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バングラデシュ 

小学校理数科教育強化計画 

外部評価者：国際航業株式会社 青木裕子 

０．要旨 

本プロジェクトは、マイメンシン県におけるプロジェクト実験校（FTS）の理数科

の教員と教員研修講師の授業法改善を目標に、同県にある初等教育アカデミー

（NAPE）を中心とする初等教育関連機関を対象に、理数科の教材開発や教員・教育

関係者の協力・連携の促進を実施したものである。本プロジェクトはサブセクター・

ワイド・プログラム1である第 2 次初等教育開発計画（以下、PEDPII）の下で実施さ

れた。 

初等教育の質の向上は、バングラデシュの国家開発政策における重点課題である。

また、児童にわかりやすい授業を実現するための教員の指導能力向上を目指すニーズ

が高く、日本の対バングラデシュ援助計画においても、初等教育への支援は援助重点

分野の一つであったことから、本プロジェクトの妥当性は高い。 

プロジェクト目標については、プロジェクト対象機関に導入された、理数科教授法

の事例集である教育パッケージの活用によって、理数科教授方法の改善が図られ、対

象機関における理数科の授業の質の向上は概ね達成された。上位目標に関しては、本

プロジェクトおよび PEDPII による教員の拡充、教材の配布、教室の整備など他の活

動の貢献により、理数科の成績の向上傾向が見られる。また、本プロジェクトで取り

組んだ教育パッケージを活用した授業改善が評価され、PEDPII の資金による教育パッ

ケージの全国配布が実現するなどのインパクトがみられた。以上より、有効性・イン

パクトは高いと判断する。 

効率性については、協力期間は教育パッケージの承認手続きの遅れ、PEDPII の延長

に伴う援助協調支援業務の延期などのため 1 年半延長され、協力金額も専門家派遣費

用の増加などにより計画値を大幅に上回ったため低い。また、対象機関において教育

パッケージを用いた研修を実施するための体制、技術、財務状況のいずれも問題なく、

持続性は高い。 

以上より、本プロジェクトの評価は高いといえる。 

 

 

 

 

 

 

                                                  
1 サブセクター・ワイド・プログラムとは、援助国（機関）等と被援助国が協力して、教育など個

別の分野（セクター）毎に被援助国の方針や政策と実施される支援とに整合性がある開発計画（プ

ログラム）を策定・実施すること。 
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１．案件の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

プロジェクト位置図                NAPE 
 

1.1 協力の背景 

 バングラデシュ政府は、1990 年の「万人のための教育」宣言への署名以来、初等教

育の完全普及に向けて積極的な取り組みを実施してきた。同政府は、1998 年から 5

年間、サブセクター・ワイド・プログラムである PEDPI を実施し、初等教育施設等の

建設、教員や行政官の研修、教材開発、情報管理システムの構築などを行った。その

結果、初等教育の純就学率は 87.2％まで高まったが、修了率は 59.2％にとどまった。

これは、中途退学が多いことや教育の質が低いことが原因とされた。 

そこで同政府は 2004 年から、11 のドナーの支援のもと PEDPⅡを開始した。PEDPⅡ

は教育の質の向上を目的とし、1)組織開発・能力強化を通じた質の向上、2)学校及び

教室の中での質の向上、3) 施設整備を通じた質の向上、4) 貧困、弱者に対する教育

アクセスの向上、の 4 点を主要コンポーネントとしている。そのうちコンポーネント

2) の「学校及び教室の中での質の向上」を実現するべく、同政府は、日本政府に技術

協力を要請した。 

 本プロジェクトでは、小学校理数科の教員研修・授業の質の向上を目的として、

NAPE を主なカウンターパート（C/P）機関とし、理数科の教材開発や教員・教育関係

者の協力・連携の促進を行った。 

 

1.2 協力の概要 

上位目標 対象機関における小学校理数科の到達度が向上する 

プロジェクト目標

対象機関において理数科の授業の質が向上する。対象機関は、初

等教育アカデミー（ National Academy of Primary and Mass 

Education、以下 NAPE）、初等教育訓練機関（Primary Teacher 

ダッカ 

マイメンシン 
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Training Institute、以下 PTI）、プロジェクト実験校（Field Testing 

School、以下 FTS）2、選定されたウパジラ・リソースセンター

（Upazila Resource Center、以下 URC）とウパジラ教育事務所

（Upazila Education Office、以下 UEO）である。 

成果 

成果 1 教育パッケージの開発を通じて新しい教授法が導入される 

成果 2 
教育パッケージの活用によって、対象機関における理数科の授業

が改善される 

成果 3 NAPE の理数科研修、研究能力が向上する 

成果 4 
活動の進捗状況が定期的に初等教育局および PEDPII に報告さ

れる 

投入実績 

【日本側】 

1. 専門家派遣 19 人 

長期専門家 0 人、短期専門家 19 人（総括 1 名、副総括 2 名、

研修計画 3 名、算数 2 名、理科 5 名、データベース開発 2 名、教

育評価/カリキュラム 1 名、業務調整 3 名） 

2. 研修員受入 本邦研修 2 回 11 名 

3. 第 3 国研修 フィリピン技術交換 1 回 9 名 

4. 機材供与  1,162.3 万円 

5. 現地業務費 9,610 万円 

6. その他（含、調査団員派遣） 

【バングラデシュ側】 

1. カウンターパート配置 

2. NAPE 及び初等教育局 におけるプロジェクト事務室、電気

代 

協力金額 654 百万円 

協力期間 2004 年 10 月 ～2008 年 9 月 (延長：～2010 年 3 月） 

相手国関係機関 初等大衆教育省、NAPE 

我が国協力機関 株式会社パデコ、広島大学国際協力研究科 

関連案件 

-国際協力事業機構（以下 JICA ）個別専門家（初等教育アドバ

イザー）の派遣 

-JICA ボランティア（理数科教師・小学校教諭）の派遣 

-無償マルチバイ協力(ユニセフを通した PEDPⅡ支援) 

-地域特設研修（JICA による小学校での理科実験教育） 

 

                                                  
2 FTS とは、本プロジェクトでのパイロット事業対象となった小学校で、マイメンシン内のガビシ

ュムル、シャカリプッティ、タトゥクラ、バシャニおよび PTI マイメンシン実験校の全 5 校。PTI
実験校とは、PTI 訓練生が教育実習を行う PTI 附属の小学校である。 
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 本プロジェクトでは、初等教育研修の開発と研修実施者への研修を担う NAPE が中

心となって、小学校 1-5 年生向けの理数科教育の教授法を示した教育パッケージを開

発した。教育パッケージは、小学校教員資格取得研修を行う PTI、郡（Upazila）レベ

ルで現職教員向け科目別研修を行う URC、郡内のサブクラスター単位で学校運営から

一般的な教授法などを共有するサブクラスター研修を実施する UEO の研修において

活用されることで、PTI インストラクターと受講生である小学校教員候補生、現職教

員の理数科教育の改善につながることが期待された。 

プロジェクトの対象となったのは NAPE の所在地であるマイメンシン県である。パ

イロット校（FTS）は、マイメンシン県ショドールウパジラとゴリプールウパジラ3か

らそれぞれ 2 校4選定され、さらに PTI 実験校を加えた計 5 校となった。小学校教員に

研修を行う PTI（ほぼ全県に 1 校づつ存在）のうち、本プロジェクトの対象となった

のはマイメイシン PTI のみであるが、NAPE での PTI インストラクター研修を通じて、

全国の PTI に教育パッケージ活用した研修を展開することを目指した。 

 

図１ 本プロジェクトで目指したこと 

 

1.3 終了時評価の概要 

 1.3.1 終了時評価時の上位目標達成見込み 

終了時評価の時点で、対象校の児童の出席率、進級率、修了率の向上など、本プロ

                                                  
3 マイメンシン県の都市部としてショドールウパジラが、農村部としてゴリプールウパジラが位置

づけられている。 
4 政府が財政支援する政府小学校と、私設の学校を政府が承認・登録した登録非政府小学校の 1 校

ずつ。 
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ジェクトの上位目標「対象機関において小学校理数科の児童の成績が向上する」に貢

献するような効果が確認されたため、上位目標達成の見込みはあると判断された。 

 

 1.3.2 終了時評価時のプロジェクト目標達成見込み 

プロジェクト目標の達成見込みは高いと判断された。その理由は、教育パッケージ

開発に向けて JICA 専門家と密に協働することによって、NAPE スペシャリストらが

初等理数科教育の質の向上に関わる知識とスキルを習得したこと、PTI インストラク

ターらが「授業計画・授業実践・ふりかえり」（plan-do-see）のサイクルに関する基本

的な技術を高めたことであった。ただし、研修を受けたインストラクターが所属先の

PTI に戻った後に、教育パッケージを通常授業で活用し定着させ、初等教員資格

（Certification in Education、以下、C-in-Ed）取得のための研修5の質を高めることがで

きたかどうかについては、終了時評価調査の時点では確認されていない。 

 

 1.3.3 終了時評価時の提言内容 

(1) 5 年生の教育パッケージの早期承認に向けた適切な手続きが行われることが望ま

れる。 

(2) 全国の全小学校に向けた教育パッケージの印刷と配布の費用が PEDPII のプール

ファンドから拠出されることが合意されたことを受け、適切な行政手続きが速やかに

執行されるべきである。 

(3) 初等大衆教育省の初等教育局（Directorate of Primary Education、以下 DPE） と 

NAPE は、PTI、URC、UEO をはじめとする初等教育に関連する全機関において教育

パッケージが広範に活用されるよう働きかけを行うべきである。 

(4) NAPE は PTI における教育パッケージ使用のモニタリングと指導助言において、

今後も重要な役割を果たすべきである。 

(5) 教育パッケージを PTI と小学校に普及するため、改訂作業が進められている 

C-in-Ed カリキュラムに教育パッケージを盛り込むことが不可欠であり、DPE と NAPE

はこの作業に主体的に取り組むことが期待される。 

(6) 上記提言の活動を実施するため 2010 年 3 月まで JICA プロジェクトを延長すべき

である。 

 

 

2．調査の概要 

2.1 外部評価者 

 国際航業株式会社 青木裕子 

 

                                                  
5 C-in-Ed は、PTI での 1 年間の研修並びに資格試験の合格後、NAPE が発行する。 
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2.2 調査期間 

 今回の事後評価にあたっては、以下のとおり調査を実施した。 

 調査期間：2012 年 11 月～2013 年 9 月 

 現地調査：2013 年 1 月 26 日～2 月 13 日、2013 年 6 月 29 日～7 月 5 日 

 

2.3 評価の制約 

 本プロジェクトのプロジェクトデザインマトリクス（PDM）の各目標や指標の内容

が不明確であったため、当事後評価では、活動内容や期待される効果に基づいて成果

や指標を解釈し、収集情報を整理・分析することによって、評価を行った。また、多

くの指標は数値目標が示されておらず、終了時評価においても定量的な情報が収集さ

れていなかった。当事後評価時には定量的な情報を収集するには時間的な制限があっ

たため、定性的な情報を収集し、達成度を評価した。 

また、本プロジェクトは PEDPII の一環として実施されているため、インパクトの

評価にあたっては、当事後評価では、プロジェクト単体ではなくプログラムによる総

合的な取り組みの一部としてのプロジェクトの効果の発現や貢献の度合いの検証に努

めた。 

 

3．評価結果（レーティング：B6） 

3.1 妥当性（レーティング：③7） 

3.1.1 開発政策との整合性 

本プロジェクト計画時、バングラデシュの国家開発計画である「暫定版貧困削減戦

略ペーパー（I-PRSP）（2003-2006）」において、初等教育の質的向上は重点課題として

位置づけられていた。プロジェクト完了時における同国の国家開発計画は、2005 年 12

月に制定された I-PRSP の最終版である「貧困削減戦略ペーパー（PRSP）」であり、暫

定版と同様、初等教育の質的向上を重点課題としている。また、教育セクターの開発

計画として、本プロジェクトの実施中であった 2007 年に「万人のための教育：国家

行動計画（Education for All: National Plan of Action）2003-2015 年」が策定されており、

同計画においても初等教育の質的向上は重点課題であった。なお、前述のとおり、同

計画の一環として PEDPⅡが実施され、本プロジェクトはそれを具体化するものであ

った。 

このように、本プロジェクト計画時、実施時、完了時のいずれにおいても、初等教

育の質的向上は同国の開発政策の重点課題であり、本プロジェクトの目的は同国の開

発政策と高い整合性をもつ。 

 

 

                                                  
6 A：「非常に高い」、B：「高い」、C：「一部課題がある」、D：「低い」 
7 ③：「高い」、②：「中程度」、①：「低い」 
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  3.1.2 開発ニーズとの整合性 

計画時、同国の理数科教育は、丸覚えさせる、板書を中心とした授業が中心であり、

児童の授業への興味や関心が薄く、理解度も低いことが問題となっていた。この問題

を解決するために、PEDPII のコンポーネント 2 では「児童中心のアプローチを取り入

れた学校および教室での教育の質の向上」が目標となっていた。 

初等教員訓練や教育内容改善に関して主導的役割を担っているのは NAPE であるが、

PTI や現職教員研修機関(URC、UEO)との連携が弱く、教育現場の質的向上に十分な貢

献を果たせていなかった。従って、NAPE－PTI－URC/UEO－学校の連携を強化し、児

童にわかりやすい授業を行うための実践的な教員養成・研修体制を構築する必要性が

高かった。また、教科書に対応した教員用ガイドや、発見的・探求型学習の実現や双

方向的な児童中心の授業運営といった科目横断的な考え方や教授法についてのニーズ

も高かった。 

プロジェクト完了時も教育の質の向上のニーズは引き続き高く、PEDPII を通した

取り組みが継続していた。 

 

このように、プロジェクト計画時、完了時ともに、教育の質の向上は同国の重要な

開発ニーズであり、本プロジェクトの目標と、同国の開発ニーズとの整合性は高い。 

 

 3.1.3 日本の援助政策との整合性 

ODA 大綱ならびにバングラデシュに対する国別援助計画（2000 年)、JICA 国別援助

実施計画（2000 年）において、初等教育への支援が援助重点分野の一つであったこと

から、本プロジェクトと日本の援助政策との整合性は高い。 

 

以上より、本プロジェクトの実施は、バングラデシュの開発政策、開発ニーズ、日

本の援助政策と十分に合致しており、妥当性は高い。 

 

3.2 有効性・インパクト8（レーティング：③） 

3.2.1 有効性 

 3.2.1.1 プロジェクトの成果（アウトプット） 

 

本プロジェクトでは、以下の 5 つの成果がプロジェクト目標達成のために必要な

成果として設定されていた。 

 

1）成果 1  

成果 1 は「教育パッケージの開発を通じて、新しい教授法が導入される」であり、

                                                  
8 有効性の判断にインパクトも加味して、レーティングを行う。 
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承認された教育パッケージの数が、成果達成の指標として設定されていた。 

本プロジェクトの活動として NAPE を中心に教育パッケージが開発された。教育パ

ッケージとは、バングラデシュの小学校において、教えるのが比較的難しいトピック

を選び、授業案や教材、評価シートをパッケージにした教授法の事例集である。当成

果の指標である「承認された教育パッケージの数」に関し数値目標はなかったが、本

プロジェクトにより 1－5 年生の算数・理科向けの合計 8 点の教育パッケージが開発さ

れ、DPE に正式に承認されていることから、成果 1 は達成されたとみなすことができ

る。 

 

2）成果 2  

成果 2 は「教育パッケージの活用を通じて、理数科の授業が対象機関において改善

される」であり、①学習グループ活動（Study Group Activity、以下 SGA）とスタディ

ワークショップ（Study Workshop、以下 SW）9の活動頻度、②FTS 及びマイメンシン

PTI における理数科教育向上の度合い、③実施された研修プログラム数、④全国の PTI

インストラクターの理数科教育向上の度合い、⑤採用された教材数、が成果達成の指

標として設定されていた。成果 2 はプロジェクト目標と同義であるため、本事後評価

では、承認された教育パッケージが対象機関（NAPE、全国 PTI、対象 URC/UEO と FTS）

において活用されることを成果 2 と解釈した。 

① プロジェクト期間中、SGA は月に 5-10 回、SW は 3 ヶ月毎に、継続して開催され

た。SGA は、教員間での教育パッケージを用いた理数科授業の改善について意見

を交換する機会となり、また SW は、NAPE にとっては教育パッケージの開発・

試行・改訂の場であり、教員を含む対象機関関係者の縦の関係強化を高める機会

となった。 

③ 教育パッケージの活用を促進するための研修の実施については、全国の PTI に対

しては PTI 校長研修 4 回、PTI インストラクター研修（算数、理科）各 4 回およ

びフォローアップ研修 1 回、URC に対して教育パッケージ導入研修が 1 回実施さ

れた。 

⑤ 教育パッケージの内容が採用された教材としては、URC の教科別研修の講師育成

トレーニング(ToT)ガイドライン（2008 年 4 月に DPE 承認）が挙げられる。これ

は URC の教科別研修マニュアルの補助教材にあたる。また教材ではないが、UEO

サブクラスター研修で使用するリーフレットに教育パッケージの授業法コンセプ

トが組み込まれたことが確認できた。 

② マイメンシン PTI においては教育パッケージで提唱されている Quality Teaching 

Cycle 10を取り入れる動きが広まり、研修においては、一方向的な講義形式による

                                                  
9 SGA は各機関における学習グループ活動、SW は NAPE、PTI、URC、UEO、FTS といった異なる

機関の関係者が参加する協働ワークショップである。 
10 授業計画、実施、振り返り、フィードバックからなる授業における PDCA サイクルのこと。 
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ものが一般的であったが、受講生とのやり取りを取り入れた双方向的な研修方法

が一般的になった。FTS においても教員は教育パッケージで推奨されているとお

り授業計画を立てるようになり、双方向的な授業、グループ活動を取り入れ、生

徒に考えさせる授業を行うようになった。 

④ NAPE スペシャリストが 2009 年 12 月に実施した全国の PTI における教育パッケ

ージの活用状況調査によれば、調査対象となった 18 校すべてが授業計画、教育実

習、C-in-Ed 授業に教育パッケージが活用していることが確認されている11。 

以上のことから、教育パッケージは対象機関で活用されており、成果 2 は達成され

たといえる。 

 

3）成果 3  

成果 3 は「NAPE の理数科研修、研究能力が向上する」であり、①SGA と SW の活

動頻度、②NAPE における理数科教育の向上の度合い、③初等理数科カリキュラムに

関する報告書、④初等教員資格カリキュラムに関する報告書、⑤NAPE 活動向けの教

育データベースの使用頻度、⑥国内外研修者の数が達成の指標として設定されていた。

これらの指標についても数値目標が設定されていないため、当事後評価では本プロジ

ェクトの報告書や協議議事録から期待されていた成果を整理し、その達成度について

は、対象機関へのインタビューを通じて評価した。 

① 成果 2 指標①で示したように、SGA と SW は本プロジェクトの期間中に一定程度

開催され、NAPE スペシャリストの理数科研修・研究能力を高めると共に、異な

る機関に属する関係者との意見交換を促進した。 

② 本指標はプロジェクト目標と同義であるため、成果レベルとしては「NAPE の研

修実施能力の向上」と解釈し、プロジェクト実施当時の C/P であった NAPE スペ

シャリスト/アシスタント・スペシャリスト 4 名に対してインタビューを行ったと

ころ、教育パッケージの開発や試行、PTI における教育パッケージを用いた研修

のモニタリングを通じて、「研修実施能力を高めることができた」｢Quality Teaching 

Cycle の実践に自信を持てるようになった｣という意見が、全員から聞かれた。こ

のため当指標の目標は達成されたと判断した。 

③ 初等理数科カリキュラムに関する報告書は、NAPE のスペシャリスト/アシスタン

ト・スペシャリストが、教育パッケージの開発・試行を行う過程で判明したカリ

キュラムおよび教科書の問題点と提言を報告書としてまとめたものであり、本プ

ロジェクト実施期間中に作成された。事後評価時のインタビューでは、NAPE の

スペシャリスト/アシスタント・スペシャリストの４名全員が、同報告書の作成を

通じて、各科目の専門的知識を深め、カリキュラムや教科書の問題点が認識でき

た、と述べていたことから、同報告書の作成は有用なものであったことがわかる。

                                                  
11 出所：JICA 資料 
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このようなことから、当指標の目標は達成されたと判断した。 

④ C-in-Ed カリキュラム（教員資格取得のための研修）に関する報告書は、NAPE の

スペシャリスト/アシスタント・スペシャリストが C-in-Ed カリキュラムと学習評

価法について分析し、問題点の提示および改善策に関する提言を報告書としてま

とめたものである。本プロジェクト実施期間中に作成され、事後評価時に実施し

た NAPE のスペシャリスト/アシスタント・スペシャリスト 4 名へのインタビュー

では、同報告書の作成を通じて、研修実施方法を深める機会を得たとの回答を得

た。これらの点から、当指標は達成されたとみなした。 

⑤ 教育データベース12については、NAPE の C/P への活用指導や管理者へのトレーニ

ング（計 4 回）を実施した。C/P は作成されたデータベースを参照して業務に生

かすことができるようになったが、資料を新たに活用して研究能力を高めるまで

には至らなかった。管理者が情報通信技術（ICT）の専門でない C/P であったこ

と、C/P がパソコンを使って作業することに慣れていない(習慣が無い)ことが原因

で、終了時評価以降は使用されなくなった。 

⑥ 国内外の研修者の数については、「研修」が何を指すのか PDM に明示されておら

ず、「数」も設定されていない。終了時評価報告書では、SGA および SW 開催数

（それぞれ 143 回、11 回）、PTI 校長・インストラクター研修数（6 回）、本邦/第

3 国研修の数（計 3 回）が記載されていた。終了時評価以降プロジェクト完了時

までにはこれらに追加して、PTI 校長・インストラクター向けフォローアップ研

修が 1 回実施された。 

 

以上より、成果 3 の指標は概ね達成されており、NAPE の理数科教育における研究

能力・研修実施能力が高められたと考えられ、成果 3 は達成したといえる。 

 

4) 成果 4 

 成果 4 は「活動の進捗状況が定期的に初等教育局および PEDPII に報告される」で

あり、プログレスレポート及び承認された年間活動計画の数が成果達成の指標として

設定されていた。この指標にも数値目標はない。本プロジェクト期間中、初等教育局

訓練課に対して定期的に活動計画、進捗状況に関する報告書が提出され承認されてお

り、成果 4 は達成されたと判断した。 

 

 3.2.1.2 プロジェクト目標達成度 

プロジェクト目標は、「対象機関において理数科の授業の質が向上する」であり、対

象機関とは、NAPE、PTI、FTS、選定された URC と UEO であった。指標は、「理数科

における教員の授業方法、学級運営、態度の向上の度合い（受講者及び児童の理解度

                                                  
12 内容は、Pre-Activity/Post-Activity Study Report、教育パッケージの電子データ、英訳された

教科書・教師用指導書・カリキュラム、各種会議議事録である。 
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及び関心度）」で、①学習者の授業観、②教員の授業計画、③教員のトピックの扱い、

④教員と学習者の表現の種類とその数が具体例として PDM に列記されている。 

 指標の達成度については、数値目標がなく、また終了時評価報告書や業務完了報告

書においても関係者の発言や意見が抜粋されているのみであるため、本プロジェクト

完了時にプロジェクト目標が達成されていたかどうか判断が困難であった。また、指

標は、「教員」を対象にしており、対象機関のうち教員とよばれるのは FTS 教員のみ

であることから（他は NAPE スペシャリスト、PTI・URC インストラクター、UEO オ

フィサーである）FTS 教員の能力等の向上を対象にしていると解釈できる。終了時評

価報告書においても、FTS 教員の授業方法に関する変化が主に記載されている。 

そこで当事後評価においては、JICA 提供資料および、事後評価時に実施機関などを

対象に実施した質問票とアンケート調査13において各指標について質問した結果を参

考に分析することとした。下表は、上述の指標の具体例①～④が、プロジェクト完了

時、主に FTS でどのような変化があったかを示す。 

 

表１ FTS における指標の具体例に照らしたプロジェクト完了時の状況 

指標の具体例 プロジェクト完了時の状況 

① 学習者の授業

観 

• FTS の教員が教育パッケージを理数科の授業に導入した結

果、学習者は、授業で教わったことと日常生活とのつながり

を理解するようになり、授業への関心が高まった。 

•  

② 教員の授業計

画 

• FTS の教員が、教育パッケージのコンセプトを理解し、授業

の前に授業計画を作成するようになった。 

• 指導要領に完全に依拠した授業から、Quality Teaching Cycle

を取り入れた授業計画を立案するようになった。 

• URC のインストラクターが、教育パッケージの開発に参加

し、授業計画の必要性を理解したこと、また、開発された教

育パッケージに沿って自らの授業でも Quality Teaching Cycle

実践を推奨した経験から、「FTS における教育の質が向上し

た」、「授業が効果的かつ実践的になった」と評価している。

③ 教員のトピッ

クの扱い 

 

• グループ活動や観察を取り入れ、児童に考えさせるようにな

った。例えば、シャカリプッティ小学校では、音に関する授

業で生徒に実際に声を出してもらい、身の回りの音について

話し合うなど、授業がより実践的体験的なものになった。 

• 身の回りにある身近なものを教材として取り上げるようにな

った。例えば、ガビシュムル小学校では、教育パッケージか

                                                  
13 全国 57 の PTI 校長を対象にアンケートを実施し、うち 55 校から回答を得た。 
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らヒントを得て、身近にある材料で補助教材を作成し、授業

で活用している。 

• 算数では 1 つの問題に時間をかけるようにし、理科では日常

生活とのつながりを意識した授業をするようになった。 

•  

④ 教員と学習者

の表現の種類

とその数 

• 児童にとってわかりやすい言葉を教員が使うようになった。

• 丸覚えさせる、板書中心の授業から、教員は身近な具体例を

示すなど表現の幅が広がり、生徒は「はい・いいえ」だけで

なく、その理由が言えるようになった。 

出所：終了時評価報告書、JICA 提供資料および事後評価時のインタビュー回答 

 

また、FTS の教員に教育パッケージを用いて研修を行う PTI のインストラクターの

変化についても、マイメンシン PTI の校長に聞き取りを行ったところ、「PTI インスト

ラクターが、教育パッケージが学習者の創造力を働かせ、授業内容のより深い理解を

助けることを理解した結果、同パッケージがより積極的に活用されるようになった」、

「教育パッケージに含まれるトピックは、他のトピックにも応用して活用することが

できるため実践的であり、受講生からの研修内容への評判が高くなった」との声が聴

かれた。 

以上のように、プロジェクトを通じて FTS の教員の授業に変化が見られ、児童に分

かり易い内容となったと言えること、また、教員育成研修を行う PTI においても、イ

ンストラクターが教育パッケージを用いて学習者の理解度に配慮した授業法を指導す

るようになったことから、プロジェクト目標は概ね達成された。 

なお、本プロジェクト期間中は、FTS を含む対象機関は教育パッケージの共同開発・

試行を通じて、授業の質を向上させていった。具体的には SGA や SW を通じて、それ

までほとんど交流のなかった関連機関間で対等なディスカッションや共同作業が行わ

れるようになり、各機関における研修や授業内容の振り返りを通じた改善が実践され

た。またそれが、教育パッケージをより実践的なものに作り上げることにつながった。

各機関の関係者で授業の改善を議論し、経験を共有する場を提供したことで、本プロ

ジェクトは関係機関の間の関係の強化にも寄与したと言える。 

 

 3.2.2 インパクト 

2.3 で述べたように、インパクトの評価にあたっては、本プロジェクトを含む、

PEDPII および PEDP3 による総合的な取り組みの結果について検証した。PEDPII

では 2004 年から 2009 年末にかけて、本プロジェクトに加え、教員の質向上のための

多様な研修、小学校での教員の拡充、教材の配布、学校の施設整備、就学率向上のた
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めの奨学金、給食等などの取り組みが実施された14。PEDP3 では、本プロジェクトの

後継プロジェクトである JICA の技術協力プロジェクト「小学校理数科教育強化計画

フェーズ 2」が実施されており、全国の PTI および小学校での教育パッケージ活用に

よる理数科授業方法の改善に関する活動が行われている。 

 3.2.2.1 上位目標達成度 

本プロジェクトの上位目標は、「対象機関（対象校）における小学校理数科の到達度

が向上する」である。指標は「対象校における理数科の一定水準に達した児童の数と

割合」であった。 

本プロジェクトの対象校の小学校理数科の成績(2004 年～2012 年)を図 2～6 に示し

た。2004 年と 2007 年のデータは終了時評価報告書より、2008～12 年までのデータは

事後評価時に各小学校より入手した。いずれも、4 年生の理科・算数の各校における

学年末試験の平均点である15。縦軸は点数で 100 点満点であり、横軸は年である。 

 

     

 

 

 

 

 

 
図 2 タトゥクラ小学校        図 3 バシャニ小学校 

 

 

 

 

 

 

 

   
図 4 ガビシュムル小学校     図 5 シャカリプッティ小学校 

                                                  
14 Director General (Program Director PEDPIII 兼任), DPE からの聞き取り調査より。PEDPII では、教

員を拡充したほか、特に農村地域や貧困層地域の就学率向上のため、給食、奨学金、教材・教科書

の供与など、様々な施策を講じた。この結果、全国平均では教員数および生徒数が増加した。2004
年と 2012 年の生徒数を比較すると、FTS のうち農村地域にあるガビシュムル小学校およびタトゥク

ラ小学校では、それぞれ 1.8 倍および 1.5 倍の増加であった。都市部にある他の 2 校がほぼ不変お

よび微減であるのに比べても顕著であり、PEDPII による施策の効果と考えられる。しかし、教員と

生徒の割合は改善していない。 
15 本プロジェクトの PDM 上位目標は「対象校における理数科の一定水準に達した児童の数と割

合」となっているが、それに相当するデータがないことから、終了時評価時と同様、4 年生の理科・

算数の各校における学年末試験の平均点について情報を入手し、分析した。 
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図 6 PTI 実験校 

図 2～6 の出所：終了時評価報告書および各小学校 

 

各校とも、成績には変動があり、全体的な傾向をつかむのは難しいが、2004 年（本

プロジェクト開始前）と 2012 年（事後評価時）の成績を比較すると、2 校の理科の成

績を除き成績が向上していることがわかる。各校の成績は毎年の変動が大きく安定し

ていないが、DPE などからの聞き取りからは、全般的に向上傾向にある。以上のこと

から、本プロジェクトの実施後、成績向上の兆候があると判断した。また前述のとお

り、当該期間における様々な施策の実施により、教育アクセスが急速に拡大し、学習

環境が比較的厳しい農村部の生徒の就学も増えたことを考慮すると、学習達成度が全

体的に上昇傾向にあることは特筆に値する。 

 

 3.2.2.2 プロジェクト完了後の教育パッケージを活用した研修の継続状況 

 全国 PTI では引き続き教育パッケージを活用した教員研修を実施している。事後評

価時の全国 PTI への電話インタビューでは、回答を得た 55 校の PTI インストラクター

のうち 89％が、教育パッケージが研修を行う上で役立っていると回答している。NAPE

による教育パッケージを活用した PTI インストラクター向け研修や、PTI による研修

のモニタリング活動も継続している。特に SW を発展させた PTI クラスターワークシ

ョップ（持続性にて詳述）を通じて、NAPE、PTI、小学校教員の間で教育パッケージ

活用に関する情報共有が行われている。URC、UEO に関しては、全国の URC および

本プロジェクト対象機関である 2 箇所の UEO の教科別研修とサブクラスター研修に

おいて、教育パッケージの活用が計画されている。なお教育パッケージの内容は、

C-in-Ed に代わる教員資格（その他インパクトにて詳述）にも組み込まれることが計画

されており、本プロジェクトのフェーズ 2 で支援を行っている。 

 小学校における教育パッケージを活用した授業法の現状については、FTS への聞き

取りによって確認を行った。その結果、5 校すべての FTS で教育パッケージは引き続

き活用されていることがわかった。教員は上述のとおり身近な材料を使って教材を手

作りし、体験型の授業を行うようになった。2013 年１月に小学校全科目カリキュラム

及び教科書が改訂され、単元の順番や内容が変更されたものの、インタビューを行っ
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た教員によれば、教育パッケージはトピック集であることから、必要に応じて単元を

とり出し、新カリキュラム・新教科書へ適用しているとのことであった。 

 2010 年 11 月から、本プロジェクトのフェーズ 2 が実施されており、教員研修制度

全般の改善支援（後述 TED Plan 実施支援）、全国 PTI および小学校における教育パッ

ケージの定着に向けた活動が行われている。FTS はフェーズ 2 の対象校となっていな

いものの、現職教員向けの研修、PTI クラスターワークショップ（後述）を通じて FTS

の理数科授業方法に引き続き好影響を与えていくと考えられる。 

 

 3.2.2.3 その他のインパクト 

1) 修了や進級へのインパクト 

2004 年から 2008 年までの小学校の修了率の推移を調べたところ、全国平均では

50%と変化がみられないが、本プロジェクトの FTS の修了率は、2004 年の 66%が、

2008 年には 83%となっており、向上している（JICA 提供資料）。さらに、当事後評

価における調査の結果、2008 年以降の FTS の修了者数は増加傾向にあることが分かっ

た。 

 

         表 3 プロジェクト実験校の修了者数推移 
 2008 2009 2010 2011 2012 

シャカリプッティ 15 15 15 23 23 

ガビシュムル 12 8 15 36 16 

バシャニ 10 11 16 9 10 

タトゥクラ 17 23 24 30 35 

初等教育訓練機関

PTI 実験校 
16 24 36 50 44 

    出所：FTS 各校 

 

 また、対象校の 2004 年から 2012 年までの進級/修了率（1－4 年生の進級者と 5 年

生の修了者の合計数値の平均）の推移は以下のとおりであり、上昇傾向を示している。

全国平均の進級/修了率の値は入手できなかったため、5 年生の修了率16のみを参考ま

でに記載したが、これについても大幅に上昇している。 

 

                                                  
16 5 年生の修了率は、PEDPII の Key Performance Indicator(2005-2011)から引用した。 



 

 16

 

図 7 小学校の進級/修了率（％） 

出所：2004-08 年までは JICA 提供資料、2008－12 年までは各小学校 

 

 しかし、進級/修了率は、生徒数ではなく、進級・修了試験の出席者数を分母にして

いること、また進級につれて生徒数が減少すること（おそらく落第や不登校による）

から17、教育の質の向上を測る指標としては不十分である。教育の質の向上を測るに

は、進級率ではなく落第率の減少、修了率でなく修了者数の増加を指標とし、総合的

に判断することが望ましい。 

  

このように、進級率、修了率、修了者数のいずれについても改善の傾向がみられた。 

 

2) PEDPII プールファンド18による教育パッケージの印刷と全国配布 

本プロジェクトで導入した教育パッケージを活用した授業の改善が評価され、初等

教育局は、PEDPII の予算により教育パッケージを全国の小学校および PTI に配布す

ることを決定し、2009～11 年にかけて配布が実現した。配布された教育パッケージ

の数およびプールファンドからの拠出金額は下表のとおりである。DPE は、事後評価

時においても、教育パッケージの活用を強く推奨しており。全国 PTI への電話インタ

ビューでも、55 校のうち 53 校の PTI で教育パッケージが活用され役立っているとい

う回答を得たことから、同パッケージは継続的に活用されていることがわかる。 

 
                                                  
17 進級の推移を厳密にトレースすることはできなかったが、プロジェクト実験校では 1 年生が 5 年

生まで進級できた生徒は PTI 実験校を除いて 1/2-1/3 であった可能性がある。また、各年の 1 年生と

5 年生の数を比較しても、5 年生の数は 1 年生に比べて圧倒的に少ないことが多い。プロジェクト実

験校の 2008 年時の 1 年生の数と 2012 年時の 5 年生（で卒業できた生徒）の数を比較すると、平均

して 5 年生の数は 1 年生の 48％であった。 
18 PEDPII では 11 ドナーが同意し、共同事業を実施するため資金を預託している。PEDPII プール

ファンドとは、その預託資金のこと。 
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表 5 PEDPII プールファンドによる教育パッケージ印刷数および拠出金額 
 冊数 金額（BDT） 学年 

2008/09 255,300 15,000,000 1-4 年生 
2009/10 153,724 12,000,000 5 年生 
2010/11 152,070 不明 1-5 年生 
合計 561,094  

注：教育パッケージは 1－5 年生用（G1-5）で 1 セット 8 冊（算数 5 冊、理科 3 冊）。主な配布先は、
全国の小学校、理数科担当教員、PTI、URC、UEO である。 

 

3) 初等理数科カリキュラム・教科書改訂へのインパクト 

本プロジェクト実施中、NAPEは初等理数科カリキュラムと教科書を分析した報告書

を「小学校理数科カリキュラム・教科書分析セミナー」において発表した（成果3）。同

セミナーには、初等教育大臣、初等教育省事務次官、初等教育局局長・課長などバング

ラデシュの初等教育の政策決定者が出席した。同セミナーでカリキュラムや教科書の問

題点を共有した結果、省事務次官から国家カリキュラム教科書委員会およびDPEへ教科

書改訂の指示が出され、PEDPIIIの一環としてカリキュラム改訂が行われることになっ

た。この決定に従いカリキュラム・教科書改訂作業部会が設置され、カリキュラム・教

科書の改訂作業が実施された。 

 

4) 初等教員資格（C-in-Ed）研修改訂へのインパクト 

本プロジェクトで NAPE が中心となって作成した「教員資格研修のカリキュラムと

学習評価法の分析報告書」が PEDPII の会合で議論された結果、初等教育省次官から

C-in-Ed カリキュラムを改訂するよう指示が出された。その後、C-in-Ed に代わって

Diploma in Education（以下、DPEd）が設置されることになり、事後評価時点では DPEd

を取得するためのディプロマコースが試行中であった。同コースの算数と理科のカリ

キュラムおよびテキストには、本プロジェクトで導入された教育パッケージの要素

（Quality Teaching Cycle 等）が組み入れられている。 

 

5) 政策調整へのインパクト 

バングラデシュの初等教育に対しては、PEDPI 開始時の 1999 年 12 月より今日まで

JICA 長期専門家が継続的に支援をしており、JICA 事務所とともに PEDPI/II 事務局や

バングラデシュ政府との調整業務を行ってきた。さらに、本プロジェクト開始以降は、

全国各地の PTI や小学校に派遣された JICA ボランティア（理数科教師・小学校教諭）

がプロジェクトと連動して活動をしており、初等教育政策の関係者に対して常にアド

バイスを行い、政策調整を実施してきた。同国政府関係者や他ドナーが、これらの貢

献を高く評価していることが、事後評価時の聞き取りによりわかった。 

 

本プロジェクトの実施により、対象機関における理数科教員研修や各学校における

教員の授業方法、学級運営、態度が改善されたことが、事後評価時インタビュー等に
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より確認できたことから、プロジェクト目標として掲げられた「対象機関において理

数科の授業の質が向上する」は概ね達成されたといえる。また、上位目標についても

対象校の理数科の成績が改善しており、計画通りの効果発現が見られた。さらに、対

象校の小学校の修了者数が増加傾向にあること、PEDPII プールファンドにより教育パ

ッケージが全国 PTI および小学校へ配布されたこと、教育省が本プロジェクトでの理

数科教育および C-in-Ed カリキュラムの分析結果を受けてカリキュラム・教科書の改

訂や C-in-Ed カリキュラムの改定に着手したこと、などがインパクトとして確認され

た。以上のことから、有効性・インパクトは高い。 

 

3.3 効率性（レーティング：①） 

3.3.1 投入 

当事業の投入の計画と実績は下表のとおりである。協力期間の延長に伴う人件費の

増加および専門家の数の増加により、実績が計画を上回った。 

 

表 6 本プロジェクトへの投入の計画と実績 

投入要素 計画 実績（完了時） 

（1）専門家派遣 

・長期（人数不明） 
・短期（人数不明）（チーフアドバイ
ザー、算数教育、理科教育、業務調整、
教育評価、データベース開発等） 

・長期 0 名 
・短期 19 名（総括 1 名、副総括 2 名、
研修計画 3 名、算数 2 名、理科 5 名、
データベース開発 2 名、教育評価/カ
リキュラム 1 名、業務調整 3 名） 

（2）研修員受入 年間 5 名程度 本邦研修 2 回 11 名 

（3）第 3 国研修 主な研修分野 フィリピン技術交換 1 回 9 名 

（4）機材供与 
（金額不明）（教材作成用機材、実験
用資機材、視聴覚機器、車両等） 

1,162 万円（教材作成用機材、実験用
資機材、視聴覚機器） 

協力金額合計 合計約 350 百万円 合計約 654 百万円

相手国政府投入額 不明 不明

出所：JICA 提供資料 

 

3.3.1.1 投入要素 

専門家の派遣は、事前評価時の計画人数が不明のため、比較ができなかった。研修

員受入、機材供与は計画通り行われた。なお、事後評価時には、NAPE は一部の供与

機材（顕微鏡など理科の実験道具）19、および、教育データベースを活用していなか

った。 

 

 

                                                  
19 実験用機材は、理数科の科目としての専門性を探求すると共に、機材を用いた授業法を研究する

ためのもので、プロジェクト実施前に C/P となる NAPE スペシャリストを配置するとなっていた。

しかし実際は、必ずしも理数科を専門とする人材が配置されず、また、NAPE では機材を用いて教

科知識をより深めていくという研修改善ニーズが低い。このため供与機材が使用されていない。 
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3.3.1.2 協力金額 

日本側の投入金額は、約 350 百万円を予定していたが、実績は 654 百万円であり、

計画を大幅に上回った（計画比 187％）。 

実績が計画を上回ったのは、1 年半の協力期間の延長および人件費の増加によるも

のである。事前評価時の計画では、ダッカに日本人専門家が常駐せずマイメンシンに

プロジェクト事務所を置き、ダッカへは教育パッケージの正式承認を得るために初等

大衆教育省、DPE、国家カリキュラム・教科書作成委員会への定期的な状況報告や、

ドナー会合への出席などの各種調整業務のために出張する想定であった。しかし実際

には、DPE および PEDPII との各種調整業務の量が多く、本プロジェクト開始時より、

ダッカとマイメンシンにプロジェクト事務所を置き、常時 2 拠点体制を取った。また

このため、専門家の数の増加が必要となり結果としてアサイメントの合計期間が増加

した。 

本プロジェクトは、サブセクターアプローチのなかの取り組みであり、調整のため

のコストや業務が必要になること、NAPE のあるマイメンシンと PEDPII の拠点である

ダッカが離れていることを計画時から考慮し、それに基づいて事前評価時に計画協力

金額を算出すべきであった。 

 

3.3.1.3 協力期間 

協力期間は 2005 年 10 月から 2008 年 10 月までの 4 年間の計画であったが、実績は

5 年 6 か月であり計画を上回った（計画比 138%）。 

協力期間延長の理由は、バングラデシュ側の総選挙などの事情によって①5 年生用

教育パッケージ完成と初等教育局での承認、②同パッケージについての PTI 校長、イ

ンストラクターに対するフォローアップ研修およびモニタリング、③PEDPII との援助

協調支援業務を延期せざるを得なかったためである。 

 

以上により、本プロジェクトは協力金額・協力期間ともに計画を上回ったため、効

率性は低い。 

 

3.4 持続性（レーティング：③） 

3.4.1 政策制度面 

事後評価時における初等教育の質の向上を目指す政策は、2007 年に最終化された

「万人のための教育：国家行動計画 2003-2015 年」（Education for All: National Plan of 

Action）であり、同計画の実施プログラムとして PEDPII が制定されている。このため、

事前評価時からの政策面での変更はない。 

PEDPII を継承した PEDP3 では、小学校教員能力開発に関する国家計画及び戦略 

(National Plan and Strategy for Primary Teacher Education and Development、以下 TED 

Plan)が 2011 年 9 月に作成され、初等大衆教育省において承認された。概要は以下の
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とおりである。 

１）教員訓練及び教員研修の実施 

２）教員に対する監督・助言の実施、支援ネットワーク構築 

３）職能基準の設定および教員、校長、ウパジラ教育事務所補佐への研修の実施 

４）NAPE、PTI および URC のインストラクターの職能基準の設定および研修の実施 

このように、教育の質の改善を目指す政策・制度は事後評価時まで継続している。 

 

3.4.2 カウンターパートの体制 

本プロジェクトの効果が持続するためには、各訓練機関において教育パッケージを

活用した PTI インストラクターや各小学校の教員への理数科教育研修が継続して実施

され、モニタリングされる必要がある。事後評価時の、各機関における研修の実施と

モニタリングの体制は以下のとおりであった。 

 

表 7 各機関における研修の実施とモニタリングの体制 

関係機関と人員 研修の実施・モニタリングの体制 

［初等教育局訓練課］ 
課長(1)、副課長(1)、アシスタント長(1)、教

育オフィサー(1)、補助オフィサー(1)  

小学校教員の研修に関わる業務を所轄しており、本

プロジェクトの成果全般にかかるモニタリングを継続

して実施することが期待されている。現在同課には欠

員もなく、PTI および小学校での教育パッケージを活用

した授業の実施状況のモニタリングは継続されてお

り、加えて、PEDPIII のもと実施されている本プロジェ

クトのフェーズ 2 のモニタリングも実施している。 

［NAPE 理数科学部］ 
シニアスペシャリスト(1、欠員)、スペシャ

リスト理科・算数（各 1）、アシスタント・

スペシャリスト理科・算数（各 2）の合計 7
名 

PTI インストラクターの研修を実施しており、研修や

DPEdの試行業務を通じて PTIの教育パッケージを活用

した授業の実施状況をモニタリングしている。シニア

スペシャリストのポストが欠員であるが、同ポストの

担当業務は、スペシャリストおよびアシスタント・ス

ペシャリストが担当しており、研修の実施、PTI モニタ

リングに支障はでていない。 
また、PEDPIII（本プロジェクトのフェーズ 2）の活

動として、当学部は PTI で開催されるスタディワーク

ショップに参加しており、全国の PTI での教育パッケ

ージ活用に関する情報共有を行っている。 

［マイメンシン PTI］ 
インストラクター数［16 名、うち理科 2、
算数 2、欠員なし］、訓練生の数（約 200 名）、

教室数（5） 

教育パッケージが取り入れられた DPEd コースを試

行するパイロット校のひとつである。現在、インスト

ラクターの数に欠員はなく、DPEd コースのカリキュラ

ムにもとづいて研修が行われている。 

［全国 PTI］ 
全国の PTI には各校平均 10 名のインストラ

クターがいる。また、各校の研修生数は平

均で 141 名であり、インストラクター一人

当たり 16 名の研修生数を受け持っているこ

とになる。しかし、欠員は各 PTI によって、

0 名から大半と大きく異なり、一概に言えな

い20。 

引き続き教育パッケージを活用した教員研修が行わ

れており、順次 DPEd コースが実施される予定である。

左記のようにインストラクターが不足しているが、

PEDPIII では補充される見込みがある21。 

                                                  
20 出所：事後評価時電話インタビュー（全 57PTI のうち 55 校が回答） 
21 “Vacancies will be filled at PTI, UEOs and URCs and local capacity in planning and monitoring 
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［URC］ 
URC ゴーリプール（農村部）、UEC ショド

ール(都市部)ともに、インストラクターは各

1 名で欠員はない。 

URC のインストラクターは、小学校教員に対する授

業の質に関するモニタリングや教育パッケージを活用

した教科別研修を実施している。 
URC のインストラクターは本プロジェクトによる教

育パッケージ活用のための訓練も受けており、また小

学校における活用のモニタリング体制にも特段の問題

は見られない。 

［UEO］ 
UEO ショドールは、UEO 所長のもと、9

名の補佐が在籍し、欠員はない。 
UEO ゴーリプールは、UEO 所長のもと、

7 名の補佐が配置されることになっている

が、4 名の空席がある。 

 UEO 補佐は、サブクラスター研修のほか学校の運営

に関わる状況調査も行っており、小学校における教育

パッケージ活用状況についてもモニタリングをしてい

る。 

UEO ゴーリプールの補佐欠員は PEDPIII で補われる

予定である。 

［FTS］ 
各実験校における教員、生徒、教員 1 人

あたりの生徒の数は下表のとおり。すべて 2
シフト制（1 限 35 分、午前と午後で交代で

ある。 
 
表 7 プロジェクト実験校における教員、生

徒、教室の数 

 教

員

数 

生 徒

数 
生徒 /
先生 

PTI 実験校 5 210 42 

ガビシュムル 4 300 75 

シャカリプッティ 5 168 34 

タクトゥラ 7 460 66 

バシャニ 4 210 53 
 

2013 年 1 月に、カリキュラムと教科書が改訂された

が、本プロジェクトの成果である教育パッケージは、

各校で引き続き活用されている。 

校長を除いた教員一人当たりの生徒数は 42－100 人

となる。生徒数は低学年ほど多く高学年になるにつれ

て減少していることから、低学年のクラスが過密状態

となっていると思われる。 
PEDPIII では、引き続き教員数の拡充、教育インフラ

整備、教員の質向上のための各種研修を実施中であり、

プロジェクト実験校の状況も改善していく見込みがあ

る。 
 

出所：事後評価時の各機関におけるインタビュー結果より 

 

以上のように、各対象機関の業務は明確であり、欠員に関しても補充が予定されて

いる、または兼務で補われており、研修実施やモニタリングの体制に関する問題は特

に見られない。これらから、本プロジェクトの効果を持続するための体制に問題はな

いと判断する。 

 

3.4.3 カウンターパートの技術 

各機関における教育パッケージを活用した授業法の技術維持・向上に関する取り組

みは以下のとおりである。 

[DPE] 

本プロジェクトのフェーズ 2 では、小学校教員の能力開発に関する国家計画であ

る TED Plan を具体的な実施に移すべく、DPE 訓練課によるアクションプランの作成

を支援した。TED Plan には本プロジェクトで支援した授業研究や SGA、SW など、

教育パッケージを活用した授業法を促進するための活動が要所に組み込まれており、

                                                                                                                                                  
functions will be strengthened.” Sub-Component 3.1.1 Field-Level Offices Strengthened, 3.1 
Decentralization, Component 3 Decentralization and Effectiveness, PEDP3 Main document, 2011 
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DPE は各機関の研修講師や小学校教員の技術的向上に積極的に取り組んでいる。 

[NAPE] 

NAPE は年間業務計画および研修カレンダーを毎年作成し、研修を実施している。

教育パッケージを活用した授業法の PTI インストラクター向け研修は NAPE の研修

業務のなかに組み込まれており、毎年計画通り研修が実施されている。上述の DPEd

コースの試行業務および PEDPIII（本プロジェクトのフェーズ 2）の活動でも、本プ

ロジェクトで獲得した技術を維持する機会がある。 

 [PTI] 

本プロジェクトで導入された SGA や SW は PTI インストラクターの研修能力の強

化を目的とした意見交換の場であり、フェーズ 2 においても継続、発展している。

例えば、SW の発展した形である「PTI クラスタースタディワークショップ」が、2011

年 6 月から本プロジェクトのフェーズ 2 の活動として始まった。この PTI クラスタ

ースタディワークショップとは、全国を 10 地域に分け、それぞれの地域において、

地区代表 PTI を会場とし、各クラスター内の PTI インストラクターが年に 3 回ほど

集まり、研修における課題や改善策について共有したり話し合ったりする場である。

マイメンシン PTI は地区代表 PTI となっている。同スタディワークショップの活動

のマニュアル22は、フェーズ 2 の JICA 専門家チームにより整備されている。なお、

同スタディワークショップには、各県内の小学校のうち、都市部から一校、農村部

から一校の関係者も参加している。なお、PTI クラスタースタディワークショップ

は 2013 年 1 月から「Teacher Support Network through Lesson Study (TSN)」と名称を

変更し、PEDP3 の年次計画の一環として PEDP3 予算を用いて、全国の PTI（57 校）

を会場に継続実施されている。このように PTI インストラクターの研修能力の維

持・向上については、SW や SGA を発展させる形で継続して取り組まれており、特

段の問題は見られない。 

[URC/UEO] 

URC の教科別研修と UEO のサブクラスター研修に対して、本プロジェクトでは、

教育パッケージの活用を促進する活動を実施した。また両機関の職員に対しても、

上述の TED 行動計画によって研修技術の向上のための活動が、本プロジェクトのフ

ェーズ 2 を通じて行われており、両研修における本プロジェクト成果の維持と発展

が見込まれている。 

[FTS] 

事後評価時の FTS 教員へのインタビューによれば、カリキュラムおよび教科書が

改定されたものの、教育パッケージの単元をとり出して新カリキュラム・新教科書

へ適用しており、教育パッケージ活用にあたっての技術的問題は特に見受けられな

かった。 

このように、各対象機関の関係者の技術は維持されている。 
                                                  
22 なおスタディワークショップの教材は、全国の PTI に配布済みの教育パッケージを使用する。 
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3.4.4 カウンターパートの財務 

各対象機関の予算および財務状況については以下のとおりであり、財源は通常予算

と PEDP3 からの予算となっている。PEDP3 の実施は 2016 年までの予定であり、それ

まで財務面での問題はないと考えられるが、2017 年以降のドナー資金については見通

しが不透明である。2017 年以降の予算について早急に検討し、準備していくことが望

まれる。 

 

[DPE] 

DPE は、財務省からの通常予算割り当ておよび PEDP3 の活動予算の中から、PTI、

URC および UEO に、教員研修実施に必要な費用（講師への給与、受講者の日当、場

所代、教科書・資料代など）を配分している。DPE 職員への聞き取りによれば、DPE

には、財務省からの通常予算および PEDP3 からの活動予算が滞りなく割り当てられて

おり、各機関に必要な額を配分するに不足のない額が確保できている、とのことであ

った。 

 

[NAPE] 

NAPE が実施する、小学校教員や PTI 教員への研修は、DPE から割り当てられる予

算および、PEDP3 とドナーからの財政支援により実施している。2007 年度（会計年度

は 7 月始まり）から 2012 年度までの DPE から NAPE に割り当てられている予算は下

表のとおりである。毎年、計画通り研修を実施するために必要な金額の予算が割り当

てられており、財務上の問題はない。 

 

表 8 NAPE 予算 

単位：BDT 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

2,052,000 2,750,000 4,700,000 7,044,000 9,103,300 6,002,975 

出所：各年 Annual Work Plan &Training Calendar, NAPE 

注：PEDPII/3 の研修費用を除く 

 

[PTI] 

各 PTI の研修活動予算は PEDP3 から配分され23ている。2013 年 1 月より、PTI が主

催する TSN (PTI クラスタースタディワークショップが PEDP3 の予算で実施されるに

伴って名称が変更されたもの。3.4.3 参照)が実施されており、これについても必要な

予算が確保されている。本プロジェクトのフェーズ 2 は技術支援のみをしている。 

 

                                                  
23 DPE 訓練課へのインタビューより（2013 年 7 月）。 
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[URC/UEO] 

URC には、PEDP3 から教科別研修の実施に応じて必要な予算が割り当てられること

になっており、実施にあたって不足はない。ただし URC での研修は、TED プランの

対象になっているものの、PEDP3 開始以降まだ行われていない。UEO については、3

か月ごとに実施される UEO のサブクラスター研修に、初等教育局訓練課より予算が

配分されている。予算執行状況に問題はなく、研修は滞りなく実施されている。 

 

[FTS] 

 FTS には既に教育パッケージが配布されており、その活用には財政支出を伴わない

ため、同パッケージを利用した授業実施にあたって不足はない24。なお、事後評価時

のインタビューでは、パソコンや学校内の備品などが不足気味であるという意見はあ

ったが、教育インフラの拡充は引き続き PEDP3 で取り組まれる予定であることから、

FTS の状況は改善していくものと考えられる。 

 

以上より、本プロジェクトは、政策制度面、カウンターパートの体制、技術、財務

状況いずれも問題なく、本プロジェクトによって発現した効果の持続性は高い。 

 

4．結論及び教訓・提言 

4.1 結論 

本プロジェクトは、マイメイシン県におけるプロジェクト実験校の理数科の教員と

教員研修講師の授業法改善を目標に、同県にある NAPE を中心とする初等教育関連機

関を対象に、理数科の教材開発や教員・教育関係者の協力・連携の促進を実施したも

のである。本プロジェクトはサブセクター・ワイド・プログラム である PEDPII の

下で実施された。 

初等教育の質の向上は、バングラデシュの国家開発政策における重点課題であった。

また、児童にわかりやすい授業を実現するための教員の指導能力向上を目指すニーズ

が高かったこと、日本の対バングラデシュ援助計画においても、初等教育への支援は

援助重点分野の一つであったことから、本プロジェクトの妥当性は高い。 

プロジェクト目標の「対象機関において理数科の授業の質が向上する。」は、プロジ

ェクト完了時には、プロジェクト対象機関での教育パッケージの活用による理数科教

授方法の改善は概ね達成 されており、有効性は高い。上位目標に関しては、本プロジ

ェクトおよび、PEDPII の教員や教育インフラの拡充など他の活動の貢献により、理

数科の成績の向上傾向が見られるなど達成 されつつある。また、PEDPII の資金を用

いて、本プロジェクトで導入された教授法の事例集である教育パッケージが全国に配

布されるなどのインパクトがみられた。このため、有効性・インパクトは高いと判断

                                                  
24 フェーズ 2 専門家へのインタビューおよび FTS 訪問時の聞き取りより。 



 

 25

する。 

効率性 については、協力期間は教育パッケージの承認、教育パッケージのフォロー

アップ研修および延長された PEDPII との援助協調支援業務のため 1 年半延長され、

延長に伴って増加された現地業務費および専門家派遣費用により協力金額が計画値を

大幅に上回ったため低い。持続性については、また、プロジェクトの効果を持続・発

展させる活動が、PEDPII の後継にあたる PEDPIII および本プロジェクトの後継プロ

ジェクト（フェーズ 2）によって実施されており、持続性はり本プロジェクトの成果

が継続・発展しており、高い。 

以上より、本プロジェクトの評価は高いといえる。 

 

4.2 提言 

 4.2.1 カウンターパートへの提言 

①NAPE による実験用機材の活用 

上述のとおり、本プロジェクトで NAPE に供与された顕微鏡などの実験用機材およ

び教育データベースが活用されていない。これは、研修実施業務に人材配置と投入時

間が偏重しており、実験用機材を活用した授業研究を行う体制になっていないこと、

また教育データベースに関しては、NAPE のスペシャリストにはパソコン使用の習慣

がないこと、ICT の専門知識があり、データベースを管理できる人材がいないことが

原因となっている。 

実験用機材は、理数科の教科知識を深めることにより、理数科の教授法を改善し、

さらには NAPE が実施する理数科教育の研修内容を改善することを目的に供与された

ものである。また教育データベースは、初等教育に関する基礎データ・情報、研修内

容・実績をデータベース化し、研修業務の効率的な把握を図るとともに、教授法の研

究に関連する統計情報を得ることを目的に供与された。 

NAPE は、これらの供与機材やデータベースを活用し、研修や研究の能力のさらな

る向上に努めることが望ましい。 

 

②PEDP3 以降の財源の確保 

 現在、各活動の財源は通常予算と PEDP3 からの拠出金となっている。PEDP3 完了

後のドナー資金については見通しが不透明であるため、早期に方針を検討し、準備を

進めることが望ましい。 

 

4.2.2  JICA への提言  

 なし 

 

4.3 教訓 

①PDM の記載は明確にし、達成度を測ることのできる指標を設ける 



 

 26

 2.3 でも述べたように、本プロジェクトの PDM の成果や指標は、表現が不明確であ

り、また成果とプロジェクト目標が同義であった。さらに、多くの指標は数値目標の

ない「XX の数」「頻度」といった指標や「XX の報告書」など達成度を測ることので

きない指標であった。中間評価25や終了時評価の時にも数値目標の設定や指標の変更

は検討されていなかった。このように、明確な目標の記載と、その具体的な目標値の

設定がなかったため、当初計画したプロジェクトの目標にどれだけ到達しているのか、

プロジェクト実施中に管理することが困難であったと思われる。また事後評価時、プ

ロジェクトが何を目指したのか容易に理解できなかったため、本来意図した効果が評

価されていない危険性もあり、また定量的な成果の提示ができなかった。このような

ことを避けるためには、PDM 上における目標や成果、指標の表現を適切に行い、プロ

ジェクトの実施により期待される状況の変化に関する具体的かつ測定可能な指標を設

けるよう徹底すべきである。 

 

②サブセクター・ワイド・プログラム内の実施には調整コストを考慮する 

本プロジェクトは、PEDPII の一環に位置付けられる活動であり、 

本プロジェクトの計画時（事業事前評価表/PDM）にすでに、PEDPII と整合してい

ることが前提になっていたが、専門家チームが現地入りした時には PEDPII に組み込

まれていなかった。計画時は NAPE のあるマイメンシンと PEDPII の拠点であるダッ

カを往復することを想定していたが、PEDPII との日常的な調整業務が必要とされたた

め、ダッカとマイメンシンの二箇所にプロジェクトオフィスを設置した。このため、

協力金額と専門家のアサイメント合計期間が計画を大幅に上回った。サブセクター・

ワイド・プログラムにおいてプロジェクトを実施する際、プログラム全体としての足

並みをそろえるための調整業務が必須となることを考慮し、計画時から調整コストを

見込んで投入や協力金額を検討すべきであった。 

 

③ プロジェクトの技術支援と並行し、JICA 長期専門家による政策調整を実施する 

本プロジェクトは開始当初、PEDPII の枠組みには入っていなかった。バングラデシ

ュ国の初等教育に関わる支援は、PEDPII の枠組みで行われる活動以外は認められない

ことから、本プロジェクトの専門家チームが PEDPII 事務局との調整を続けた結果、

本プロジェクトは 2 年目より PEDPII の年次活動計画に組み込まれることになった。

その後、本プロジェクトでの活動、およびその成果である教育パッケージを用いた授

業法が政府から高く評価され、初等理数科教科書改訂の際には本プロジェクトの専門

家チームのメンバーが担当に指名された。事後評価時、本プロジェクトのフェーズ 2

の日本人短期専門家にインタビューしたところ、現地では「初等理数科教育支援は

JICA で」といわれるまでになっており、この分野で DPE から相談を受けることが多

                                                  
25 中間評価時の指摘を受け PDM が変更されたが、改訂版 PDM には改定した日付やバージョン名

の記載がなかった。 
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いとのことであった。 

この背景には、専門家チームおよび JICA 事務所員、長期専門家が、技術支援の実

施に加え、PEDPII 事務局やバングラデシュ政府との調整業務を行い、サブセクター・

ワイド・プログラムに沿ったドナー協調や政府の政策決定に関わってきた功績が大き

い。なお、PEDPII/3 では、プールファンドの運用にあたりドナー会合を開いて調整を

行うが、ドナー会合や本プロジェクト・フェーズ 2 の活動に関する調整に JICA 長期

専門家（初等教育アドバイザー）がアサインされている。事後評価時の他ドナー関係

者への聞き取りによれば、同 JICA 長期専門家に対する評価は高く、JICA によるプロ

グラム活動のプレゼンスが総合的に高まっていることがわかった。 

 

④ プロジェクト完了後の活動継続に向けて、ドナー資金完了後も見据えた予算確保の

準備を行う 

本案件では、プロジェクト完了後の活動予算として、日本も参加している PEDPII/3

のドナー資金が活用されている。このような枠組みの場合、ドナーの資金協力が完了

した後の予算がどのように手当されるのかという課題についても、念頭に置く必要が

ある。プロジェクト完了後の活動継続のため、ドナーの資金協力の完了後の予算確保

について、早期の段階で検討し、必要な準備を行っていくことが求められる。 

 

（以 上） 

 


