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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一課 

１．案件名 

国 名：カンボジア王国 

案件名：前期中等理数科教育のための教師用指導書開発プロジェクト 

The Project for Educational Resource Development in Science and 

Mathematics at the Lower Secondary Level 

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 

カンボジア国は、1970 年代後半のポル・ポト政権による学校教育の廃止と知

識階層への粛清によって人材育成システムが崩壊した。政権交代後、急速な量

的拡大によって教育システムの復興が行われたが、留年率・退学率の高さ、能

力のある教員の不足等の質的な課題が残っている。特に前期中等教育（日本の

中学校レベル）における純就学率は 32.6%1と低く、退学率も 18.8%と高い数値

を示している。中でも理数科分野の人材育成は将来的な産業の高度化において

極めて重要であり、早急な質の改善が求められている。 

また、前期中等教員養成校（RTTC）が全 20 州のうち 6 州（プノンペン、コ

ンポンチャム、カンダール、タケオ、プレイベン、バッタンバン）に設置され

ているが、前期中等教育における教員養成だけでなく現職教員に対するアップ

グレード研修を行う等、同国の理数科教育の質の改善のためには、RTTC 教官の

能力強化が必要となっている。 

JICA はこれまで技術協力プロジェクト「理数科教育改善計画プロジェクト

（STEPSAM）」（2000 年～2005 年）により、理数科分野の高校教員の養成およ

び研修への支援を行い、「理科教育改善プロジェクト（STEPSAM2）」（2008 年

～2012 年）においては、初等教育および前期中等教育の理科分野において教員

養成課程への支援、および前期中等教育における現職教員研修を試行的に実施

することで指導法の改善を図った結果、教員養成校の教官および現職教員研修

の対象校の教員の授業の質に改善が見られた。これを受け、前期中等教育にお

いて、STEPSAM2 で対象としていた理科に加え、数学も含め、生徒の学習達成

度改善を目標として協力の要請がカンボジア政府からなされた。 

（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 

カンボジア国の「教育戦略計画 2009-2013」2における 3 つの優先課題の一つ

1
出典：カンボジア国教育戦略計画（2009-2010 年度指標） 

2
ESP: Education Strategic Plan 2009-2013 
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「教育サービスの質と効率の改善」の中で、具体的戦略目標として「教えと学

びの質の改善」および「教員養成および現職教員研修の改善」が掲げられてい

る。本事業は、それら戦略目標を達成するための優先プログラム「教員研修の

改善」への支援として位置づけられる。 

また、策定中の次期「国家開発戦略計画 2014-2018」の教育セクター方針案

では、貧困削減と不平等解消とともに教育が優先課題に挙げられている。特に

社会経済開発に向けた技術力向上を目的とした中等教育レベルの強化と理数科

指導の強化が掲げられており、本事業はその具体的取り組みとして位置づけら

れる。 

（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 

我が国の対カンボジアにおける援助方針において、援助重点分野の一つ「社

会開発の促進」の開発課題として「教育の質の向上」の中の「理数科教育改善

プログラム」における投入として位置づけられる。 

（４）他の援助機関の対応 

アジア開発銀行（ADB）、世界銀行、欧州委員会が教育戦略計画への借款およ

び無償資金協力を行っている。ADBは理数科教育分野において Third Education 

Sector Development Program（ESDPIII）を通じてベルギーの SEAL3プログラム

および BETT4プロジェクトで実施された活動の継続を支援する計画である。世界

銀行は、ターゲットを貧困層・地域におき、教育施設の建設や奨学金支給、教

育サービス向上のための人材育成を行っている。欧州委員会は財政支援を行っ

ている。また UNICEFが初等教育レベルに、UNESCOがノンフォーマル教育や識字

教育、WFPが給食支援、UNFPAが若者へのライフスキルや性教育、エイズ教育な

どにおいて支援している。 

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） 

本事業は、前期中等教員養成校（RTTC）のある 6 州において、前期中等教育 

における理数科分野の教師用指導書の開発および RTTC 教官の能力強化によっ

て、前期中等理数科授業改善の基盤が強化され、もってプロジェクトで開発さ

れたリソース（教師用指導書および人材）が教育・青年・スポーツ省の実施す

る研修を通じ他地域で普及することに寄与するものである。 

3
Science, Environment, Agriculture and Life skill Programme 

4
Basic Education and Teacher Training 
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（２）プロジェクトサイト／対象地域名 

RTTC がある 6 州（プノンペン、コンポンチャム、カンダール、タケオ、プ

レイベン、バッタンバン） 総面積約 34,100 平方 km、 総人口約 800 万人 

（３）本事業の受益者（ターゲットグループ） 

【直接受益者】 

・対象 6 州の RTTC の理数科教官約 80 人／プロジェクト期間中 

・対象 6 州の中学校理数科教員約 5,600 人／プロジェクト期間中 

【間接受益者】 

・対象 6 州の中学校に通う生徒（7-9 年生）約 28 万人／年 

・前期中等教育教員養成校に通う生徒約 1,000 人／年 

（４）事業スケジュール（協力期間） 

2013 年 5月～2016 年 3 月（計 35ヶ月） 

（５）総事業費（日本側） 

約 4.0 億円 

（６）相手国側実施機関 

教育・青年・スポーツ省教師教育局 

（７）投入（インプット） 

１）日本側 

① 専門家派遣（理科教育、数学教育等 必要な分野）

② 本邦および第三国研修（必要に応じて）

③ 機材供与（プロジェクト活動に必要な機材供与）

④ 現地活動費

２）カンボジア国側 

① カウンターパートの人材配置

・プロジェクト・ディレクター（教育・青年・スポーツ省次官） 

・プロジェクト・マネージャー（教育・青年・スポーツ省教育総局長） 

・教師教育局からのプロジェクトコーディネーター数名 

・教師用指導書開発ワーキンググループメンバー 

（教師教育局、カリキュラム開発局、中等教育局、RTTC 理数科教官） 

② プロジェクト実施に必要な執務室および施設設備の提供

③ その他 光熱費 等
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（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：本事業による環境への影響等はない。 

２）ジェンダー・平等推進/平和構築・貧困削減  

プロジェクト最終受益者は中学校生徒であり、ジェンダーや貧困削減への負

のインパクトは想定されない。 

３）その他 

特になし 

 

（９）関連する援助活動 

１）我が国の援助活動 

・ 「理数科教育改善計画プロジェクト（STEPSAM）」（2000 年～2005 年）

において、理数科分野の高校教員の養成および研修への支援を実施した。 

・ 「理科教育改善プロジェクト（STEPSAM2）」（2008 年～2012 年）にお

いて、初等教育および前期中等教育の理科分野において教員養成課程へ

の支援、および前期中等教育における現職教員研修の試行的な実施によ

り指導法の改善を図った。 

・ 個別専門家「教育計画アドバイザー」（2011 年～2013 年）による教育・

青年・スポーツ省の能力強化および政策提言等を実施。 

 

２）他ドナー等の援助活動 

ADB の ESDPIII プログラムにおいて、ベルギーの SEAL プログラムおよび

BETT プロジェクトで開発された理数科教員向けの教材を活用した教員研修

が実施される計画である。 

 

４．協力の枠組み                              

（１）協力概要 

１）上位目標 

プロジェクトで開発されたリソース（教師用指導書および人材）が、教育・ 

青年・スポーツ省の実施する研修を通じ他地域で普及活用される 

【指標】 

・教師用指導書の使用状況 

・RTTC 教官の研修実施実績 
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２）プロジェクト目標 

前期中等教育理数科の授業改善に向けて、教育・青年・スポーツ省が教員を 

支援するための基盤が強化される 

 

【指標】 

・開発された教師用指導書が教育・青年・スポーツ省によって承認される 

・教師用指導書導入研修パッケージが教育・青年・スポーツ省によって承認さ

れる 

３）成果及び活動 

成果１ 

前期中等教育理数科授業改善のための教師用指導書が開発される。 

【指標】 

・開発された教師用指導書 

・開発された教師用指導書を活用することで、指導書の対象単元について、

RTTC 協力校生徒の学習達成度が改善する（X%→Y%）5 

【活動】  

1-1 教師用指導書の開発に関する計画を作成する。 

1-2 教師用指導書開発ワーキンググループを教科別に組織する。 

1-3 教師用指導書の第 1 ドラフトを作成する。 

1-4 ワーキンググループによるワークショップを通じて教師用指導書の第 2 ド

ラフトを作成する。 

1-5 教師用指導書を学校で試行的に使用する。 

1-6 RTTC 協力校6において、教師用指導書が生徒の学習達成度に与えるインパ

クトを測定する。 

1-7 ワーキンググループが学校教員のコメントおよび提案を反映させて教師

用指導書を改訂する。 

1-8 （教師用指導書の導入研修時に）教師用指導書の使用方法および使用頻度

についてモニタリングを行う。 

1-9 より多くの教員が活用できるよう教師用指導書の使用を促進する活動を

行う。 

1-10 学校で使用された経験に基づき教師用指導書を改訂する。 

 

 

                                                   
5
測定方法（定量的に示す方法）およびサンプル数の決定、ベースライン指標、目標指標の設定

をプロジェクト開始６か月目までに行う。 
6
 対象 6 州の中学校のうち、RTTC の教育実習生の受け入れ等を行う協力校。1 州 6 校程度、対

象 6 州で全 30 数校ある。 
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成果２ 

前期中等教育理数科授業改善のための RTTC 教官の能力が強化される。 

【指標】 

2-1 教師用指導書の導入研修を実施した RTTC 教官に対する評価7 

2-2 教師用指導書の導入研修参加者の授業改善に対する態度が変化する8 

 

【活動】 

2-1 対象州の前期中等理数科教員に教師用指導書を導入するための研修計画

を作成する。 

2-2 活動 1-4 実施の際に、教師用指導書導入研修の準備のためのワークショッ

プを実施する。 

2-3 対象州において前期中等理数科教員を対象とした教師用指導書導入研修

を実施する。 

 

４）プロジェクト実施上の留意点 

・教師用指導書の対象単元については、プロジェクト開始後のベースライン調

査後に設定する。 

・ 

 

（２）その他インパクト 

特になし。 

 

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条件 

 教材開発および教師教育に関する教育・青年・スポーツ省の戦略・方向

性が大きく変更しない。 

 他のプログラムが RTTC 教官の教師用指導書開発ワークショップ・教師

用指導書導入研修への参加を阻害しない。 

（２）成果達成のための外部条件 

   特になし 

（３）プロジェクト目標達成のための外部条件 

 RTTC 教官の離職率が悪化しない。 

                                                   

7 プロジェクトが作成する評価表により日本人専門家が行う。案件開始 3 か月後をめどに数値

目標を設定する。 
8 指導書導入研修を通じ、教師用指導書を用いて自らの授業を改善しようという意欲が向上し

たかどうか、について質問票で測定する。案件開始 3 か月後をめどに数値目標を設定する。 
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（４）上位目標達成のための外部条件 

 教育政策が大幅に変更されない。 

 前期中等教育カリキュラムおよび教科書が大幅に変更されない。 

 

６．評価結果                               

本事業は、カンボジア国の開発政策、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                

（１）過去の類似案件の教訓 

「理科教育改善計画プロジェクト（STEPSAM2）」から得られた教訓は以下の

とおり。 

１）教員の教科知識の低さ：現職の理科教員の基礎知識は脆弱で、プロジェク

トで実施された研修においても教授法以前に研修で扱う内容の理解に時間を割

かざるを得ないケースもあった。教員の教科知識が低いことを前提として授業

改善の取り組みを行う必要がある。 

 

２）他ドナーとの連携：本プロジェクトの経験をカンボジア政府関係者のみな

らず、他ドナー、特に理数科分野の教員研修が計画されている ADB の ESDPIII

との連携の可能性を検討する必要がある。 

 

３）学校レベルでの成果発現：現場の学校レベルにおける生徒の変化やインパ

クトを確認する手法・指標をプロジェクト形成段階から工夫する必要がある。 

 

（２）本事業への活用 

１）教科に関する基礎知識が低い教員の授業を改善するための方策として、教

科書に沿った指導を行う教員の傾向に着目し、教科書に依拠した教師用指導書

を開発・提供し、同指導書を授業で活用するよう促す方法をとることとしてい

る。 

 

２）ADB の ESDPIII プログラムにおいて理数科分野の教員研修が実施されるが、

本プロジェクトでは、同研修で活用予定の教材の内容をも踏まえて教師用指導

書を開発する。 

 

３）学校レベルでの成果発現については、対象州の中学校のうち RTTC 協力校

（30 数校程度）を対象に生徒の学習達成度に与える教師用指導書のインパクト
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を測定することとしている。 

 

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 

事業開始 6 ヶ月以内  ベースライン調査 

事業終了 6 ヶ月前   終了時評価 

事業終了 3 年後    事後評価 

以 上 


