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国名
学校運営管理改善プロジェクト

パラグアイ

Ⅰ 案件概要

プロジェクトの背景

パラグアイでは 1994 年から教育改革に着手し、教育改革戦略「パラグアイ 2020」に基づく 2020 年
までの 9 年制義務教育の完全達成などを目標に改革を継続していた。結果として、就学率は着実に改
善を遂げた一方で、生徒の学習到達度の低さや留年・退学率の高さは深刻であり、教育の質の向上が課
題であった。係る状況に対し、世銀やスペインなどのドナーの協力を得て教員研修や教材整備に取り組
んできたが、年間授業時間の大幅な不足や保護者との連携不足等の学校運営管理に係る問題改善に関し
ては、同国の当該分野の知見・経験は十分でなく、また他ドナーからの十分な協力も得られていなかっ
た。一部地域で地方関係機関等が学校運営管理の主導的役割を担う校長に対して能力育成のための研修
を行っていたが、全国的な制度としては未だ確立しておらず、また研修が学校現場における運営改善に
どのように生かされているかのモニタリングも十分行われていない状況であった。

プロジェクトの目的

1. 上位目標：プロジェクト対象地域の基礎教育校において学校運営管理が改善される
2. プロジェクト目標：プロジェクト対象県の中央校1において、学校運営管理改善に資する校長研修

のモデルが確立される
3. 想定された課題解決への道筋2：本プロジェクトは①学校教育計画（PEI）や年間活動計画（POA）

の策定方法等から構成される校長研修プログラムの策定、②日本人専門家によるインストラクター
（校長研修ユニット）及びスーパーバイザー（注 1）への研修を通して、校長研修モデル（注 2）
を確立・適用し対象中央校の学校運営管理能力を改善する。中央校による校長研修モデルの有用性
の実証と普及によって、校長研修モデルを周辺校でも適用し、学校運営管理の改善を目指す。

（注１）校長研修ユニット：教育文化省（MEC）就学前・基礎教育総局、教育プロセス強化総局、教員養成局（IFD）

の職員6 名とプロジェクト対象県（セントラル県、コルディジェラ県）県教育監督調整事務所の職員2 名からなる

ユニット

インストラクター：教育文化省校長研修ユニット所属の研修講師

スーパーバイザー：パイロット県の県教育監督調整事務所、教育支援監督事務所などに所属の研修講師

（注2）校長研修モデル：1）学校教育計画/年間活動計画の作成を通して学校運営管理の改善に十分資することが

できる研修の実施と、2）研修、モニタリング及びフォローアップを組み合わせることで、研修で学んだ手法の各

学校における実践を高い確率で保証できる指導体制を構築すること。モデル確立は最終的に「ガイドライン」のMEC

による承認と定義された。

実施内容

1. プロジェクトサイト：セントラル県の一部とコルディジェラ県全地域
2. 主な活動：校長研修プログラム及び研修モジュール作成、インストラクターによる県レベルでの校

長研修、スーパーバイザーによる地域レベルでの校長研修の試行、インストラクター研修及びスー
パーバイザー研修の実施、学校運営管理モニタリング・評価活動を試行等

3. 投入実績（上記活動を実施するための投入）

日本側
(1) 専門家派遣 7人
(2) 研修員受入 10人
(3) 機材供与 車両、携帯電話端末、デ

スクトップコンピューター、ボイス
レコーダー等

相手国側
(1) カウンターパート配置 8人
(2) 土地・施設提供 日本人専門家用とユニットメンバー用

の 2 つの執務スペース
(3) ローカルコスト負担、カウンタ－パ－ト経費、研修活動

費、車両保険

協力期間 2006 年 7月～2009 年 1月 協力金額 265 百万円
相手国実施機関 教育文化省 （MEC)

関連案件

我が国の協力：
・フォローアップ：地域別研修「中南米地域学校運営改善」(2009年3月)
・フォローアップ：学校運営管理改善プロジェクト (2010年4月～2011年3月)
・青年海外協力隊員派遣（小学校教諭、教員養成校講師など）
・シニアボランティア派遣（教育省派遣）
他ドナーの協力：
・基礎教育改善プロジェクト"Escuela Viva"（米州開発銀行、IDB）
・中等教育の質改善プロジェクト（MECES）（世界銀行、1995-2000 年）

Ⅱ 評価結果

1 妥当性

本プロジェクトの実施は、事前評価時・プロジェクト完了時ともに「パラグアイ2020（1994年）」、「パラグアイ2020年戦
略教育計画（2008年）」に重点分野として掲げられた「教育へのアクセス（9年制義務教育完全達成）、教育の質、有効性及び
均衡性の改善」というパラグアイ国の開発政策、「授業時間確保等の質改善に取り組むための、校長の学校運営能力の強化」
という開発ニーズ及び日本の援助政策「国別援助実施計画（2007年）」「成長のための基礎教育イニシアティブ（2002年）」
と十分に合致している。したがって、妥当性は高い。

                                                  
1

近隣 5-8校で構成される基礎教育学校ネットワークにおいて最も規模が大きな学校を指し、ネットワーク内の他校（周辺校）への助言や

教育行政機関との連絡調整を行う。本プロジェクトの対象となる中央校は、セントラル県 50校、コルディジェラ県 54校の計 104校。
2 事後評価時に整理。



2 有効性・インパクト

本プロジェクトは対象県中央校における学校運営管理改善に資する校長研修のモデルの確立に焦点を当てており、プロジェ
クト完了時の目標として、①校長研修の実施手法、内容、②研修後の学校運営管理の方法、③校長研修を全国展開するための
方法、④研修参加者及び研修実施者用の教材、がそれぞれ明記された校長研修ガイドラインが作成され、⑤同ガイドラインが、
MEC の合意を得られていることであった。実績として、校長研修ガイドラインは作成され、研修を担う校長研修ユニットのイ
ンストラクター及びスーパーバイザーが養成された。研修ガイドラインでは、①②については、校長研修の実施手法・内容且
つ研修後の学校運営管理の方法が詳細かつ明確に記されている。④は研修用教材(キット)はガイドラインの付属資料として作
成され、⑤に関しては、2008年11月に実施された合同委員会の会議において、MECにより研修ガイドラインが承認された。一
方③については、プロジェクト完了時、MEC において全国普及のメカニズムはまだ未確定であったことからガイドライン上で
の詳細な記述には至らなかった。プロジェクト完了後、県によって体制は異なるものの、校長研修は教員養成機関（IFD）が
主管となって実施されており、各校における実践は育成されたスーパーバイザーがモニタリングを実施している。全国展開や
普及についての手法は定まっていないが、IFDは教員の継続養成プログラムの一環として校長研修の計画を提案し、MECの承認
を取り付け、新たなインストラクターを雇用・養成している。対象2県でもスーパーバイザーが増員されている。これらの中
で、研修用教材(キット)を含む校長研修ガイドラインは、事後評価時も十分活用されている。

上位目標である、対象地域の基礎教育校における学校運営管理の改善については、101 の対象中央校の校長が周辺校に対し
て校長研修とモニタリング・指導を行い、PEI/POA の作成を普及しており、対象県の中では、167 の中央校、531 の周辺校にお
いて POA が整備・実践されている。校長研修に参加したプロジェクト対象外の中央校からも普及が進められた結果、POA を実
践する周辺校の数は増加傾向にあり、セントラル県においては 297 の周辺校、コルディジェラ県では 234 の周辺校に達してい
る。モニタリングを行っているスーパーバイザーによれば、POA による学校運営改善の例として、時間割の整備と徹底によっ
て授業時間管理が合理化され、対象校全体の授業時間の平均順守率はベースライン調査時（2007 年）の 35%から 2011 年には
88.33%に改善され（JICA による調査）、また校長と教員が保護者と学校運営を協議したりするなどの変化がみられる。しかし
ながら、予算不足により、POAを完全に実践できない学校も存在する。

このように、プロジェクト期間中の研修を通じてインストラクター及びスーパーバイザーが必要なスキルを獲得し、プロジ
ェクト完了後も研修ガイドラインを活用した普及が進んでいる。また、研修を終えた校長の学校での運営に改善が見られる。
よって、有効性・インパクトは高い。

プロジェクト目標および上位目標の達成度

目標 指標 実績

(プロジェクト目標)

プロジェクト対象県の

中央校において、学校運

営管理改善に資する校

長研修のモデルが確立

される。

校長研修の実施手法、内容が

（校長研修ガイドラインに）

明確に記載されていること

（プロジェクト完了時）詳細かつ明確に記されている。

（事後評価時）同上。需要と環境に応じて研修方法は変更されている。

研修後の学校運営管理の方法

が（校長研修ガイドラインに）

記載されていること

（プロジェクト完了時）詳細かつ明確に記されている。

（事後評価時）同上。

校長研修を全国展開するため

の方法が（校長研修ガイドラ

インに）記載されていること

（プロジェクト完了時）詳細な記述には至っていない。

（事後評価時）全国展開又は普及についての手法は定まっていないが、教員養成

機関（IFD）は教員の継続的な育成の一環として校長研修を行っている。

研修参加者及び研修実施者用

の教材が（ガイドラインに）

含まれていること

（プロジェクト完了時）研修用教材(キット)はガイドラインの付属資料として作

成され、ガイドラインの作成チームによりカリキュラム・評価・指導総局への提

出が終了している。

（事後評価時）研修用教材(キット)は十分活用されている。

作成されたガイドラインが、

パラグアイ側 MEC の合意を

得られていること

（プロジェクト完了時）

2008 年 11 月に実施された合同委員会にて、MEC が承認した。

(上位目標)

プロジェクト対象地域

の基礎教育校において

学校運営管理が改善さ

れる。

対象県・周辺校のPOA の作成

状況と内容の質

（事後評価時）101 の対象中央校が POA を周辺校に普及しており、対象県の中で
は、167の中央校、531 の周辺校に おいて POAが整備されている。内容の質につ
いては、両県で平均 98.18％の学校がプロジェクトで設定した POA の質の要件を
満たしており、大幅な改善が見られる。また、POAによる計画を通じて活動記録
が改善されている。

対象県・周辺校における POA 

の実施達成度

（事後評価時）POA を実践する周辺校の数は増加傾向にあり、セントラル県にお
いては 297 の周辺校、コルディジェラ県では 234の周辺校に達している。

出所：終了時事評価調査報告書、カウンターパートへの聞き取り調査。

3 効率性

本プロジェクトは成果の産出に対し、投入要素が適切であり、協力期間は計画内に収まったが（計画比100％）、研修用ガ
イドライン印刷等で経費が追加されたことにより、協力金額が計画を若干上回ったため（計画比106％）、効率性は中程度で
ある。

4 持続性

政策・制度面については、「2024 年国家教育計画（2011 年）」において学校運営管理体制の改善による教育水準の向上が謳
われており、本プロジェクトはパラグアイにおいて引き続き重要な位置づけにある。実施機関の体制は、MECの主な業務は PEI
と POA のモニタリングと評価であり、教員養成局の技術班が、様々な IFD でインストラクターの研修を行うとともに、教育監
督事務所と連携し、中央校の校長等の研修、モニタリング及び評価を実施している。MEC では、職員の人事異動が行われ、プ
ロジェクトで研修を受けた有識者の一部は、他の職務を遂行しており、現在、教員養成局の技術者 1名と IFD の技術者 1名が、
直接プロジェクトに関連した活動を継続している。また、地域レベルにおいては、県の調整事務所、全国各地の教育及び事務
管理監督事務所の職務の一部であるモニタリング、評価及び指導を実施するとともに、校長研修モデルの普及を行う有能な人
材が存在する。課題としては、直接プロジェクトの関連活動を継続する人数の不足や、普及に向けて教員養成局と各県の教育



監督調整事務所のさらなる連携強化などが挙げられる。技術面では、インストラクター及びスーパーバイザーの育成が、プ
ロジェクトで整備されたガイドラインを活用し継続しているが、モデルの展開を図るためにはさらなる技術強化が望まれる。
また供与機材の多くは現在も活用されているが、コピー機、プリンター、プロジェクター等についてはメンテナンス又は部品
交換が必要、技術的に修理不可能な故障等の理由で、廃棄処分されているものがある。また財務面に関し、校長研修は、MEC
の中で独立した事業及びプログラムとなっていないため、このための予算は存在せず、研修に割り当てられる費用は、教員継
続養成プログラムの総合予算に含まれている。IDB が支援する Escuela Viva II 事業で実施している校長研修では、600 の都
市部の学校及び 2,000 の農村部の学校の校長等を対象とした学校運営専門コースを実施する予算が計上されている（本プロジ
ェクト対象県の中央校・周辺校も支援対象）。しかしながら、「有効性・インパクト」で述べたとおり、予算不足により POA
で定めている活動の実践の遅延・停止が生じている。

以上より、実施機関の体制、技術、財務にそれぞれ課題があると判断され、本プロジェクトによって発現した効果の持続性
は中程度である。

5 総合評価

本プロジェクトは、プロジェクト目標として目指した学校運営管理改善に資する校長研修のモデルの確立について、校長研
修ガイドラインは教育文化省の承認を得て十分活用され、県によって体制は異なるものの、IFD が主管となり校長研修が継続
的に実施されている。上位目標については、校長研修の県内他校への波及とそれに基づいた学校年間活動計画（POA）等の策
定・実施を通じて、対象地域の基礎教育校における学校運営管理の改善に貢献している。持続性については、本プロジェクト
の教育政策上の位置づけは高いものの、MEC では、職員の人事異動が行われ、プロジェクトで研修を受けた有識者の一部は、
他の職務を遂行するなど、モデルの展開を図るための技術については一部問題があることと、予算不足により POA で定めてい
る活動の実践の遅延・停止が生じているほか、モデルの普及予算の見通しに懸念があるため、実施機関の体制面、技術面、財
務面に問題が見受けられた。効率性については、教材の印刷等の追加経費により、協力金額が計画を若干上回った。

総合的に判断すると、本プロジェクトの評価は高いといえる。

Ⅲ 教訓・提言

実施機関への提言：

学校運営改善の現場での実践を確保するためには、関係部局(教員養成局、初等基礎教育総局及び教育課程強化総局)から現

場レベルへの政策的指導が不可欠となる。中央レベルの関係部局、特に教員養成局と各県の教育監督調整事務所が連携し

て、学校の教育運営管理の改善、教員の質改善、学校での PEI/POA の作成及びその実施に取り組んでいけるように、関

係部局間および中央・各県間の連携体制を強化していく必要がある。

JICA への教訓：

本プロジェクトで作成した校長研修モデルとそのガイドラインは、既存の制度にもなじみやすい研修形態の実施を採用し、研
修ガイドラインでは PEI/POA の作成について平易な表現で段取りよく説明されているなど、スーパーバイザーおよび IFD 等の
現場関係者の間では非常に高い評価を受けた。プロジェクト期間中に合意形成を図って作成されたことで、ガイドラインは、
それのみで研修の実施が可能となる水準に仕上がっており、詳細かつ実用的で当国の学校の実情に合った形に結実したと言え
る。これは、類似の教育分野の案件実施の参考になると思われる。

      
        ガイドラインを活用する校長研修    スーパーバイザーのモニタリング報告書


