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中間レビュー調査結果要約表 
作成日：2012 年 4 月 2 日 

担当部：人間開発部基礎教育第二課 

 

１．案件の概要 

国名：ニジェール共和国 
案件名：中等理数科教育強化計画プロジェクトフ

ェーズ２ 

分野：教育 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：人間開発部基礎教育第二課 
協力金額（評価時点1）：1 億 2,534 万 7,000 円 

（全予定額：2 億 1,579 万 2,000 円）

協力期間（R/D）： 

2010 年 3 月 18 日～2013 年 9 月 17 日 

（3 年間） 

先方関係機関：高等教育・科学研究省 

日本側協力機関：なし 

１－１ 協力の背景と概要 

ニジェール共和国（以下、｢ニジェール｣と記す）政府は、2003 年 10 月に基礎教育の拡充に関

する 「教育開発 10 カ年計画（Programme Décennal de Développement de l’Education：PDDE）」を

制定し、このプログラムを通じて 2015 年までの万人のための教育（Education For All：EFA）達

成をめざしている。これを受け、初等教育においては多数のドナーが協力し、その拡充が図られ

ているが、中等教育分野に関しては、ドナーの支援は極めて限定的であることから、ほとんど進

展していないのが現状である。 

 2006 年当時、約 470 の公立中等教育機関が存在し、6,200 名の教員（うち 2,262 名が理数科教

員）が教鞭をとっていた。しかしながら、その約 8 割は契約教員であり、そのほとんどが教員養

成課程もしくは大学の教育学部での専門教育を受けていない。また、中等教育では、生徒の理解

度を考慮しない板書中心の暗記･詰め込み型教育が主流であり、教員ストによる授業時数減少の

影響もあって、十分な教育が行われているとは言い難い。したがって、ニジェールの将来を担う

人材育成の基盤となる中等教育の質の向上をめざし、現職教員研修（In-Service Education and 

Training：INSET）等を実施する中核人材の育成や理数科教員の能力強化が喫緊の課題として指摘

されていた。 

 上記を踏まえて、JICA は 2006 年 10 月から 2009 年 10 月までの 3 年間にわたり、｢中等理数科

教育強化計画プロジェクト（SMASSE-Niger）｣（以下、フェーズ 1）を実施し、全国 8 州のうち、

ニアメ、ティラベリ、ドッソの 3 州にて INSET の実施を支援してきた。その結果、対象州にお

いて理数科教員の教授能力向上と生徒の授業参加度の高まりが終了時評価において確認された。

 そして、ニジェール政府はフェーズ１の効果を認識し、後継案件として、対象を全国 8 州に広

げ、現職教員研修制度を確立することを目的とした協力をわが国政府に要請した。 

 これを受けて JICAは、「中等理数科教育強化計画プロジェクト（Strengthening of Mathematics and 

Science in Secondary Education：SMASSE）フェーズ 2」を、中等高等教育･研究･科学技術省

（Ministère des Enseignements Secondaire et Supérieur, de la Recherche et de la Technologie：

MESS/R/T）をカウンターパート（Counterpart：C/P）機関2として、2010 年 3 月から開始した。 

 

                                                   
1 2011 年 12 月末時点の実績。 
2 2011 年 4 月省庁再編後、高等教育・科学研究省（Ministère des Enseignements Moyen et Supérieur et de la Recherche Scientifique：

MEMS/RS）が C/P 機関。 
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１－２ 協力内容 

(1) 上位目標 

ニジェールの中学生の理数科の学力が改善される。 

 

(2) プロジェクト目標 

ニジェールの中等理数科教員の教授能力が質の高い現職教員研修（INSET）によって強化

される。 

 

(3) 成果 

成果 1：中央研修講師の能力が強化される。 

成果 2：中央・地方研修を実施できる仕組みが構築される。 

成果 3：INSET を支援する体制が強化される。 

 

(4) 投入（評価時点） 

日本側： 

長期専門家派遣           2 名  

短期専門家（日本人）派遣      2 名（計 2.7MM） 

研修員受入（本邦研修）       1 名 

研修員受入（第三国研修） 10 名（ケニア 5 名、セネガル 5 名） 

機材供与 910 万 2,000 円 

在外事業強化費 4,447 万 9,000 円 

相手国側： 

カウンターパート配置 

中央研修講師       19 名（プロジェクトチームの 7 名を含む） 

土地・施設提供 

プロジェクト事務所（長期専門家の執務室、光水熱費） 

中央研修センター 

地方研修センター（9 カ所） 

ローカルコスト負担 

現職教員研修実施に必要な経費 

（参加者宿泊費、交通費、昼食代、C/P の出張旅費） 

 

２．評価調査団の概要 

調査者 

団長・総括 村田 敏雄 JICA 国際協力専門員/人間開発部課題アドバイザー 

協力企画 塚越 史枝 JICA 人間開発部基礎教育第二課ジュニア専門員 

評価分析 山口 豊 有限会社クランベリー 取締役 

調査期間  2012 年 1 月 8 日 2012 年 1 月 28 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 

(1) プロジェクトの成果 

プロジェクト活動は計画に沿って順調に進捗している。成果の達成状況は良好であり、設

定された成果に関する指標のほとんどが既に目標水準に到達している。 

中央研修、地方研修とも政府による現職教員研修（INSET）システムの一部変更、予算執
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行の遅れにもかかわらず、ほぼ計画どおり研修が実施された。研修の質に関する指標は目標

水準に到達しており、研修講師の研修実施能力の質は担保されている。研修教材は 2010 年

に実施されたニーズ調査の結果に基づいて、66 種の教材が既に作成されており、中央研修講

師の能力強化が図られている。また、校長や中等教育学校運営委員会（Comité de Gestion des 

Etablissements Scolaires/ Education secondaire：COGES/ES）代表者を対象とした啓発ワークシ

ョップや研修が実施され、校長による授業モニタリングや COGES/ES による理数科教材の購

入等の支援事例も報告されている。 

 

(2) プロジェクト目標 

現職教員研修の実施によって、教員はその態度と生徒中心の授業実践力（ASEI-PDSI 実践

能力）を向上させ、生徒も積極的に授業に参加するようになってきた。今後、教員ストライ

キや生徒の授業ボイコット、研修予算の確保と適時支出等の外部条件が改善されれば、プロ

ジェクト終了までに計画されている研修がすべて実施され、教員の更なる能力向上が見込ま

れる。 

 

(3) 上位目標 

現時点で上位目標の達成度を測定するのは時期尚早であるが、授業観察や関係者へのイン

タビューからは、プロジェクト実施の教員研修が教員の意識・態度・意欲・能力の向上と指

導法の改善、生徒の興味関心の向上と積極的な授業参加、授業そのものの改善に役立ってい

ることが明らかになった。また、本レビューにより、現指標による上位目標の測定が困難な

ことが判明したため、今後は、学力向上に至る前段階として授業の変化に注目し、授業モニ

タリングに定性的な視点を加えてデータを収集するなど、全国統一試験や学力テストを補完

する指標の入手が必要である。 

 

３－２ 評価結果の要約 

(1) 妥当性：高い 

本プロジェクトはニジェールの教育セクター開発計画「教育開発 10 カ年計画（2003-13）」

と整合性があり、前期中等教育の質の向上に貢献している。中等教育就学者の急激な増加に

伴い、中学校・高校の教員数は増加しているが（2005-06 年：5,333 名  2010-11 年：6,979 名）、

理数科教員 2,413 名のほとんどが専門的な養成教育を受けておらず、教員研修へのニーズは

高い。プロジェクトが導入した「ASEI-PDSI」は教員の能力を向上させ、授業を改善し、生

徒中心の教育を実現する実践的指導法であり、教員のみならず視学官、指導主事、実験助手

にも有効である。専任 C/P7 名の配置や研修経費負担など、高等教育・研究・科学研究省の

オーナーシップは高く、プロジェクトはフェーズ 1や他国の類似案件の経験を活用しながら、

比較的短期間で全国的な教員研修を実施した。 

また、本プロジェクトは日本政府の対ニジェール事業展開計画の中等教育開発プログラム

に位置づけられ、ODA 分野別政策「日本の教育協力政策 2011－15」と JICA の教育分野ポジ

ション・ペーパー「JICA の教育分野の協力－現在と未来－」の重点に合致している。 

 

(2) 有効性：高い 

2010 年のキャッチアップ研修によって全国の中学校・高校の理数科教員が最低 1 回は研修

を受講している。中央研修講師を中心とする教科別グループは各教科の研修教材を作成し、

これを用いた地方研修は 2012 年 1 月に実施された。財務省の予算支出遅延によって中央研



iv 

修の実施は遅れているが、教員研修はプロジェクト目標の達成に貢献しており、教員の態度

と授業実践を測る ASEI-PDSI 指標（目標達成指標）は 2011 年に 1.7 に達し、目標値 2.0 への

到達までわずかである。生徒の授業参加度を測る ASEI 指標は 2011 年に 1.6 へ向上し、目標

値の 1.5 を達成した。また、2010 年には COGES/ES 代表や校長を対象に啓発ワークショップ

や校長研修が開催され、プロジェクトはその協力を得ることに成功している。教員ストライ

キ、生徒の授業ボイコット、財務省の予算支出遅延等の外部条件が更に悪化しなければ、実

施期間内にプロジェクト目標は達成されるものと思われる。 

 

(3) 効率性：高い 

経験と高い専門性をもつ専任の C/P 主体に研修や調査（学力テスト等）の計画・実施・評

価が行われており、効率的な協力が実現している。彼らは本邦研修や第三国研修を通じて技

術習得と経験共有を行い、効率的に「ASEI-PDSI」実践能力を向上させている。施設設備に

ついては、中央・地方研修会場として学校の実験室を補修して利用するなど、既存の資源を

活用している。なお、治安の問題により 2011 年 3 月に青年海外協力隊（Japan Overseas 

Cooperation Volunteers：JOCV）が退去するまで、教材開発を中心に効果的な連携・協調が行

われた。 

 

(4) インパクト：中程度 

中間レビュー時点での上位目標達成度の判断は時期尚早である。加えて、全国統一試験の

信頼性、学力テストで明らかになった生徒のレディネス（学習準備）の低さ、頻繁なストラ

イキや授業ボイコットの発生等により、上位目標である学力向上を現行指標で測定すること

は極めて難しい。そのため、定性的な変化を把握すべく授業観察や関係者へのインタビュー

を行い、教員研修が、教員の意識・態度・意欲・能力の向上と指導法の改善、生徒の興味関

心の向上と積極的な授業参加、授業改善に役立っていることが判明した。 

大規模かつ計画的ではないが、高等教育・科学研究省は現職教員研修の重要性を強く認識

し、他教科の教員研修を行うようになった。また、啓発ワークショップや校長研修は、現職

教員研修とあいまって、校長や COGES/ES の協力を引き出すことに貢献している。 

 

(5) 自立発展性：中程度 

次期教育セクター開発政策として作成中の「教育・人材育成セクタープログラム

2012-2020」（Programme Sectoriel de l’Education et de la Formation 2012-2020：PSEF）において、

前期中等教育では教育の質の改善が指摘され、後期中等教育では特に理数科教育での質の改

善が目標として掲げられており、政策的な継続性が確保されている。また、研修講師は持続

的に現職教員研修を開発・実施・管理する能力を獲得している。プロジェクトの教科別グル

ープは新たな研修モジュールを開発し、教材作成チームは入手可能な材料で教材を作成し、

生徒の学習に役立っている。C/P は現職教員研修実施のプロセスを習得しているが、現職教

員研修の適切な実施にはプロジェクト運営スタッフの配置が必要である。財政面では、中央

研修経費を除いて、2011 年から政府予算による教員研修経費負担が実施され、継続的な予算

計上と適時適切な支出が期待される。 

他方、2011 年の省庁再編の結果、前期中等教育は国民教育省に移管されたが、後期中等教

育は中等高等教育・科学研究省の管轄対象にとどまり、中学校の理数科教員への研修には新

たに両省間での調整が必要となった。また、教員ストライキ、生徒の授業ボイコット、財務

省の予算支出遅延等の外部条件の悪化も懸念される。 
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３－３ 効果発現に貢献した要因 

・ 7 名の専属カウンターパートの存在 

・ フェーズ 1 及び他国の経験の積極的活用 

・ 自立発展性を念頭に置いたプロジェクト・マネジメント（コストシェアリング、C/P の自

立的な活動等） 

 

３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 

・ 教員ストライキと生徒の授業ボイコットによる授業時数の減少 

・ 予算執行手続の遅れ 

・ 関係者の意識改革の難しさ（調整業務の軽視、現場より理論優先等） 

・ 政治的不安定さ（クーデターによるプロジェクト開始の遅れ、活動計画策定の障害） 

・ 治安の悪化（4 州での JICA 専門家の活動禁止、JOCV 隊員国外退去による協力関係中断）

・ 生徒数の急激な増加 

・ 頻繁な組織改革と人事異動 

 

３－５ 結論 

外部要因の影響により中央研修や開発教材の試行に遅れがみられるものの、プロジェクト・チ

ームと関係者の努力と熱意により、計画されたプロジェクト活動の多くは着実に実施されてい

る。教員研修を通じて導入された新たな指導法（ASEI-PDSI）は、生徒の主体的な学習を可能に

するものとして教員に受け入れられ、創意工夫を凝らした授業実践が試みられている。その結果、

生徒の物理・化学、生物・地学、数学に対する苦手意識の軽減、興味関心の向上、積極的な授業

参加がみられるようになってきている。しかし、この授業実践が生徒の学力向上に影響を及ぼす

までには至っておらず、今後も継続的な取り組みが必要である。 

また、教員研修の制度化に向けて、人材育成・教材開発・予算措置等の活動も本格化しつつあ

る。C/P を含む中央研修講師と地方研修講師の能力強化は、各種研修や専門家による技術支援を

通じて行われており、特に指導法への理解の深化と研修実施能力の向上が顕著である。研修教材

は既に 66 種が開発されており、今後、研究指定校における試行が本格化し、その結果に基づく

研修教材の精緻化が予定されている。予算面では、高等教育・科学研究省が 2011 年以降の教員

研修費用を賄うことになっており、予算確保済ながら執行手続きが遅れている中央研修を除く教

員研修費用を負担している。これはニジェールの財政事情を勘案すれば特筆すべき事項であり、

予算措置の継続と速やかな執行を期待したい。なお、学校レベルにおいても、COGES を中心に

各種の支援活動が実施されており、その内容は学習環境整備（校舎建設・補修、黒板・教具の供

与など）から、授業改善に資する支援（教材購入、教員研修費用負担、生徒の補習費用負担など）

に至るまで幅広く、さまざまな形で教育の質の向上に貢献している。 

プロジェクトは以上のような成果を上げているものの、活動実施に大きな影響を与える外部条

件も存在している。特に教員ストライキや生徒の授業ボイコットに伴う授業時数の減少は深刻で

あり、高等教育・科学研究省に対して発生防止策や影響軽減策の実施が強く求められている。 

 

３－６ 提言・教訓 

(1) 提言 

・ 活動の優先順位の明確化と活動計画の完全実施（学力テストの規模縮小、教員研修制度

化セミナーと他国との経験共有セミナーの統合） 

・ 教育現場の一層の重視（開発教材トライアウトと教室モニタリングの遅延解消） 
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・ 教員研修制度化に向けた中央研修講師の一層の能力向上と教材整備の重点化 

・ 外部条件の発生防止と発生時の影響低減に向けた高等教育・科学研究省の取り組み強化

・ COGES/ES 活動の優良事例に関する経験共有 

・ 高等教育・科学研究省 COGES/ES 担当部署との連携強化 

 

(2) 教訓 

・ 現状把握からプロジェクト活動を開始することが重要 

・ 受益国のオーナーシップがプロジェクトの成否を左右 

・ 教材の現地化による教室での活用促進 

 

 

 

 




