力強化（DTE、TTC、PES、DEB） 

現在、教員教育局（Department of Teacher Education：DTE）は、残りのプロジェクト期

間においてITSMEトレーナーがモデル授業案を作成する活動を継続するための予算を申

請しているところである。この点について、上述の活動には従来からのITSMEトレーナ

ーがかかわることで、異なる機関（DEB、PES、TTC）におけるITSMEの中核となる人材

の専門性の更なる強化を行っていくことが強く望まれる。 

２）他の関連人材に対するITSMEの成果の共有・普及 

現在のところ、県及び郡レベルにおいて、授業改善をめざしたITSMEアプローチを適

正に理解し、またフォローできる人材はITSMEトレーナーに限られている。かかる点か

ら各関連組織はITSMEトレーナー以外の関連人材の能力強化の方法についても検討し始

めることが肝要である。第一のステップとして、ITSMEトレーナーによる適切なオリエ

ンテーションとあわせてモデル授業案及び授業案作成マニュアルを対象県PA（非対象郡

PA含む）と共有していくことにより、プロジェクトで育成された人材や教材を最大限に

活用しつつ、非対象郡のPAの能力強化に取り組んでいくことが望まれる。 

３）関連する単元の教科内容に関する参考教材の作成 

良いモデル授業案の作成において、ITSMEトレーナーの理数科の教科知識が不十分で

あるという強い懸念が専門家より表明されている。かかる点において、ITSMEトレーナ

ーの教科知識が強化され、モデル授業案の作成プロセスが促進されるよう、専門家は関

連する単元の教科内容に関する参考教材/ガイドの作成を提言する。 

 

（３）プロジェクトにより開発される教材の質の向上に向けて（適用性、使いやすさ、実用性、

効果、一貫性） 

プロジェクトで作成されるツール・教材は、その協力期間を超えて、 ISやExternal 

Pedagogical Supervision等、授業改善のための通常の活動のなかで活用されていくことが期

待される。したがって、プロジェクトで作成される教材が、残りの協力期間で実際に活用

されるなかで、効果、適用性、使いやすさ、実用性、一貫性の観点からその質を検証する

ことが望まれる。 

かかる点から、プロジェクトにおいてはツール・教材が学校レベルのみならずDEB、PES

の関係者により学校活動のモニタリングにおいて確実に活用されるための働きかけを行

い、実際の活用を通して、ツール・教材の質が適切に確認され、必要な修正を加えること

を担保することが肝要である。 

 

（４）その他の課題について 

１）プロジェクトマネジメントのツールとしてのPDMの有効な活用 

2011年2月に実施された運営指導調査においてPDMの改訂に関する協議が行われたが、

実際には、開始から中間レビュー調査にいたるまで、PDMの改訂は行われていない。結

果として、成果の達成レベルを確認するための指標の大部分は明確に定義されてこなか

ったため、今般の中間レビューにおいて関係者や関係組織間で相互に合意された指標に
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基づいて、プロジェクトの進捗や全体的な達成レベルを確認することが困難であった。

今般の中間レビューで、プロジェクトとの協議のもと調査団によりPDMは詳細に見直

されるとともに修正がなされ、その改訂内容は関係組織により相互に合意された。かか

る点から、今後、改訂されたPDMはプロジェクトの進捗をモニター、促進するための管

理ツールとして有効に活用されることを提言する。さらに、改訂PDMに基づいてプロジ

ェクトを実施していくために、プロジェクトは日本人専門家及びC/Pによる相互の合意に

より早急に活動計画（Plan of Operation：PO）を作成するよう求める。 

２）意思決定レベルにおける議論の促進に向けたJCC会合の最大限の活用 

中間レビュー結果により、MOES中央レベルの関連部局の意思決定者や対象地域の

TTC、PES、DEBの長においては、協力終了後、既存のリソースにより既存の仕組みのな

かにプロジェクトのアプローチや活動を組み入れていくための出口戦略について、協議、

合意する十分な機会がなかったことが示唆された。かかる点から、プロジェクトの持続

性や、プロジェクトにより達成された成果の持続、更なる拡大に向けた組織的な関与の

在り方について協議するために、JCC会合を効果的に活用していくことが求められる。 

３）最終版の教材集とその全国普及に係る提言を取りまとめたプロジェクトの最終成果品

としての包括的報告書の作成及びMOESへの提出 

プロジェクト終了時に、開発された教材を含むプロジェクトの成果の全国的な展開を

MOESに提言するために、最終版の教材集と全国普及に向けた提言を取りまとめた包括的

報告書を作成することが求められる。そのために、残りの期間、既存のモニタリングの

仕組みにより、あるいはW/Sなどを通して教材の質に関する対象校からの意見を集めるこ

と、更にはモニタリングレポートのフォーマットを含むモニタリングツールの質につい

ても、ITSMEトレーナーを含むDEB、PESからの意見、フィードバックを収集し、それら

を適切に検討、分析することが肝要である。そうすることで、教材の質を確認し、あわ

せて必要な修正を加えて最終化し、上述の報告書に含めることが求められる。さらに、

教材の全国展開を提言するためについては、上述の分析結果についても報告書に含め、

提言内容の根拠として提示することが望ましい。 

 

 




