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終了時評価調査結果要約表 
１.案件の概要 

国名：ラオス人民民主共和国 案件名：理数科現職教員研修改善プロジェクト

（ITSME） 

分野：基礎教育 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：ラオス事務所 協力金額（評価時点）：3 億 2,000 万円 

 
 
協力期間 

R/D 締結  ：2009 年 11 月 19 日 先方関係機関：教育・スポーツ省（MOES）教員教育局

開始      ：2010 年 2 月 22 日 日本側協力機関：株式会社 VSOC 

終了（予定）：2013 年 10 月 31 日 他の関連協力：チャンパサック県及びサバナケット

県学校環境改善計画（コミュニティ開発支援無償）

１－１ 協力の背景と概要 

ラオス人民民主共和国（以下「ラオス」という。）の国家計画「第 6 次国家社会経済開発計画

（National Socio-Economic Development Plan。以下「NSEDP」という。）2006～2010 年」では、教

育分野をその重点分野の一つとして位置づけ、「教育改革を通じた人材開発の質的・量的改善」

を目標として掲げている。また、教育・スポーツ省（Ministry of Education and Sports。以下「MOES」
という。）は、「アクセス」「質」及び「マネジメント」の改善を 3 本柱に、2015 年までに「万人

のための教育（Education for All。以下「EFA」という。）」を達成すべく、具体的な行動目標を設

定している。 
これらの取り組みの下、初等教育純就学率は 79.0％（2000 年）から 91.6％（2008 年）へと向

上した。しかし、その一方で留年率及び中退率の改善については期待されたほどの成果はみられ

ていない。その主要因の一つとして教育の質の低さが挙げられ、質の改善の取り組み強化、特に

現職教員の質の改善が喫緊の課題となっている。現在、MOES の「教員教育戦略（2006～2015
年）・行動計画（2006～2010 年）（Teacher Education Strategy and Action Plan。以下「TESAP」とい

う。）」において、教員養成・研修及びそのマネジメントに関する戦略、達成目標及び活動スケジ

ュール等がまとめられているが、必ずしも計画的に進んでいるとはいえない。また、制度面の改

善が実際の教育現場の改善に結びつくためにも、現職教員の能力向上が必要であり、そのための

有効な手段として現職教員研修の改善が求められている。2009 年 4 月に策定されたラオス教育

セクターの包括的計画である「教育セクター開発フレームワーク（Education Sector Development 
Framework。以下「ESDF」という。）」においても、継続的な研修を通じた現職教員の質の向上の

必要性が指摘されている。 
JICA はこれまで基礎教育分野において、技術協力プロジェクト「理数科教員養成プロジェク

ト（Improving Science and Mathematics Teacher Training。以下「SMATT」という。）」（2004～2008
年）による教員養成校（Teacher Training College。以下「TTC」という。）における教員養成の強

化、技術協力プロジェクト「南部 3 県におけるコミュニティ・イニシアティブによる初等教育改

善プロジェクト（Project for Supporting Community Initiative for Primary Education Development in 
the Southern Provincess。以下「CIED」という。）」（2007～2011 年）による学校環境改善、無償資

金協力・コミュニティ開発支援無償資金協力による学校建設等を実施してきた。特に「SMATT
プロジェクト」では、TTC の理数科教員の質が改善されることを目的に、理数科カリキュラム開
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発等のワークショップ（Workshop。以下「W/S」という。）や教員養成に携わる人材を対象にし

た研修の実施などの支援を行ってきた。 
このような背景の下、MOES はこれら支援の実践を高く評価し、特に理数科分野において、前

技術協力プロジェクトの後継案件として、県・郡レベルでの現職教員研修を継続的に実施できる

仕組みづくり及び試行を主なコンポーネントとした案件をわが国政府に要請した。 
 

１－２ 協力内容 

本プロジェクトは、MOES 内で教員教育に関する政策・戦略の策定及び制度構築を一元的に担

う観点から、教員教育局（Department of Teacher Education。以下「DTE」という。）を中央レベル

のカウンターパート（Counterpart Personnel。以下「C/P」という。）とし、地方レベルにおいては

チャンパサック県、サバナケット県及びカムアン県を対象に、実際に教員教育を行う TTC の教

官、並びに、県教育・スポーツ局（Provincial Education and Sports Service。以下「PESS」という。）

及び郡教育・スポーツ局（District Education and Sports Bureau。以下「DESB」という。）の指導主

事（Pedagogical Advisor。以下「PA」という。）で構成される理数科現職教員研修改善プロジェク

ト（Improving In-service Training for Sciences and Mathematics Education。以下「ITSME」という。）

トレーナーチームの能力強化を進めつつ、現場で蓄積された経験・知見の中央へのフィードバッ

ク及び政策等への反映を通じて、校内指導（Internal Supervision。以下「IS」という。）活動や校

外指導（External Supervision。以下「ES」という。）活動などラオスにおける既存の制度を活用し

た学校現場での自発的・継続的な授業改善の取り組みを普及・定着させることで、対象校におけ

る理数科授業の質の改善を図るものである。 
 

（1）上位目標 
対象県の授業の質が向上する。 
 

（2）プロジェクト目標 
対象校の理数科の授業の質が向上する。 
 

（3）アウトプット 
アウトプット 1：授業改善のための仕組みが強化される。 
アウトプット 2：授業改善を促進する人材が強化される。 
アウトプット 3：授業改善のための教材類が作成される。 
 

（4）投入（評価時点） 
日本側：総投入額   3 億 200 万円 

専門家派遣       6 名 機材供与      27 万 3,950 US ドル 
研修員受入       30 名 ローカルコスト負担 19 万 6,866 US ドル 
その他 
相手国側： 
C/P 配置 40 名 ローカルコスト負担 7 億 4,662 万 3,000 LAK 
必要な資機材と会議室、専門家執務室の提供等 
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２．評価調査団の概要 

調査者 団長／総括 神谷まち子 JICA ラオス事務所 次長 
教員教育 水野敬子 教育政策アドバイザー 
協力企画 角田和之 JICA ラオス事務所員 
評価分析 平良那愛 アイ・シー・ネット株式会社 

調査期間 2013 年 7 月 1～19 日 評価種類：終了時評価 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

（1）アウトプットの達成状況 
1）アウトプット 1 はおおむね達成済みである。後述の指標 4 が達成されればアウトプッ

ト 1 の達成度は更に高まる見込みである。 
「指標 1-1：対象県において IS 活動支援に資するプロフェッショナルネットワークを構

築するための、TTC と PESS 間で合意された公式文書」については、DTE、PESS、DESB、
TTC の IS 活動支援に関する機能と役割（プロフェッショナルネットワークに相当する機

能を含む）を定めた「ITSME 将来計画と実施戦略」が 2013 年 4 月 1 日に DTE 局長（Director 
General。以下「DG」という。）により承認され、DTE とプロジェクト対象の PESS、DESB、
TTC 間で合意された。「指標 1-2：対象県において仕組みを機能させるために承認された

MOES 予算」は、おおむね達成された。中央レベルでは、DTE 予算の合計 7 億 4,662 万

3,000LAK が 2013 年 6 月以降を除きプロジェクト期間中の活動費として支出された。地

方レベルでは、基本的に学校モニタリングは PESS と DESB の通常予算で行われたほか、

すべての対象校が学校での IS 活動の費用を負担した。「指標 1-3：プロジェクトで開発し

たモデル授業案の対象校における活用状況」は、完全に達成された。ベースライン値と

比較して、すべての対象校は、プロジェクトが開発したモデル授業案を IS 活動において

活用した。「指標 1-4：DESB 経由で PESS になされたモデル授業案の活用に関するフィー

ドバック状況」は、対象の全 8DESB がモデル授業案の活用状況について口頭でのフィー

ドバックを実施した。一方、プロジェクトが開発したモニタリングフォームを用いての

定期的なフィードバックは、現在までのところ 4DESB が実施しているが、プロジェクト

が既に残りの DESB へも提出の指導を行って DESB から提出予定の連絡を受けているこ

とから、プロジェクト終了までには達成される見込みである。 
 

2）アウトプット 2 はおおむね達成されたといえる。 
「指標 2-1：開発されたモデル授業案の質が改善される」については、専門家チームに

よる ITSME トレーナーがグループで作成したモデル授業案（計 25 授業案）の分析結果

によると、授業案の質が、9 点満点で 1 年次の 7.0 点から、2 年次の 7.3 点、3 年次には

8.8 点に達したことから、質の改善状況は良好である。この分析結果から、作成された授

業案は、①明確な授業目標の設定、②適切な授業過程・生徒活動の設定、③前 2 項に沿

った適切な評価設問の設定、という目標の質を満たしたといえる。さらに、「指標 2-2：
ITSME トレーナーの教科知識が改善される」では、トレーナー22 人のプレ・ポストテス

トを点検すると、算数・理科のプロジェクト対象の 7 単元すべてについてポストテスト
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の結果が高かった。理想的には、テスト結果が 100％に達することが望ましいが、教科書

の質の低さ、ITSME トレーナーや教員の限られた学習環境の制約を考えると、改善の度

合いは良好であるといえる。対象外の単元においても教科知識を深めることが、ITSME
トレーナーにとって今後の更なる課題である。 
 

3）アウトプット 3 はプロジェクト終了までに達成される見込みである。 
「指標 3-1：活動 1-3 で示された計画目標に対して、実際に開発されたモデル授業案の数」

（1 年次・2 年次：設定なし、3 年次：10 単元、4 年次：10 単元）については、1 年次に

3 単元、2 年次に 9 単元、3 年次は目標どおりの 10 単元を作成した。4 年次は 2013 年 6
月時点で目標を超える 14 単元の作成をほぼ終えており、プロジェクト終了までに完全に

達成される見込みである。「指標 3-2：活動 3-7 で取りまとめられた授業改善のための教材

集」に関して、プロジェクトは既に開発されたモデル授業案やマニュアルなどの取りま

とめ作業を始めており、プロジェクト終了までに達成される見込みである。「指標 3-3：
教材集の国家標準としての採用を検討するよう MOES に提案するために、プロジェクト

で準備・提出した文書」について、プロジェクトは、開発された教材集を MOES の既存

の研修などへいかに活用できるかなど、具体的な提言文書を作成する準備を進めており、

プロジェクト終了までには達成が見込まれる。 
 

（2）プロジェクト目標の達成状況 
プロジェクト目標は達成されたといえる。プロジェクト終了までに各成果の達成度が高ま

ることにより、プロジェクト目標の達成度が更に高まる見込みである。 
「指標 1：対象校の教員の授業実践の質が改善する」に関して、対象校の教員は①明確な

授業目標の設定、②適切な流れの生徒活動の実施、③学習内容のまとめと評価活動、をおお

むね行えるようになりつつあり、したがって授業実践の質のなかでも授業構築技術がとりわ

け改善したことが認められた（エンドライン調査における対象 32 校の授業観察結果と終了

次評価調査における 8 校でのインタビュー調査結果による）。今後は、習得した授業構築技

術を用いて、正しい教科知識を教えられるようになることが更なる課題である。「指標 2：
対象校の教員の授業案の質が改善する」については、十分に達成された。プロジェクト専門

家とトレーナーによる授業案の質の分析結果によると、対象校の教員の作成した授業案（サ

ンプル授業案数：26）は、上述の①～③の点で向上し、とりわけ①について質が改善したこ

とが分かった。今後は正しい教科知識に沿って、②と③をより適切に組み立てられるように

なることが教員にとっての更なる課題である。加えて、終了時評価調査で実施したアンケー

ト調査によると、回答者の 100％（ITSME トレーナー全 36 人）が、モデル授業案を用いた

IS 活動が授業の質の改善に効果的であったと答えたことから、モデル授業案を用いた IS 活

動の活性化がプロジェクト目標の達成に貢献したといえる。 
 

（3）中間レビューにおける提言への対応状況 
中間レビューで示された提言の多くが、中間レビュー後に改訂されたプロジェクト・デザ

イン・マトリックス（Project Design Matrix。以下「PDM」という。）のなかで活動や指標と

して位置づけられたことで、プロジェクト実施を通じておおむね対応策が講じられてきた。
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なお、提言のうち、①ITSME の成果活用・共有のための中央レベルでの相互協力の検討、

②他の関連人材に対する ITSME の成果の共有・普及、③最終版の教材集とその全国普及に

関する提言を取りまとめたプロジェクトの最終成果品としての包括的報告書の作成と

MOES への提出の 3 点については、本終了時評価実施時点で対応中であり、プロジェクト終

了までには完了が見込まれている。 
 

３－２ 評価結果の要約 

（1）妥当性：【非常に高い】 
プロジェクトは、ラオスの国家政策や教育政策とだけでなく、MDGs 達成に向け基礎教育、

教育の質の改善を優先分野とする日本の対ラオス ODA 政策・計画とも非常に高い整合性が

ある。対象の幾つかの DESB からは、IS 活動により授業の質が改善されたことで生徒の中

退率が低下したという報告もあり、「教育セクター開発計画（Education Sector Development 
Plan。以下「ESDP」という。）2011～2015 年」の中間レビューで指摘された中退率の改善と

いう重要課題と整合している。MOES は、教員の資質向上のための IS の実施を促している

が、その具体的な内容については各学校任せであり、学校側も実のある活動を試行錯誤して

いる。プロジェクトが IS のための質の高い研修教材を提供し、適切な使用方法を指導する

ことは現場のニーズと十分に合致している。日本の教育現場は IS 実施に関する豊富な知見

を有しており、これら知見を用いた IS の活性化による授業の質改善のアプローチは課題解

決に有効で、妥当性は非常に高いと判断される。 
 

（2）有効性：【高い】 
①プロジェクト目標の二つの指標が達成されていること、②IS 活動を通じた授業案と授

業の質改善のアプローチがプロジェクト目標の達成に有効であったこと、③三つの成果の達

成がプロジェクト目標の達成に結びついたこと、から有効性は高いと評価される。 
 
（3）効率性：【高い】 

三つのアウトプット達成状況は全般に良好であり、日本側、ラオス側双方の投入について

もおおむね効率的な活用が行われた。指導者研修（Training of Trainers。以下「ToT」という。）、

学校モニタリング、IS などが定常業務として通常予算を用いて行われ（ToT にはプロジェク

トからの経費支援もあった）、成果の発現を通してプロジェクト目標の達成につながった。

PDM ver.1の前提条件が完全に満たされないままプロジェクトを開始せざるを得ない状況で

あったにもかかわらず、既存の予算を十分に活用したアウトプットの達成や、アウトプット

の達成に向けた本邦研修の活用状況から、総合的に効率性は高いと判断される。 
 

（4）インパクト：【高い】 
現時点ではプロジェクトの直接のインパクトにより、上位目標の指標である「指標 1：対

象県の教員の授業実践の質が改善する」「指標 2：対象県の教員の授業案の質が改善する」

が大きく改善する時期ではない。しかし、終了時評価のインタビュー調査から、対象外の学

校には既にモデル授業案を実際に授業に取り入れ実践している学校があることが分かり、モ

デル授業案を取り入れた学校では授業案・授業の質がいくらか向上していることが予想され
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る。 
上位目標に向かうインパクトとして、①PESS、DESB がプロジェクト活動の拡大計画を作

成し、既に非対象地域へ教材配布などを始めている、②DESB のなかには組織内でモデル授

業案を共有し活動の継続・拡大に向けた体制を整えているところがある、ことなどが確認さ

れた。また、①モデル授業案が、対象 TTC において算数や理科に関する授業に取り入れら

れたこと、②教員による非対象科目であるラオス語の授業案の作成、などの特筆すべき波及

効果が確認された。プロジェクトの実施を通して IS の活性化が授業の質の改善に有効であ

ることが明らかになっており、「ラオス側により対象県のすべての学校で IS が行われる」と

いう外部条件を満たすための手段が講じられれば、上位目標の達成見込みが高まることが予

想される。以上から、インパクトは高いと判断される。負のインパクトは特に認められなか

った。 
 

（5）持続性：【高い（中央レベル：中程度、地方レベル：高い）】 
政策・制度面、組織・財政面、技術面から検証し、中央レベル（MOES）の持続性は中程

度であるものの、今後の方向性に見通しがついており、かつ、地方レベル（TTC、PESS、
DESB、学校）の持続性は高いと判断できることから、プロジェクト全体の持続性は高いと

いえる。 
1）中央レベル 

政策・制度面では、IS 活動は学校で行われるべき活動、PA が支援すべき活動として

MOES の PA ガイドラインに記載され、その政策は継続される見込みである。今後は、継

続・普及のメカニズムとして、「ITSME 将来計画と実施戦略」を具体化し、PA ガイドラ

イン、教育質基準（Education Quality Standard。以下「EQS」という。）研修、現職教員ア

ップグレード研修、TTC の教員養成カリキュラムなど既存の仕組みに ITSME の活動を位

置づけていくことが必要である。組織面では、継続・拡大に向けて DTE の十分な人材数

を確保していくことも求められる。財政面では、プロジェクト実施中の予算はおおむね確

保できたが、プロジェクト終了後の見通しはまだ立っていない。したがって、プロジェク

トの成果品を ESDP 予算計画や、既に予算化されている研修のなかに組み込むことなどを

通して、拡大のための予算を担保していくことが課題となっている。技術面では、拡大を

図る際に、質の確保に向けた手段を講じることが課題である。 
 

2）地方レベル 
政策・制度面では、TTC、PESS、DESB からなる ITSME トレーナーチームはこれまで

も互いのネットワークを活用して活動を行ってきており、今後も継続されることが期待で

きる。組織面では、TTC、PESS、DESB の意思決定者は、ITSME トレーナーを今後の継続・

普及活動に活用する意思を示している。財政面では、学校モニタリングや IS などが既存

の予算を用いて行われていたことから、今後も財政面での持続性が確保される見込みが高

い。技術面では、トレーナーの能力は、専門家の指導の下グループでモデル授業案を作成

できるレベルまで強化された。今後もトレーナー同士のピア・ラーニングにより授業案を

継続的に作成、向上させていくことが期待される。対象全校がモデル授業案を用いた IS
を行うことができるようになっていることから、対象校では IS 実施を通じた授業案・授
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業の質の向上も継続される見込みである。 
 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

（1）計画内容に関すること 
1）異なる機関から構成される ITSME トレーナーチームを実施部隊として活用したことで、各

機関の役割が強化された。ITSME トレーナーチームの活動は、すべてのアウトプットの発

現に貢献しており、したがってプロジェクト目標の達成に貢献した。 
2）IS という既存の制度を教員の継続的な専門性向上の機会ととらえて活用したアプローチが、授

業の質の向上に結びつき、プロジェクト目標の達成に貢献した。 
 

（2）実施プロセスに関すること 
1）ToT、モニタリング、IS を定常業務として位置づけて実施してきたことが、財政面の持

続性の確保につながった。 
2）実践してみたいと思える授業を見せるアプローチを取ったことで、ITSME トレーナー

や教員のモチベーションを高め、結果的にラオス語や対象外の単元の授業案を学校が独自

に作成するなどのインパクトにつながったと思われる。 
 

３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 

（1）計画内容に関すること 
当初計画には、教科書の質の低さや学習環境の未整備などが考慮されていなかったため、

これらが活動を遅らせる要因となった。 
 

（2）実施プロセスに関すること 
PDM ver.1 の改訂に時間を要したため、それまでの活動が遅れることとなった。しかしな

がら、改訂後はおおむね計画どおりに活動が行われた。 
 

３－５ 結 論 

プロジェクト目標は予定どおり達成されていることが確認された。プロジェクトの妥当性は非

常に高く、また有効性、効率性も高い。インパクトも高く、MOES が必要な手立てを講じること

で、上位目標の達成が期待されるとともに、対象外の地域への波及効果が認められた。持続性に

ついては、中央レベルで中程度、地方レベルでは高い結果であり、中央レベルでの持続性の確保

が、今後の継続・普及に向けた一つの鍵となっている。 
以上の評価結果から、本プロジェクトを予定どおり 2013年 10 月で終了することが妥当である。

他方、上位目標の達成度合いを高め、更にプロジェクトの効果を最大限にするため、プロジェク

ト終了の数年後に必要なフォローアップ協力を検討することが望まれる。 
 

３－６ 提 言 

これまでの現場での取り組みを継続し、達成されたアウトプットを非対象地域に拡大させるに

あたって、以下を提言する。 
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（1）理数科現職教員研修改善プロジェクト（ITSME）のアプローチ、インパクト、アウトプッ

トの国レベルでの共有 
（専門家の主導の下に取り組むべき課題） 

本プロジェクトで取り組んだ IS・ES に係るアプローチを継続的に推進・拡大し、教育の

質向上に貢献していくための中央関連部署による政策・制度面での取り組みを強化するため

に、中央レベルにて ITSME の経験共有・普及を促進するための国家セミナーを開催する。

これを効果的に実施するために、専門家チームにおいては、プロジェクト成果普及のための

マニュアル・教材パッケージを取りまとめ、これらの成果品が関連プログラムの研修マニュ

アルやガイドライン、標準ツール策定・改訂のなかでどのように活用するかに関する提言書

も併せて取りまとめる。また、対象郡や学校で報告のあった学習達成度や修了率に対するイ

ンパクトについて具体的に提示できるよう、可能な限り定量的なエビデンスを収集し、その

分析結果を上述セミナーにて共有するとともに最終報告書に取り入れることを提言する。

 
（2）普及やそのモニタリングにおける既存のチャンネルや制度の最大限の活用 

（専門家の支援を得て DTE が他の MOES 関連部局や TTC とともに取り組むべき課題） 
1）指導主事（PA）、校長、教員を対象とする関連研修プログラム、ガイドライン、スタン

ダードについて 
ITSME の成果が、関連する分野での研修プログラムやガイドライン、教員評価に関す

る国家ガイドラインや教職認定などに効果的に組み入れられるよう、引き続き、関連部局

と調整することが望まれる。より具体的には、教師・校長を対象とした EQS 研修モジュ

ール、PA ガイドラインや IS マニュアル、学校モニタリングツールなどの開発・改訂にお

いて、異なる関連部署が効果的に協働できるよう、調整のためのメカニズムを関連部局間

で話し合い、これを合意、支援していくことが望まれる。専門家においては、残りの協力

期間において、上述の仕組みを構築するプロセスを可能な限り支援していくことが望まれる。

2）教員養成校（TTC）における教員養成・現職教員プログラム 
ITSME アプローチを全国の学校に普及させるチャンネルとして、TTC の新規及び現職

教員プログラムを効果的に活用していくことが望まれる。かかる点から、DTE において

は、対象とした 2 校の TTC で蓄積された経験や知見、取り組みを最大限に活用しながら、

全国すべての TTC に ITSME アプローチの導入や指導を行うことが望まれる。既に作成さ

れている「ITSME 将来計画と実施戦略」については、対象 TTC と協力のうえ、既に強化

された人材を最大限に活用するものとし、全国 TTC と具体的な計画について共有し、普

及計画に係る全国 TTC の理解を促進することが肝要となる。その手始めとして、全国 TTC
が一堂に会する機会となる DTE 年次会合（2013 年 8 月）を活用することを提言する。 

 
（3）（継続・普及に向けた）人材の強化と更なる拡大に向けて 

本調査期間中にも、ITSME 普及に向けた意欲や熱意が対象県や郡より示されたが、普及

の質を担保するためには、中核人材の専門能力の向上のために必要な方策を取っていくこと

が肝要である。かかる点から、PESS、DESB においては、異なるプログラムを担当するトレ

ーナーの間で専門的知見や経験を共有する機会が確保されること、ITSME アプローチの導

入、モニタリングに不可欠な専門性の強化については、PA を中心とした関係者による指導
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案の作成実践が継続的に行われることが肝要である。さらには、TTC、PESS、DESB の間で

築かれたプロフェッショナルネットワークに根ざした協働の仕組みが継続され、これが更に

強化されることが望ましい。MOES においては、本案件で築かれたプロフェッショナルネッ

トワークが定着・強化されるよう、省レベルの指針・手引きなどの公式文書の発行を検討す

ることを提言する。 
上述に加えて、効果的な普及に向けて、以下に述べる点についても関係当局にて検討され

ることを提言する。 
 

（4）普及・モニタリングにおける郡や学校クラスターの効果的活用 
終了時評価の現地調査に先駆けて実施した質問紙調査においても、学校クラスター（幾つ

かの隣り合った学校によって形成されるグループ。学校群）はよく機能しており、普及やモ

ニタリングにおける効果的な仕組みとなることが確認できた。今後の普及においても、教室

レベルの課題を話し合い、解決策を探るための地域の学校間の教員の協働を促進すべく、ク

ラスターの仕組みが、ITSME アプローチを取り入れながら、教授法に係る教員の現場のニ

ーズに対応すべくより効果的なものとなることが望まれる。 
 

（5）校内指導（IS）、校外指導（ES）の好事例にかかるレファレンスサイトの発掘とその活用

の推進 
ITSME 教材やアプローチを最大限に活用した好事例やイニシアティブは現場に多く存在

する。このような事例の共有は、質の担保された普及には不可欠なものであり、MOES によ

りレファレンスサイトとして認知されることが望まれる。先般の教育年次会合でも、各郡に

おける「モデル校」の設置が決定し、多くの対象校がモデル校に選定されていることから、

これらの学校をレファレンスサイトとして更に強化していくことが望ましい。 
 

（6）教員養成校（TTC）のラオス語専門家との協力推進 
対象校の多くがラオス語についても ITSME アプローチを学習指導案の作成に適用してい

ることから、TTC のラオス語を専門とする教官の参加を得て、技術面に係る適切なガイダン

スを提供していくことが望ましい。 
 

３－７ 教 訓 

（1）既存の枠組みの効果的な活用 
本プロジェクトでは基本方針として、学校レベルにおいて現職教員研修を導入するための

ラオスにおける既存の制度、すなわち IS 活動と整合・連動するように、活動を計画・実施

してきた。そのため、これらの活動は C/P に比較的スムーズに受け入れられ、今では日常業

務の一部になりつつある。このことは、プロジェクトの全体期間を通して、ラオス側のオー

ナーシップの構築・強化に貢献したとともに、プロジェクト終了後の持続性の確保にも貢献

し得る。 
 

（2）現場レベルにおける協力関係の構築・強化 
本プロジェクトの実施にあたっては、対象地域の TTC の教官、並びに、PESS 及び DESB
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の PA が現場レベルの C/P（ITSME トレーナー）として任命され、トレーナーチームを形成

した。日本人専門家の技術的な指導の下、ITSME トレーナーは互いの知識や経験を共有し

ながら連携して活動に取り組み、チームとしての結束を着実に強めていった。このチームの

メカニズムは、プロジェクト活動の効果的な実施に貢献したとともに、プロジェクト終了後

の持続性の確保にも貢献し得る。 
 

（3）プロジェクトに関する情報の発信・共有 
中央レベルにおける本プロジェクトの C/P は DTE である一方、就学前・初等教育局

（Department of Primary and Pre-school Education。以下「DPPE」という。）や国立教育科学研

究所（Research Institute for Educational Science。以下「RIES」という。）等、MOES の他部局

や MOES 傘下の組織もまた、特にインパクトや持続性の観点から、プロジェクト活動の円

滑かつ効果的な実施を確保するために重要な役割を有している。しかしながら、プロジェク

トの進捗、アウトプット、課題といった情報は、これら関連する部局・組織に十分に共有さ

れていたとはいえず、また、有機的な連携が期待できる他の開発パートナーに対しても、十

分に発信されていたとはいえない。これを踏まえ、プロジェクトは早期の段階から、関連す

る人、部局、組織に対して効果的・効率的に情報を発信・共有し、プロジェクト活動の効果

を高めるための対話や連携を模索していくことが肝要である。 
 

（4）ベースライン／エンドライン調査の項目 
学校レベルでの授業改善を実現するために、本プロジェクトでは IS と ES の活性化に焦点

をあてて活動を実施してきた。そのため、プロジェクトの介入によって IS と ES がどのよう

に活性化されてきたかという点は、プロジェクトのアプローチに関する妥当性・効果を証明

するためにも、明らかにされなければならない。しかしながら、ベースライン／エンドライ

ン調査の項目に含まれていなかったため、IS や ES に関するデータはプロジェクトによって

収集・分析されてこず、終了時評価調査団が独自に質問票調査を実施して収集・分析せざる

を得なかった。これを踏まえ、プロジェクトは協力期間の開始時点において、介入の効果を

測るに適切なデータ・指標を特定し、プロジェクトの全体期間を通して定期的にモニタリン

グしていくことが肝要である。 
 

３－８ フォローアップ状況 

評価時点では特になし。 
 




