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１－１　協力の背景と概要

エチオピア連邦民主共和国（以下、「エチオピア」と記す）政府は、1997 年より累次の教育

セクター開発プログラム（Education Sector Development Programme：ESDP）を策定し、教育の

アクセスと質の改善に取り組んできており、アクセス面については、初等教育就学率の向上な

ど一定の成果がみられるが、質については、初等教育修了率や学習到達度試験結果の低迷が続

いており、教育の質の改善は喫緊の課題となっている。

また、工業化をめざす同国政府は、科学技術の発展に資する理数科人材育成を強化していく

方針を打ち出し、第 11 学年以降の生徒の約 70％を理系専攻にするなどの目標を掲げており、

現在の ESDP においても、教育の質の向上や科学技術分野の人材育成を重点に掲げている。ま

た、教育の質改善に向けて、各国・国際機関の支援を受け「教育の質改善プログラム（General 
Education Quality Improvement Programme：GEQIP）」を実施しており、GEQIP では、教師教育

強化を重点のひとつと位置づけ、継続的職能開発（Continuous Professional Development：CPD）

を実施するなどの取り組みを行っている。

このような状況の中、同国政府は、理数科教育改善のために必要な支援をわが国に要請し、

2010 年 3 月から連邦教育省、アムハラ州教育局、オロミア州教育局、アディス ･ アベバ特別市

教育局を協力相手先カウンターパート（C/P）機関として、初等第 7 ～ 8 学年の理数科教員の

授業改善のための現職教員研修強化を目的とした技術協力プロジェクト ｢ 理数科教育改善プロ

ジェクト（National Pilot Project for Strengthening Mathematics and Science Education in Ethiopia：
SMASEE）」が開始された。

１－２　協力内容

（１）上位目標： 対象州において、初等第 7 ～ 8 学年教員の理数科授業における生徒中心型授業

の実施能力が改善される。

（２）プロジェク ト目標：対象州において、初等第 7 ～ 8 学年理数科教員を対象とする現職教員

研修システムのモデルが確立される。

（３）成　果

１．中央及び州レベルのプロジェクト実施組織が確立され、機能する。

２． 対象州のパイロット地域において、州研修指導員及び理数科代表教員の研修実施能力

が向上する。

１．案件の概要

国名：エチオピア連邦民主共和国 案件名：理数科教育改善プロジェクト

分野：基礎教育 援助形態：技術協力プロジェクト

所轄部署：人間開発部基礎教育第二課 協力金額（評価時点）：138,675 千円

協力期間 （R/D）：2011 年 3 月～

2014 年 3 月

先方関係機関：エチオピア連邦教育省、アムハラ州教育

局、オロミア州教育局、アディス・アベバ特別市教育局

日本側協力機関：なし

他の関連協力：なし

調査結果要約表
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３．現職教員研修モニタリング・評価システムが開発され、機能する。

４．現職教員研修の普及拡大に向けた基盤が構築される。

（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 5 名 （計 10.61MM）

研修員受入（本邦研修） 26 名

研修員受入（第三国研修） 22 名 （ケニア 10名、ウガンダ 3名、マレーシア 9名）

機材供与 30,526 千円

在外事業強化費 43,167 千円

＜相手国側＞

カウンターパート（C/P）配置

National Coordinator（1 名、教員開発プログラム局長）

National Trainer（8 名）

National Laboratory Technician（3 名）

Regional Coordinator（各州 / 特別市に 1 名ずつ）

Focal Person（各州 / 特別市に 1 名ずつ）

Regional Trainer（各州 / 特別市に 4 名ずつ）

土地・施設提供

プロジェクトチーム執務室（長期専門家の執務室、光水熱費）

州研修センター：計 8 センター

アディス・アベバ特別市　2 センター

アムハラ州　3 センター

オロミア州　3 センター

ローカルコスト負担

現職教員研修実施に必要な経費：27,643 千円

（参加者宿泊費、交通費、C/P の出張旅費など）

３－１　実績の確認

（１）成果の達成状況

各成果の達成状況は以下のとおりである。

２．評価調査団の概要

調査者

団　　長 西方　憲広
独立行政法人国際協力機構（JICA）人間開発部　課題ア

ドバイザー　国際協力専門員

協力企画 松崎　瑞樹 JICA 人間開発部　基礎教育第二課　主任調査役

評価分析 永井　清志 株式会社コーエイ総合研究所　コンサルタント

調査期間 2013 年 1 月 20 日～ 2013 年 2 月 9 日 評価種類：中間レビュー

３．評価結果の概要
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成果１．中央及び州レベルのプロジェクト実施組織が確立され、機能する。

成果１については、実施組織は当初の想定したかたちではなく、より持続性の高いかた

ちで既存組織に内在化されてきているが、特に学校及びクラスターでの研修の質を確保す

るために更なる尽力が期待される。

成果２： 対象州のパイロット地域において、州研修指導員及び理数科代表教員の研修実施

能力が向上する。

成果２については、プロジェクト中間時点としては妥当なレベルで達成されているが、

第２サイクルの研修について今後実施されるフォローアップ調査を待って、いくつかの指

標についての確認と検証が必要である。

成果３：現職教員研修モニタリング・評価システムが開発され、機能する。

成果３については、プロジェクトで開発したモニタリング・評価ツールを用いて、教員

研修報告書が作成されており、プロジェクト中間時点として適切に達成されている。

成果４：現職教員研修の普及拡大に向けた基盤が構築される。

成果４については、現職教員研修カリキュラム、第１サイクルと第２サイクルの現職教

員研修教材が開発され、また既存の機会を活用して普及拡大に関係する人々への啓発活動

を行っており、プロジェクト中間時点としては妥当な状況である。プロジェクト後半で、

更なる普及拡大に向けた作業が進められることが期待される。

（２）プロジェクト目標の達成状況

プロジェクト目標： 対象州において、初等第 7 ～ 8 学年理数科教員を対象とする現職教

員研修システムのモデルが確立される。

本調査では、プロジェクト実施を通じて開発されている教材やモニタリング・評価ツー

ルなど、また実践から得られる知見や参考活動事例を最終段階で取りまとめ、現職教員研

修システムのモデルとなるガイドラインを作成することを関係者に再確認した。現段階で

は、そのモデルのイメージが関係者に共有されておらず、これを今後明確にしていくこと

が肝要である。

外部条件となっている校内研修及びクラスター研修についてもそのモデルに内包される

と考えられるため、プロジェクトの活動には含まれないものの、州 / 特別市教育局の能力

強化を通じて、それらの研修の実施体制整備に間接的な介入をすることも検討が必要であ

る。

プロジェクトが直接実施する研修活動については全般に順調に進められているので、プ

ロジェクト実施期間後半に入ったこれから、特に最終的な成果品を意識して作業を進める

ことで、プロジェクト目標が達成されることが十分に期待できる。

（３）上位目標の達成状況

上位目標： 対象州において、初等第 7 ～ 8 学年教員の理数科授業における生徒中心型授

業の実施能力が改善される。

対象地域の対象学年理数科教員にプロジェクト介入の効果が発現するためには、校内研

修とクラスター研修の実施が重要な鍵を握る。州 / 特別市教育局の教育行政による組織的

な実施が望まれる。これらの研修が質を伴ってすべての教員対象に実施されてはじめて上
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位目標が実現されるものであり、現時点での評価は時期尚早である。

３－２　評価結果の要約

（１）妥当性：高い

エチオピア国の開発政策・計画また同国社会のニーズに変化はなく、詳細計画策定調査

当時に確認されたプロジェクトの妥当性の状況に変化はない。したがって、妥当性は依然

として高い。

（２）有効性：妥当な高さ

成果の達成がプロジェクト目標達成に寄与する有効性は、外部条件である校内研修及び

クラスター研修の実施に依存するところが大きいが、現時点で成果のプロジェクト目標達

成に対する有効性は妥当な高さであると判断される。

研修システムモデルの定義はまだ不明確で明文化されておらず、関係者が共有できてい

ない。今後のプロジェクト活動を通じて、モデルの具体的な概念を形成していく過程にあ

る。今後の活動をこの点に十分に留意して進めることが期待される。

外部条件については、校内研修及びクラスター研修は何らかのかたちで実施されている

が、まだ組織的に計画実施されるには至っておらず、その質には疑問がある。また印刷研

修教材が作成されていないなど、リソース不足も質に影響を与えている。この外部条件は

プロジェクト目標達成のために非常に重要な要素であるので、何らかの対策を取ることに

ついての検討が望ましい。

（３）効率性：中程度

プロジェクトはこれまで、適切な投入と活動によって順調に進められている。ただしプ

ロジェクトチームの執務環境については、現在臨時の部屋が正式な通達なしにあてがわれ

ている状況である。中央研修センターについては、正規の実験室は 1 部屋のみであり、理

科 3 科目の研修を実施運営するに際して大きな問題となっている。100 人を超える参加者

の研修を実施するためには、現在使えるトイレ設備のみでは大きな支障を来しており、そ

の改修も必須である。

人的投入については、中央研修指導員の幾人かがプロジェクト以外の業務を与えられて

いるため、本来プロジェクト専従であるはずの業務に支障を来している。また当初計画に

は、専従でないパートタイムの中央研修指導員の配置が予定されているが、まだ配置され

ていない。

また、十分な人数の州研修指導員が中央研修に参加はしたが、彼らが十分に州研修の講

師として活動しておらず、指定の人数に足らない講師で実施を余儀なくされた地方研修が

あった。

活動に係る外部条件については、校内研修とクラスター研修が何らかのかたちで実施さ

れているが、これを組織的に運営・管理し、質を確保することが必要である。

活動と投入が成果達成に寄与する効率性は、連邦教育省による執務環境の提供の問題や

中央研修指導員の作業時間が不十分であることを考慮すると、中程度である。

（４）インパクト：高い

プロジェクトの実施期間はまだ残すところ 1 年以上ある時点であるにもかかわらず、連

邦教育省及び州 / 特別市教育局のイニシアティブにより、対象外の州や対象州内の対象外
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県への普及展開が進められている点で、インパクトは高いと判断される。

上位目標については、対象地域の理数科教員全般に対する生徒中心型授業の普及浸透状

況を評価するには時期尚早である。実際の普及浸透は、外部条件である校内研修とクラス

ター研修によって進められることが想定されているため、その実施状況に大きく依存して

くる。

（５）持続性：評価には時期尚早

現段階で持続性を評価するのは時期尚早ではあるが、実施組織を既存の教育行政組織

に内在化させていることや理数科代表教員の能力向上など、明るい予兆が発現している。

よって、プロジェクト終了時には持続性が高いと判断できる状況になることを期待するこ

とは妥当である。

研修運営管理の機能は、連邦及び州 / 特別市の教育行政機関で、適切に内在化されてい

る。しかしながら、州 / 県 / ワレダ教育行政機関での運営管理には課題も確認されており、

プロジェクトの残された期間でそれらを強化することが必要である。

2 サイクルの中央及び州の研修を実施するのに十分な予算が、エチオピア政府予算によ

り確保されており、政府予算は今後も安定していることが期待されるため、財政的な持続

性も高いことと期待される。

３－３　効果発現に貢献した要因

（１）計画内容に関すること

エチオピア政府として理数科教育強化を優先課題としていることから、プロジェクトの

計画内容を適切に実施するために、連邦教育省及び州 / 特別市教育局が組織制度面の整備

や予算の確保などで善処しており、効果発現への貢献要因になっている。特に組織制度面

の整備によって専従の C/P が配置されており、エチオピア側の主体的な活動を推進する基

盤となっている。

（２）実施プロセスに関すること

教員の CPD 活動が義務づけられており、これが SMASEE の研修内容や教材を活用する

機会となるため、結果としてプロジェクト活動促進の要因となっている。

また、連邦制であることから、2 州 1 市の教育局がそれぞれの方法で活動を推進すべく

努力工夫しており、良い意味での競争が生じていると思われる。他の州や市の取り組みを

参考にして、良いものを取り込む動きもある。

３－４　問題点及び効果発現を阻害した要因

（１）計画内容に関すること

プロジェクトチームの執務環境に多くの課題あり、計画どおりの投入ができていないこ

とが、効率的な活動実施を阻害している。

校内研修とクラスター研修が外部条件として位置づけられているが、プロジェクト目標

にあるモデルにはこれらが含まれるため、プロジェクトとしての関与の仕方の判断が難し

い。

（２）実施プロセスに関すること

2 州 1 市教育局のコミットメントは高いが、日本人専門家による直接の支援は限定的に
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なっており、結果として彼らの運営管理能力が問題となっている。

教員養成校（College of Teacher Education：CTE）の関与が難しい地域がある。CTE は、

SMASEE から直接便益を受けないことが、その背景にある。州や市の教育局内での CTE が

置かれている位置によって、現職教員養成部署との連携が容易ではない場合がある。

３－５　結　論

プロジェクトはこれまでのところおおむね順調に進められている。５項目評価においては、

妥当性とインパクトが高く、有効性と効率性についても外部条件である校内研修とクラスター

研修の実施状況や執務環境に係る投入など特定の問題はあるものの、他の要素については良好

な状況である。

残りの期間の活動は、日本側とエチオピア側双方の関係者がプロジェクトの目標である現職

教員研修（In-Service Education and Training：INSET）システムのモデル確立を特に意識して活

動を進めることが、プロジェクト終了時に良い結果を得ることにつながると予想される。

３－６　提　言

（１）プロジェクト終了まで

・校内研修、クラスター研修の重要性

・プロジェクト活動の円滑な実施のため適切な設備整備

・エチオピア側と日本側相互のコミュニケーションの重要性

・SMASEE INSET システムのモデルの重要性

（２）プロジェクト終了後

・SMASEE 全国普及戦略

・エチオピア側の理数科教育の優先性

３－７　教　訓

①　持続性の考え方

② 　政策レベルの高いエチオピア側のコミットメントと中央研修指導員（National Trainers：
NTs）個人の勤務状況のギャップ

③　副大臣に権限が集中しているエチオピア連邦教育省組織内での技術支援の長所・短所

④　日本側からの技術支援に対する NTs の認識と日本側人材

⑤　 協力隊事業との連携によるシナジー効果


