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中間レビュー調査結果要約表 
 

１．案件の概要 
国名：アフガニスタン・イスラム共和国 案件名：教師教育強化プロジェクト 

フェーズ３ 
分野：教育 協力形態：技術協力プロジェクト 
所轄部署：人間開発部 協力金額（評価時点）：230 百万円 
協力期間 
（実績） 

2011 年 2 月～2015 年 1 月 
（4 年間） 

先方関係機関： 教育省教師教育局 
日本側協力機関：国立大学法人鳴門教育大学 

１－１ 協力の背景と概要 

アフガニスタン・イスラム共和国（以下、「アフガニスタン」と記す）では、教育は同国復興

プロセスにおける重要優先課題と位置づけられ、国家開発戦略においても、教育分野の開発を

重要な柱のひとつに掲げている。このような背景の下、日本は 2005 年からアフガニスタンの教

育の質改善に焦点をあて、現場の教員が教師用指導書（Teacher's Guide：TG）を活用した授業

を実践できるようになることを目的に、「教師教育強化プロジェクト」（STEP）及び「教師教育

強化プロジェクト フェーズ２」（STEP 2）を実施した。STEP 及び STEP 2 では、カリキュラム

に沿った実践的な TG の開発及び全国小学校への配布、TG を活用した短期現職教員研修の実

施、そして TG に基づく各県教員養成校（Teacher Training College：TTC）教科教授法講座の改

善に取り組んできており、これらの活動を通じて TG の活用が促進され、TTC 教官の能力が強

化されつつあることが STEP 2 終了時評価で確認されている。以上を踏まえ、対象県の TTC に

おいて研修や教科に関する教官の能力を開発するとともに、TTC 附属校における授業及び授業

改善の取り組みを定着させ、将来的には対象県で培った経験を他県と共有、普及・応用させる

ことをめざし、技術協力プロジェクトを日本政府に要請した。 
これを受け、詳細計画策定調査を経て 2011 年 2 月から本案件が開始され、当初はコンサルタ

ント等契約（業務実施契約）に基づく日本人専門家による現地指導及び本邦研修を中心とした

活動を中心に据えたプロジェクトデザインを組み立てていた。しかしながら、現地の治安悪化

等を踏まえ、2011 年度の年央でプロジェクトデザイン、活動計画及び実施体制の変更を余儀な

くされ、同年度については日本人専門家の派遣を最小限に絞り込み国内作業を中心とした活動

が実施された。これと並行して、2012 年度以降のプロジェクトの実施方針についてアフガニス

タン側と協議した結果、2011 年度と同様にコンポーネントを絞り込み、本邦研修やテレビ会議

による遠隔指導等国内作業を中心とした技術支援を行いつつ、研修実施やモニタリング等現地

での活動については、カウンターパート（C/P）やローカルリソース（現地 NGO 等）が主体と

なり実施することで合意した。これに基づき、2012 年度はアフガニスタン教育省ナショナル・

サイエンス・センター（National Science Center：NSC）との契約に基づく現地での TG 普及ワ

ークショップ・モニタリングを中心とした活動を実施した。2013 年度は、アフガニスタン国内

の治安情勢に伴い、更なる活動の制約が課されている中で本プロジェクトが実施されている。 
 
１－２ 協力内容 

（１） 上位目標 
全国の小学校で、教員スタンダードに基づく授業改善のための学校レベルでの取り組み

が強化される。 
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（２） プロジェクト目標 
モデル及びサブモデル県（以下、「対象県」と記す）の小学校で、教員スタンダードに基

づく授業改善のための学校レベルでの取り組みが強化される。 
 
（３） 成果 

１．全国の TTC における初等教育の養成課程・現職教員研修において TG が周知される。 
２．全国 TTC の理数科教授法講義における教授プロセスが、STEP 2 で開発された教材の 

活用により改善される。 
３．対象県の TTC 附属校において、理数科を中心とする授業改善への学校レベルでの取 

り組みが強化され、良いリファレンスとなる。 
４．モデル県の学校管理者、地方行政官に、TG を活用した授業改善に向けた学校レベル

での取り組み方策が共有される。 
 
（４） 投入（中間レビュー時点） 

＜日本側＞ 
・ 専門家派遣：7 職種 8 名（日本人専門家） 20 MM （1 MM 現地作業、19 MM 国内作

業） 
・ 供与機材：なし 
・ ローカルコスト負担：ワークショップ開催費、NSC 及びウォー・チャイルド・カナダ

（War Child Canada：WCC）への業務委託費、42 TTC へ TG と TTC 教材の運搬費 
・ 本邦研修：2011 年度 2 回、2012 年度 1 回  

 
＜アフガニスタン側＞ 

・ 人員配置：3 名、活動に応じて職員を追加配置 
・ ローカルコスト負担：専門家執務室、光熱費 など 

２．評価調査団員の概要 
日本側 
調査団 

団長 高橋 悟 JICA 客員専門員（教育） 
教育計画 中条 典彦 JICA 人間開発部 基礎教育第一課 
評価分析 小林 花 アイ・シー・ネット株式会社 コンサルタント 
計画管理１ 松岡 彩子 JICA アフガニスタン事務所 
計画管理２ Najibullah 

Kohistani, Mr. 
JICA アフガニスタン事務所 

情報収集 Hameed  
Rasuli, Mr. 

ローカル・コンサルタント 

調査期間 2013 年 9 月～10 月 評価の種類：中間レビュー 
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３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

３－１－１ 成果の達成状況 
（１）成果１：全国の TTC における初等教育の養成課程・現職教員研修において TG が周知

される。 
成果１の達成状況：おおむね達成されつつある。 

 
指標 1-1：イントロダクション研修パッケージ 
達成状況：達成済み。 

全国の TTC における初等教育の養成課程・現職教員研修において使用するイントロダ

クション研修パッケージが開発された。通常の研修期間は 2 週間であるが、さまざまな

対象者のニーズに対応できるよう、本邦研修期間中に研修期間が短いパッケージも開発

された。TG は既に全国 42 校の TTC に配布済みである。 
 

指標 1-2：一般教授法のシラバス 
達成状況：進行中ではあるが更なるモニタリングが必要。 

カブール州、ナンガルハル州、バルフ州、ヘラート州の TTC において、TG が一般教

授法に統合されている。正式に統合されているのか、個人ベースで活用されているのか

を確認するとともに、継続的なモニタリングが必要である。 
 

指標 1-3：イントロダクション研修受講者数 
達成状況：進行中。 

上記の 4 つの TTC で養成課程・現職教員研修を受講している約 26,500 名の教員は一

般教授法で TG の活用方法を学習しており、研修修了者は日々の授業で TG を利用する

ことが望まれている。サイード・ジャマルディン教員養成校では、現職教員でもある 9,084
名の受講生が授業で TG を使用している。 

 
指標 1-4：TG の活用方法に関する研修受講者の理解度 
達成状況：進行中。 

本中間レビューで聞き取りを行った 37 名の小学校教員は、TG を活用することにより

授業計画の策定、生徒の活動を中心とした授業構成、的確な質問の仕方、授業時間の割

り振りなどの点で授業が改善したと回答した。これらのことから、TG の活用方法に関

して一定レベルの理解が進んでいると判断される。 
 

（２）成果２：全国 TTC の理数科教授法講義における教授プロセスが、STEP 2 で開発され 

た教材の活用により改善される。 
成果２の達成状況：進行中。 

 
指標 2-1：モデル州 TTC における教官の理数科教授法に関する授業改善 
達成状況：改善が期待される。 
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2012 年 3 月に実施された、TTC 教官を対象にしたワークショップには、全国から 122
名が参加した。理数科のモデル講義を通して、STEP 2 で開発された TTC 教材の実践的

な教授法を学ぶことができたと大変評価が高かった。ワークショップ期間中に個々の教

官がアクション・プランを作成したため、モデル州の TTC において TTC 教材が活用さ

れ、教官の理数科教授法に関する授業改善につながることが期待される。今後、2011 年

に実施されたベースライン調査と 2014 年に実施予定のエンドライン調査の結果を比較

し、授業改善を評価することとなる。 
 

指標 2-2：モデル州 TTC における学生の理数科教授法に関する学習改善 
達成状況：未確認。 

TTC 教官の理数科教授法の授業改善が見込まれるが、治安の関係で、TTC でのモニタ

リングを行うことができなかったため、生徒の学習改善については確認できなかった。 
 

指標 2-3：ワークショップの受講者数 
達成状況：進行中。 

2012 年 3 月のワークショップでは、34 校の TTC から 122 名の教官、34 名のナショナ

ル・サイエンス・センター（NSC）職員、17 名の教育省教師教育局（Teacher Education 
Department：TED）職員が参加した。 

 
指標 2-4：開発された DVD 教材 
達成状況：達成済み。 

本邦研修中に、以下の 5 種類の理数科教授法の DVD 教材がダリ語とパシュトゥ語で

作成された。DVD は 2012 年 3 月のワークショップで参加者に配布済みである。 
①数学教授法 
②数学問題解法 
③物理教授法 
④化学教授法 
⑤生物教授法 

 
（３）成果３：対象県の TTC 附属校において、理数科を中心とする授業改善への学校レベ 

ルでの取り組みが強化され、良いリファレンスとなる。 
成果３の達成状況：未達成。 

 
指標 3-1：対象州 TTC 附属校における授業改善 
指標 3-2：対象州 TTC 附属校における生徒の学習改善 
指標 3-3：対象州 TTC 附属校の校長及び教員による授業改善に向けた取り組み事例 
指標 3-4：対象州における TTC と附属校の連携改善 
達成状況：未達成。 

現地の治安悪化等により日本人専門家の派遣ができなかったため、成果３に係るすべ

ての活動が実施されなかった。 
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（４）成果４：モデル県の学校管理者、地方行政官に、TG を活用した授業改善に向けた学

校レベルでの取り組み方策が共有される。 
成果４の達成状況：おおむね達成されつつある。 

 
指標 4-1：教育マネジメント研修パッケージ 
達成状況：達成済み。 

指標 1-1 で開発された研修パッケージと同じものを教育マネジメント研修パッケージ

として使用することとなった。本パッケージを使用して研修を受けた、学校管理者及び

地方行政官が TG の有効性を理解した。また、教育省や関係ドナーが使用している教師

教育と学校管理に関する教材のレビューも実施された。 

 
研修 4-2：モデル州における研修の受講者数 
達成状況：進行中。 
・ NSC が実施した教育マネジメント・ワークショップに 4,302 名の校長と理数科教員が

参加した。詳細は以下のとおりである。 

 
教育マネジメント・ワークショップ参加者 

州 期間 受講者数 
カブール 2012 年 10 月 8 日～11 日 980 名 

ナンガルハル 
2013 年 1 月 20 日～23 日 
2013 年 1 月 26 日～29 日 

1,572 名 

バーミヤン 2012 年 11 月 4 日～26 日 740 名 
カピサ 2012 年 10 月 15 日～18 日 460 名 
パクティア 2012 年 9 月 30 日～10 月 3 日 550 名 

合計 4,302 名 
出所：NSC, “Complete Report for Paktiya, Kabul, Kapisa and Bamiyan Workshops”  

 
・ PDM（Version 1）では、教育マネジメント・ワークショップはモデル州でのみ実施予

定であったが、プロジェクト実施体制の見直しに伴いサブモデル州でも実施されるこ

ととなったため、新たに 1,010 名の教員が TG の活用方法について学習する機会を得

た。研修効果を把握するため、研修前と研修後に専門科目に関する理解度を確認する

テストを行ったところ、理科と算数でそれぞれの平均点が 58.3 点から 83.2 点、57.4
点から 81.2 点に上昇した。 

・ ワークショップの成果を把握する目的で、5 州（カブール、ナンガルハル、カピサ、

パクティア、バルフ）の小学校でモニタリングを行い、502 名の校長、511 名の教員、

8,568 名の児童にインタビューを行った〔詳細は付属資料２．評価グリッド結果表（和

文）の別添資料１参照〕。 
・ モニタリングの結果、ワークショップに参加した約 90％の教員が TG を活用していた。

また、ルーブリック評価（0-2 のスケール）を用いた授業評価の結果、以下のように、

ベースライン時と比較すると概して点数が高くなっており、教員の授業改善が確認さ

れた。 
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ルーブリック評価結果 

州 
モニタリング 

授業評価 参考値 
ベースライン調査** 

州都 郡 
カブール 1.81 1.72 n/a 
ナンガルハル 1.74 1.90 n/a 
バーミヤン 1.30* 1.30* 0.62 
カピサ 1.45 1.78 0.47 
パクティア 1.45 1.86 n/a 
バルフ 1.88 1.72 0.92 

*パイロットモニタリングのデータ 
**2011 年 9 月に TTC 教官の授業の分析結果の平均 
出所： NSC, Complete Report（評価団による集計）、業務進捗報告書（1 年次） 

 
３－１－２ プロジェクト目標の達成状況 
達成状況：進行中。 
指標１：研修受講者による学校レベルでの取り組み事例 
達成状況：進行中。 

聞き取り調査を行ったほぼすべての学校で、教員が学校管理者と授業運営の問題点を共有

する会議が定期的に開催されており、その中で TG についても議論されていた。学校によっ

ては、校長が新任の教員の授業観察を通して指導を行っているところもあった。また、州教

育局（Provincial Education Department：PED）も定期的に学校訪問を行い、授業観察、授業内

容の評価を行っていた。しかし、これらの活動は極めて制限された時間内にモニタリングが

可能な地域のみで実施されているため、僻地の学校への支援は限定的である。教員の質の向

上のためには、行政のサポート体制がより強化される必要がある。 
 

指標２：学校レベルでの取り組みや環境に対する研修受講者の意識の変化 
達成状況：進行中。 

聞き取りを行ったすべての校長と教員は、授業改善のために TG は必要不可欠であると感

じていた。実際、TG の活用に伴って、教員は 1 回 1 回の授業を大事にし、授業計画をしっ

かりと立てるようになっている。また、生徒の学習過程にも配慮して、学習意欲を高めるた

めにグループ作業や実験を取り入れるようになった。その結果、多くの教員が、生徒の学習

が改善されているという手ごたえを感じていた。ある教員は、TG を活用するようになって

から、教えることに対して前向きになり、楽しくなったと述べていた。このような、個々の

教員の意識・認識の変化が徐々に確認されつつある。 
 

３－１－３ 上位目標の達成状況 
達成状況：進行中。 
指標１：個々の学校による学校レベルでの取り組み事例 
指標２：学校レベルでの取り組み環境に対する研修受講者の意識の変化 
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達成状況：進行中。 
上位目標は通例、プロジェクト終了後 3～5 年に達成されるものであり、本レビュー時点に

おいて達成状況を判断することはできない。しかしながら、モデル地域では多くの教員が TG
を活用するようになった結果、生徒の学習改善がされたり、定期的に学校レベルで TG の研

究会を行う学校も現れたりといった良い兆候がみられる。さらに、プロジェクト対象州では

ないヘラート州とバルフ州の TTC においても TG が一般教授法に統合された。また、UNICEF
の Child Friendly School（子どもにやさしい学校づくり）プロジェクトでも TG が採用されて

いる。これらの事例は上位目標の達成に貢献するものであるが、教師教育の推進には TED の

更なる後押しが必要不可欠である。 
 
３－２ 評価結果の要約 

（１） 妥当性（高い） 
本プロジェクトでは、教師教育の強化に焦点をあてており、教育の質の向上をめざすア

フガニスタン教育省の政策と合致している。また、プロジェクト目標、上位目標はアフガ

ニスタンの政策及び日本の援助政策を後押しするものである。さらに、初等教育の教員や

TTC 教官が授業を行ううえで副教材を必要としているニーズに対応して STEP や STEP 2
で TG や TTC 教材を開発している。STEP 3 では、先行の 2 つのプロジェクトの功績を受け

継ぎ、TTC 教官の指導力の強化と学校管理者や地方行政官のマネジメント能力の向上を通

し成果をより拡大することをめざしている。 
 
（２） 有効性（中程度） 

極めて厳しい環境下ではあったが、本邦研修並びに TG 及び TTC 教材を普及するワーク

ショップを有機的に組み合わせることで、実施可能な手段の範囲内においてより大きな成

果とプロジェクト目標を達成することをめざした。TG については、対象県の大半を占め

る 502 校に配布され、ほぼ 90％の教員が TG を活用している。しかしながら、TTC 教官の

能力向上と TTC 附属校における TTC 教材と TG の活用についてはまだ課題が残されてい

る。現在のアフガニスタンの状況から、現在の PDM の成果とプロジェクト目標の達成は

難しいと思われる。 
 
（３） 効率性（中程度） 

本邦研修の成果を広める目的で開催した TG 及び TTC 教材の普及ワークショップ（2012
年 3 月）は円滑に実施されたものの、治安の悪化はプロジェクトの効率性の妨げとなった。

日本人専門家が C/P と共に活動を行う機会は極めて限定的であり、多くの活動は日本から

の遠隔指導や JICA アフガニスタン事務所によるマネジメントが中心とならざるを得なか

った。さらに、実施体制を何度も変更せざるを得なかったこともプロジェクトの効率的な

実施を阻害した。結果として、投入と比較して成果が十分に上がっていない状況がみられ

ている。 
 
（４） インパクト（期待させる兆候がある） 

現時点では、上位目標の達成には更に時間がかかると見込まれる。しかしながら、モデ
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ル地域では、TG の活用により授業の改善や生徒の学習改善もみられ、一部の学校では TG
の研究会が定期的に実施されているなど正のインパクトを期待させる前兆がみられた。加

えて、対象州ではないヘラート州やバルフ州の TTC の一般教授法に TG が統合されたり、

UNICEF の Child Friendly School プロジェクトで TG が採用されたりと、徐々にプロジェク

ト対象県外にも波及されつつある。これらの事象は正のインパクトの兆候であり、徐々に

全国に波及することが期待される。 
 
（５） 持続性（中程度） 

教育省では、教員の質の向上は引き続き重要課題のひとつとなっている。TG について

は、対象県の多くの教員が授業で実際に活用していることが確認されたが、TTC 教材につ

いては、TED に正式に承認されておらず、一部の TTC で一般教授法に統合されるにとど

まっている。また、教員が継続的に専門性を高めていくための体系的な行政のサポート体

制（モニタリングと監督）も整備される必要がある。プロジェクトの持続性は、教育省の

強いコミットメントと主導力に委ねられている。 
 
３－３ 効果発現に貢献した要因 

日本人専門家によるアフガニスタンでの活動が大きく制約されるなかで、STEP 及び STEP 2
から関わってきている現地リソースが、日本側とアフガニスタン国内の現場をつなぐ有効な仲

介役として機能した。 
 
３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 

プロジェクト開始直後にアフガニスタンの治安状況が悪化し、日本人専門家を現地に派遣で

きない状況となった。その後も、治安状況や現地リソースの活用状況に応じて、プロジェクト

の実施体制を幾度も変更せざるを得なかった。 
 
３－５ 結 論 

本プロジェクトは、TG と TTC 教材を活用して TTC 教官、教員、行政官の能力向上を図り、

これにより授業改善のための学校レベルでの取り組みが強化されることをめざしている。その

ためにイントロダクション研修パッケージの開発を行い、TG 及び TTC 教材の普及ワークショ

ップを開催する構想となっている。 
アフガニスタンの治安悪化はプロジェクトの実施に多大な影響を与えたが、厳しい状況下で

も、本邦研修の実施やテレビ会議を通じたローカルスタッフに対する遠隔指導によって可能な

範囲での円滑な活動を進めた。全国の TTC を対象に実施されたワークショップ（2012 年 3 月）

では、122 名もの TTC 教官が参加し、TTC 教材を多くの教官に周知することができたが、今後

更に活用されるためには TED による TTC 教材の正式な承認と普及に向けた積極的な姿勢が不

可欠である。対象 5 県で実施された教育マネジメント・ワークショップも 4,300 名の校長と教

員が参加した。ワークショップの結果、①ほぼ 90％の教員が TG を活用している、②ルーブリ

ック評価結果からも教員の指導力が向上している、③教員が教えることに前向きになり生徒を

指導するのが楽しくなっている、ことが分かった。加えて、4 校の TTC で TG が一般教授法に

統合されており、25,600 名の養成課程・現職教員研修を受講している教員が TG の活用方法を



ix 

習得していることが確認されている。 
これらのプロジェクト活動を踏まえた評価５項目に基づく評価結果は以下のとおり。 
 

評価５項目 評価結果 備考 
妥当性 高い アフガニスタン側の政策とニーズに合致している。 
有効性 中程度 成果とプロジェクト目標は進行中である。 
効率性 中程度 投入に比べて成果が十分上がっていない。 
インパクト 兆候がみられる 更なる正のインパクトが期待できる兆候がみられる。 
持続性 中程度 持続性を確保するためには教育省の強いリーダーシップ

が必要である。 
 

当初の予定に近いかたちで実施できた活動もある一方で、治安の影響もあって十分な成果が

上がらなかった活動も多い。現時点のプロジェクトの達成状況とアフガニスタンの状況から、

PDM（Version 1）の成果とプロジェクト目標を達成するのは困難だと判断する。 
 
３－６ 提言（本プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言） 

（１）TTC 教材の正式な承認 
2012 年 3 月に実施された全国の TTC を対象としたワークショップは、参加した TTC 教

官からの評判が極めて高かったにもかかわらず、TTC 教材の位置づけが教育省内で不明瞭

であるため、多くの TTC でこれが使われていない状況にある。TED には、STEP 2 で開発

された TTC 教材を速やかに公式な教材として承認するとともに、全国の TTC に対して TTC
教材の活用促進とそのための支援を行うことが求められる。 

 
（２）TTC の一般教授法への TG の統合  

TG は教員の評価も高く、学校レベルで活用されていることが確認された。TTC の学生

は、今後教員となる人材と現職教員であり今後の TG の利用者となり得ることから、TTC
の学生が TG の内容を十分把握することが重要である。カブール州、ナンガルハル州、バ

ルフ州、ヘラート州の 4 州では一般教授法の中に TG が統合された。TG の活用方法を学ん

だ学生はより自信をもって授業ができるようになっているという。TED が全国の TTC に

対して、一般教授法の中に TG を統合するよう指導することが期待される。 
 
（３）TTC 教官の能力強化への支援 

学校で良い授業ができるかどうかは、TTC で良い授業ができているかで決まる。アフガ

ニスタンの教員育成を継続的に行うなかでは、TTC 教官が重要な役割を担っていると考え

られる。TED はこの点を認識し、TTC への指導・支援を強化することが望まれる。特に、

TTC がその教官の能力強化を推進できるよう、TED が積極的に関与していくことが期待さ

れる。 
 
（４）TG の更なる活用 

既に述べたとおり、TG は教員が授業を計画・実施し、振り返るプロセスで大変有益で
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ある。授業改善のためには、TG の活用や教員間での研究を行い、それを学校管理者が支

援していくことが重要である。こういった活動が学校に定着していくには、行政官による

定期的なモニタリングの果たす役割は大きい。 
 

（５）PDM の改訂 
遠隔指導によるプロジェクト運営はプロジェクトの有効性、効率性を妨げ、アフガニス

タン側と日本側の双方に多大なる労力と費用を負わせる結果となった。現在の治安状況か

らは、アフガニスタン国内での日本人専門家の活動が当面は見込めないことから、プロジ

ェクトのコンポーネントを絞り込まざるを得ないと考えられ、PDM についても現状に即し

た改訂が必要である。 




