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事業事前評価表 

 

国際協力機構人間開発部基礎教育第二課 

１．案件名                                                     

国名： セネガル共和国 

案件名： （和名） 理数科教育改善プロジェクトフェーズ 2 

 （英名） Strengthening Mathematics, Science, and Technology Education Project 

(PREMST) Phase 2 

（仏名） Projet de Renforcement de l’Enseignement des Mathématiques, des Sciences et 

de la Technologie (PREMST) Phase 2 

２．事業の背景と必要性                                            

（1） 当該国における教育セクターの現状と課題 

セネガル共和国（以下、セネガル）の初等教育は、総就学率が 92.5% (2009 年)まで達したが、

修了資格試験（CFEE）合格率は 60.8%（2009 年）にとどまっており、ミレニアム開発目標（MDGs）に

示された「全児童が初等教育の全課程を修了する」という目標の達成は極めて難しい。CFEE 合

格率の低さは、教育の質、特に教員の質の低さが主な要因となっている。児童数急増に伴う教員

不足解消のため、セネガル政府は 1995 年からボランティア教員制度1を導入するとともに、教員

養成校2期間を 4 年間から約 6 ヶ月に短縮したため、教員の知識や技能が著しく低下した。少なく

とも 2015 年までは毎年約 6 万人ずつ児童が増加する見込みであり、セネガル政府は今後も教員

の短期間での養成を継続するとともに、現職教員研修を通じて、教員の資質向上を図る方針で

ある。 

現職教員研修制度には、クラスター研修と校内研修があり、教員の参加が義務付けられてい

る。しかし、政府による技術的支援が無いために、クラスター研修は質が低下し、教員にとって参

加する意義が薄れ、教員の参加率も 4～5 割へと低下している。校内研修は約 7 割の教員が年 3

回以上参加しているものの、学校によって研修の質が大きく異なる。これに対し JICA は、クラスタ

ー研修の質向上を目的として、2007 年 12 月から 2011 年 8 月まで、3 州を対象に「理数科教育改

善プロジェクト（以下、フェーズ 1）」を実施している。その成果としては、教員のクラスター研修参

加率の上昇（79％）、教授法の改善、修了資格試験合格率の向上3等が確認されている。今後の

課題は、他11州における本プロジェクトフェーズ1で導入した州研修と県研修の実施を通じた県ト

レーナー（クラスター代表）の育成、及び全 14 州における校内研修の質の向上を通じた授業の質

改善である。 

（2） 当該国における教育セクターの開発政策と本事業の位置づけ 

経済・社会政策文書（DPES, 2011-2015）は、初等教育の質の向上を教育分野における重点課

題とし、戦略として現職教員研修の重要性を挙げている。教育訓練開発計画フェーズ 3（PDEF3, 

                                                  
1 養成校を修了した者はボランティア教員として学校に勤務できる。その後 2 年の教員経験を経て契約教員となり、更に 2

年の教員経験を経て昇格試験受験資格を得、合格し採用されることで正規または準正規教員となる。 
2 教育制度は初等 6 年、前期中等 4 年、後期中等 3 年であり、教員養成校の学生は全て中等学校修了者である。 
3 合格率について、フェーズ 1 実施前の 2005～2008 年までの結果の平均と、2010 年の結果を比較すると、非対象 11 州

の平均が 2.1％（62.8％→64.9％）増加したのに対し、対象 3 州の平均は 14.1％（57.6％→71.7％）増加した。 
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2008-2011）も初等教育の質を重点分野とし、目標として児童の就学率及び学力向上を掲げて、

初等教育教員の能力強化を優先度の高い戦略として位置づけている。PDEF は今後改定される

が、改定後も引き続き、教員の能力強化を通じた教育の質の向上に重点を置く見通しである。セ

ネガル初中等教育・国語省（以下、教育省）は、PDEF3 における教員の能力強化に関する施策と

して、本プロジェクトフェーズ 1 の成果と経験を踏まえ、州研修と県研修の実施を通じてクラスター

研修と校内研修の質を向上させる研修の構成（継続研修モデル）を全国に展開する計画を策定

した。本プロジェクトは、この計画にかかる研修の実施運営体制の構築・強化や、理数科や教授

法といった研修内容の質改善に関する技術支援を行うものであり、研修経費等の事業予算の大

部分を教育省が負担する。 

（3） 教育セクターに対する我が国及び JICA の援助方針と実績 

【援助方針】 

我が国は、対セネガル事業展開計画における援助重点分野として「地方村落における貧困層

の生活改善」を掲げている。本プロジェクトは、その開発課題「基礎社会サービスの向上」内の

「基礎教育の向上プログラム」において、教育の質改善にかかる中心プロジェクトとして位置づけ

られている。また、本プロジェクトは、TICAD4 横浜行動計画が掲げる「10 万人の理数科教員に対

する研修の実施」に貢献する。 

【支援実績】 

技術協力プロジェクトとしては、本プロジェクトフェーズ 1 に加え、「教育環境改善プロジェクト」

（PAES, 2007-2010）が実施されており、現在は「教育環境改善プロジェクトフェーズ 2」（PAES2, 

2010-2014）が全国を対象に実施されている。また、無償資金協力により 5 州で約 1,800 教室が建

設された。また、青年海外協力隊員も派遣されている。（2011 年 5 月現在、教育分野・累計 51 名） 

（4） 他の援助機関の対応 

セネガル教育セクターにおける他の援助機関の財政・技術協力においては、リードドナーはカ

ナダ国際援助庁（CIDA、1 億 400 万米ドル）であり、2011 年 11 月からは米国国際開発庁（USAID）

となる。EFA-FTI 触媒基金（8,100 万米ドル）やフランス開発庁（450 万米ドル）は主に学校建設及

び学校インフラ整備に対して財政支援を行い、USAID は中等教育のカリキュラム改訂支援（2,000

万米ドル）を行っている。 

３．事業概要                                                    

（1） 事業目的（協力プログラムにおける位置づけを含む） 

本プロジェクトは、セネガル全 14 州において、州研修と県研修を通じた県トレーナーの育成と、

クラスター研修及び校内研修への授業研究4の定着を通じて、教員の教科知識の向上及び教授

法の質改善を図り、もって児童の理数科分野の学力の向上に寄与するものである。 

（2） プロジェクトサイト 

セネガル全 14 州（2013 年までは 8 州が対象） 

（3） 本事業の受益者 

初等学校全教員（約 55,000 人）、全校長（約 6,000 人） 

                                                  
4 複数の観察者（教員、校長、視学官等）がいる中で、教員が授業案に基づいて実際に授業を行い、その授業の後、教員

と観察者がより良い授業に向けた議論や検討を行うもの 
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（4） 協力期間 

2011 年 9 月～2015 年 8 月を予定（計 48 ヵ月） 

（5） 総事業費（日本側） 

2.7 億円 

（6） 相手国側実施機関 

初中等教育・国語省（教育省）初等教育局 

（7） 投入（インプット） 

1） 日本側 

・ 長期専門家 2 名（チーフアドバイザー、授業研究/理数科教育）（計 96M/M） 

・ 短期専門家（教授法改善、計 1M/M） 

・ 供与機材費（州・県研修の実施に必要な教材作成機材、車両等）（約 3,700 万円） 

・ 在外事業強化費（研修教材印刷費、専門家出張経費、年次レビュー会合開催費、技術交換 

費等）（約 1.2 億円） 

2） セネガル側 

・ カウンターパート（プロジェクトマネージャー、中央トレーナー12 名、州トレーナー270 名等） 

・ プロジェクト事務所（教育省内） 

・ 研修及びモニタリング・評価実施にかかる経費（約 1.3 億円） 

（8） 環境社会配慮・貧困削減・社会開発 

1) 環境に対する影響/用地取得・住民移転 

①カテゴリ分類： C 

②カテゴリ分類の根拠 

本事業は、「国際協力機構環境社会配慮ガイドライン」（2010 年 4 月公布）上、環境への望ま

しくない影響は最小限であると判断されるため。 

2) ジェンダー・平等推進/平和構築・貧困削減 

研修教材において、女子に対する理数科教育の重要性を強調することが想定されている。ま

た、全てのレベルのトレーナーに女性が含まれるように配慮することとしている。 

（9） 関連する援助活動 

1） 我が国の援助活動 

教育の質改善のための取り組みとして、本プロジェクトの他、「教育環境改善プロジェクトフェー

ズ 2」（PAES2）及び、無償資金協力による学校建設を実施している。本プロジェクトによる教員の

指導力向上に加えて、PAES2 による学校運営の改善を行うことにより、児童の学習環境改善を

総合的に改善することを目指している。 

2） 他ドナー等の援助活動 

初等教育現職教員研修に関して、CIDA が新カリキュラムの導入研修に対する支援を、ユニセ

フが Child Friendly School の運営にかかる教員研修を、世界銀行、アフリカ開発銀行、フランス開

発庁が校長及び教員対象の研修に対する財政支援を、それぞれ実施している。また、セネガル

政府が負担する本プロジェクトの活動経費は、他ドナー等からの財政支援を含む教育省の投資

予算から支出されることになっている。 
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４．協力の枠組み                                                 

（1） 協力概要 

1） 上位目標 

初等教育における児童の理数科に関する学力が向上する。 

  指標 ・各州における初等教育修了資格試験の結果が向上する。 

     ・プロジェクトが開発する理数科学力テストの結果が向上する。 

2） プロジェクト目標 

理数科に関して児童の学習を支援するための教員の指導力が向上する。 

   指標 ・授業観察の結果が改善する。（目標値については後述） 

3） 成果及び活動 （成果 2～4 の指標の基準値及び目標値については後述） 

活動 0： ベースライン・エンドライン調査を実施する。 

成果 1： 理数科の継続研修モデルが、既存の現職教員研修制度に組み込まれる。 

指標 ・教育省が理数科の継続研修モデルを承認する。 

・州視学官事務所（又は州研修センター）が作成する年間研修計画内に、県研修、ク

ラスター研修、校内研修が組み込まれる。 

活動 ・研修教材、モニタリング・評価ツール等の開発 

・各研修の実施時及び実施前後におけるモニタリング・評価の実施 

・継続研修モデルの理解促進のための県年次レビュー会合や広報活動の実施 

成果 2： トレーナーの研修実施運営能力が強化される。 

指標 ・中央トレーナーによる相互評価の結果が改善する。 

  ・中央トレーナーによる州トレーナーに対する評価結果が改善する。 

・州トレーナーによる県トレーナーに対する評価結果が改善する。 

活動 ・中央トレーナーによる、州トレーナー対象の研修（州研修）の実施 

・州トレーナーによる、県トレーナー対象の研修（県研修）の実施  

成果 3： 理数科に関する教員の教科内容及び教授法にかかる知識が向上する。 

指標 ・教員の理解度テストの平均正答率が学年度の初め(研修前)と学年度の終わり（研

修後）で 15％向上する。 

・理数科の授業への教員の意識・意欲・態度の評価結果が改善する。 

活動 ・教員の理数科の教科内容及び教授法にかかる自己学習5と、クラスター研修の内容

の授業実践を促進するための校長研修の実施、及び校長による支援の実践 

・教科内容及び教授法にかかる知識向上のためのクラスター研修の実施 

成果 4： 理数科の授業研究が、クラスター研修及び校内研修で定期的に実施される。 

指標 ・90%のクラスターが、年 3 回（1・2 年目は 2 回）以上、理数科の授業研究を実施する。 

  ・50 %の学校が校内研修において理数科の授業研究を実施する。 

活動 ・教員の授業案作成とその授業案の実践を促進するための校長研修の実施、及び校

長による支援の実践 

                                                  
5 教員は、プロジェクトで作成した理数科の教科内容および教授法にかかる自己学習教材をクラスター研修前に配布され、

校長に支援の下で自己学習を実施し、同研修でその内容の授業での実践方法を学習する予定。 
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・クラスター研修及び校内研修における、理数科の授業研究の実施 

4）プロジェクト実施上の留意点 

【州研修センターの設置】 

セネガル政府は、州視学官事務所が管轄する初等教育教員養成校と地方教員研修センタ

ーを統合して、新たに州研修センターを設置し、同センターを中心に教師教育全体を運営する

ことを決定した。本プロジェクトが州研修センターに積極的に働きかけ、同センターと協働して

いくことが、継続研修モデルの持続性を維持するために肝要である。 

【研修の構成】 

本プロジェクトでは、下記の 3 つの研修を実施する。 

A. 教員の教科内容及び教授法にかかる知識向上のための研修 

県トレーナーの、教科内容や教授法の知識、講義のファシリテーション技術等、クラスタ

ー研修の実施時に必要となる能力を強化するための、州研修と県研修を実施する。 

B. クラスター研修及び校内研修において授業研究が実施されるための研修 

県トレーナーの、授業研究に関する知識や実施技術、授業案作成能力等、授業研究実

施時に必要となる能力を強化するための、州研修と県研修を実施する。 

C. 継続研修モデル 

上記の研修 B に関して、更に各研修の内容や教材、実施方法などを改善したものを継

続研修モデルとする。 

【普及戦略】 

全国における研修 A の実施はセネガル政府によって既に承認されており、実施にかかる費

用の大部分は先方負担とし、下記のように段階的に全 14 州で研修を実施する。 

①先行 3 州 

研修 B を試行・改善し、2013 年から研修 C を実施。 

②他 5 州 

研修 A を実施し、2013 年から研修 B を実施、プロジェクト終了後に研修 C を実施。 

③後発 6 州 

2013 年から研修 A を実施し、プロジェクト終了後に研修 B、C を実施。 

【評価指標】 

・上位目標の目標年次はプロジェクト終了の 3 年後を想定するが、初等教育修了資格試験

の結果及びプロジェクト開発の学力テストの結果については、ベースライン・エンドライン調

査を通じて達成度を確認する。 

・プロジェクト目標については、「授業観察シート」を用い、研修で得た指導法（教科指導、発

問・説明・指示、授業準備等）を教員がどの程度授業で実践できているかを授業観察を通じ

て評価する。目標値は、ベースライン調査の結果に基づいて設定する。 

・以下の指標の目標値については、各モニタリング・評価ツールが完成した後に、それぞれ

の基準値や目標値を設定する。 

‐ 成果 2 の指標「中央トレーナーによる相互評価の結果」、「中央トレーナーによる州トレ

ーナーに対する評価」、「州トレーナーによる県トレーナーに対する評価」 
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‐ 成果 3 の指標「クラスター研修における理解度テストで 70％以上正答する教員の割合」、

「理数科の授業への教員の意識・意欲・態度に関する質問票の結果」 

・成果 4 の指標「50 %の学校が校内研修において授業研究を実施する」について、目標値は

2011 年～2012 年に実施するモニタリングの結果を踏まえ再検討する。 

（2）その他インパクト 

・教員養成課程は本プロジェクトの対象ではないが、初等教育教員養成校教官が中央トレーナ

ー、州トレーナーとして関わっており、本プロジェクトの知見と教材の活用を通じて教員養成校

の講義の質改善が見込まれる。 

５．前提条件・外部条件 (リスク・コントロール)                                

（1）事業実施のための前提 

・ 理数科教育の質向上を優先課題とする教育政策が継続される。 

・ 初等教育理数科カリキュラムや現職教員教育研修制度が大幅に変化しない。 

・ セネガル側で設立準備を進めている州研修センターが現在の計画に沿って組織化され、現

職教員研修の運営管理の役割を果たすようになる。 

（2）成果達成のための外部条件 

・ 中央トレーナーが大幅に異動しない。 

（3）上位目標達成のための外部条件 

・ ストライキによる教員の欠勤が増加しない。 

６．評価結果                                                     

 本プロジェクトは、セネガル国の開発政策、開発ニーズ、日本の援助政策と十分に合致しており、

また計画の適切性が認められることから、実施の意義は高い。 

７．過去の類似案件の教訓と本事業への活用                                

【本プロジェクトフェーズ 1 終了時評価（2010 年 5 月）の提言の活用】 

・クラスター研修を実践的内容とすること、という提言を踏まえ、フェーズ 1 で扱っていた教授理

論や教科内容について、クラスター研修前に教員が自己学習教材により学ぶ仕組みとするこ

とにより、クラスター研修では実践的な内容をより多く扱うように計画している。 

・教育省への提言である研修予算の経常経費化を促進するため、詳細計画策定調査において、

プロジェクト期間中にセネガル側が負担する研修実施運営経費を詳細に積算し、予算計画を

作成した。教育省はこの計画に基づいて予算執行していくことに合意した。 

【本プロジェクトフェーズ 1（2007 年から実施中）の人材・経験活用】 

・本プロジェクトフェーズ 1 で能力強化された中央トレーナーや、州・県研修の実施運営にかか

る経験等を活用し、新規州における研修モデルの導入や、トレーナーの育成、研修教材の改

善を効率的に実施する。 

【類似プロジェクトの知見の活用】 

・ケニア国「理数科教育強化計画プロジェクト（2009 年～2013 年）」を中心とするサブサハラアフ

リカ理数科広域ネットワーク（SMASE-WECSA）を利用した交換訪問や、ザンビア国「SMASTE

授業研究支援プロジェクトフェーズ2（2008年～2011年）」の授業研究にかかる知見を活用し、

中央トレーナーを初めとするカウンターパートの研修実施運営及び教材開発の能力向上など
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に活用し、プロジェクト活動の効果を増進させる。 

８．今後の評価計画                                                

（1）今後の評価に用いる主な指標 

  ４．（1）のとおり。 

（2）今後の評価計画 

2011 年 10～12 月 ベースライン調査 

2013 年 4～5 月 中間レビュー 

2014 年 10～12 月 エンドライン調査 

2015 年 3 月 終了時評価 

2018 年 9 月 事後評価 

 

以 上 


