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評価調査結果要約表 
 

１．案件の概要 

国名：セネガル共和国 案件名：理数科教育改善プロジェクトフェーズ２ 

分野：基礎教育 援助形態：技術協力プロジェクト 

主管：人間開発部基礎教育第二課 協力金額（評価時点）：約 2.0 億円 

協力期間 （R/D）：2011 年 9 月 1 日～2015 
年 8 月 31 日（4 年間） 

先方関係機関：セネガル国民教育省 

日本側協力機関：- 

他の関連協力：- 

１－１ 協力の背景と概要 
セネガル共和国（以下、「セネガル」と記す）の初等教育は、総就学率が 67.2％（2000 年）か

ら 93.9％（2011 年）まで達したが、初等教育の修了率は 2006 年の 49.7％から 2011 年の 66.2％1

にとどまっており、ミレニアム開発目標（MDGs）に示された「全児童が初等教育の全課程を

修了する」という目標の達成は極めて難しい。初等教育修了資格（CFEE）試験合格率は例年 6
割程度にとどまり、4 割の児童の学びが不十分で、教育の質、特に教員の質の低さが主な要因

となっている。児童数急増に伴う教員不足解消のため、セネガル政府は 1995 年からボランティ

ア教員制度2を導入するとともに、教員養成期間を 4 年間から約 6 カ月に短縮した3ため、教員

の知識や技能が著しく低下した。 
現職教員研修制度には、クラスターによる教員分科会（C.A.P）と校内研修があり、教員の参

加が義務づけられている。しかし、政府による技術的支援は不十分であり、C.A.P の質は低下

し、教員の参加動機づけは弱く、参加率は 4～5 割程度であった。校内研修は約 7 割の教員が年

3 回以上参加しているものの、学校によって研修の質が大きく異なる。こうした状況を受け、

JICA は、C.A.P の質向上を目的として、2007 年 12 月から 2011 年 8 月まで、3 州を対象に「理

数科教育改善プロジェクト」（以下、「フェーズ１」と記す）を実施した。その成果として、教

員の C.A.P への参加率の上昇（79％）、教授法の改善等が確認された。これらの成果を受けて、

国民教育省（以下、「教育省」と記す）はフェーズ 1 で開発された現職教員理数科研修の更なる

改善と、段階的な全国展開の支援を目的とした技術支援を日本政府に要請した。 
 
１－２ 協力内容 

本プロジェクトはセネガルの全 14 州において、州研修と県研修を通じた県トレーナーの養成

と C.A.P 及び校内研修への授業研究の定着を通じて、教員の知識向上及び教授法の改善を図り、

もって児童の理数科分野の学力向上に寄与するものである。 
 
（１） 上位目標： 

初等教育における児童の理数科に関する学力が向上する。 
（２） プロジェクト目標： 

理数科に関して児童の学習を支援するための教員の指導力が向上する。 
                                                        
1 教育の質、公平性及び透明性改善プログラム（PAQUET）2013～2025 年 
2 養成校を修了した者はボランティア教員として学校に勤務できる。その後 2 年の教員経験を経て契約教員となり、更に 2 年

の教員経験を経て昇格試験受験資格を得、合格し採用されることで正規または準正規教員となる。 
3 教育制度は初等 6 年、前期中等 4 年、後期中等 3 年であり、教員養成校の学生はすべて中等学校修了者であったが、2012 年

より同校入学資格を高校卒業に引き上げた。2013 年現在の養成期間 9 カ月となっている。 
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（３） 成果： 
１．理数科の継続研修モデルが既存の現職教員研修制度に組み込まれる。 
２．トレーナーの研修実施能力が強化される。 
３．理数科に関する教員の教科内容及び教授法にかかる知識が向上する。  
４．理数科の授業研究がクラスター研修及び校内研修で定期的に実施される。 

 
（４）投入（評価時点） 

１）日本側：総投入額：2.0 億円 
長期専門家派遣     3 名   
短期専門家派遣     2 名   
本邦研修       36 名    
第三国研修（ケニア）  15 名 
機材供与額      112,672 千 FCFA 
在外事業強化費    410,213 千 FCFA 

２）相手国側： 
カウンターパート（C/P）配置  
プロジェクト・マネジャー：1 名  
中央トレーナー（NT）：9 名  
州トレーナー（RT）：242 名〔パイロット地域（3 州）：52 名、拡大第１世代（5 州）：

85 名 拡大第２世代（6 州）：105 名〕 
県トレーナー（LT）：1,855 名（パイロット地域 469 名、拡大第１世代：590 名、拡大

第２世代：796 名） 
プロジェクト事務所  
ローカルコスト負担（研修、モニタリングに係る交通費 216,006 千 FCFA、プロジェク

ト事務所光熱水費 など） 

２．評価調査団概要 

調査者 団長 田中 紳一郎 JICA 国際協力専門員（教育）／課題アドバイザー 

協力企画 村岡 隆之 JICA 人間開発部 基礎教育第二課 

授業研究 藤井 浩樹 岡山大学大学院 教育学研究科 理科教育講座 

評価分析 伊藤 治夫 株式会社アイコンズ 主任コンサルタント 

調査期間 2013 年 11 月 23 日～12 月 12 日 評価種類：中間レビュー 

３．評価結果概要 

３－１ 実績の確認 
（１）アウトプットの達成度 

１）成果１ 
指標 1-1：教育省が理数科の継続研修モデルを承認する。 
指標 1-2： 州視学官事務所（または州研修センター）が作成する年間研修計画に、県

研修、クラスター研修、校内研修が組み込まれる。 
指標 1-1、1-2 は達成された。一方で指標 1-2 に関しては指標の修正が必要となる。 
指標 1-1 に関して、教育省は、2013 年 8 月 30 日のワークショップにおいて「現職研

修モデル」文書を承認した。指標 1-2 に関しては、州視学官事務所（IA）が作成する年
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間研修計画に県研修、C.A.P、校長研修が組み込まれたことも確認された。しかし、今後、

質改善計画の策定は、IA から、県視学官事務所（IEF）に移管されるため、「モデル」を

活用した研修も今後は IEF の年間研修計画へ反映されることが必要となる。 
２）成果２ 

指標 2-1： 州トレーナーによる中央トレーナーの評価結果が 3.0 中 2.4 まで改善する。 
指標 2-2：中央トレーナーによる州トレーナーの評価結果が 3.0 中 2.4 まで改善する。 
指標 2-3：州トレーナーによる県トレーナーの評価が 3.0 中 2.3 まで改善する。 

 
研修実施能力に関して、NT の評点は 2.1（目標 2.4）、拡大第１世代の LT の評点は 2.1

（目標 2.3）であり、いずれも目標に未達である。一方で RT、パイロット州の LT は指

標を達成しておりトレーナーの能力強化が実現しつつある。 
３）成果３ 

指標 3-1：拡大第１世代 5 州の教員の理解度テストの平均正答率が、プレテストから

ポストテストにかけて 6％向上する。 
 

指標 3-1 は中間時点では確認できない。教員の能力改善に係る指標は 2012 年 2 月に実

施されたベースライン調査4（プレテスト）と比較すべく、プロジェクト終了前の 2015
年にベースライン調査（ポストテスト）が計画されている。中間評価のインタビューで

は、教員の能力向上に肯定的な見方が基調であり、エンドライン調査における指標の向

上が期待される。 
４）成果４ 

指標 4-1：90％のクラスターが、年 3 回以上（1・2 年目は 2 回以上）授業研究の実践

活動を実行する。 
指標 4-2：50％の学校が校内研修において授業研究を実施する。 

 
指標 4-1 は未達、4-2 は中間時点では確認できない。 
2012/2013 年度は授業研究を実施している C.A.P は 57％（目標 90％）と低迷した。こ

れはセネガル側の予算執行の遅れから、2012 年に開催予定の県研修、C.A.P の実施が遅

れ、その結果、規定数である 3 回の授業研究を実施できない C.A.P が増加したためであ

る。指標 4-2 の校内研修の実施率（目標 50％）に関しては、中間レビュー時点では適切

な指標が取れていない。同指標に関しては、エンドライン調査にて測定し効果を確認す

ることが合意された。 
 
（２）プロジェクト目標の達成度 

指標１：サンプル教員の授業観察平均スコアが 3.0 中 1.5 まで改善する。 
指標２：サンプル教員のうち少なくとも授業観察スコア 1.5 達成の教員の割合が 50％ま

で改善する。 
 
2013 年 6 月に実施された対象 5 県5での授業観察の結果、授業観察指標は 1.55（Max3.00）

で目標値 1.5 を達成している。さらに、54.3％の教師が 1.50 以上を獲得しており、これも

目標値（50％以上）を達成している。しかしこの 2013 年 6 月調査は、ベースライン調査と

                                                        
4 拡大第１世代 5 州のベースライン調査におけるプレテスト（N=612）の平均正答率は 58.6％となっている。 
5 ベースライン調査対象県である Linguère, Kanel, Foundiougne, Nioro, Koungheul の 5 県。 
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は異なる教員を対象とし、また標本数も限定される。したがって、現時点でプロジェクト

目標達成したとはいえない。 
 
（３）上位目標の達成度  

指標１：各州における初等教育修了資格（CFEE）試験の結果が向上する。 
指標２：プロジェクトが開発する理数科学力テストの結果が向上する。 

 
試験設計の変更により、2012/2013 年の CFEE 試験の結果は全国的に低下した（2011/ 

2012：56％→2012/2013：31％）。パイロット州では全国平均同等に低下しており（2011/ 
2012：53.4％→2012/2013：24.6％）、現時点でプロジェクトが CFEE 試験のスコアに影響を

与えたとは判断できない。一方で、指標２に関しては、2012 年 2 月のベースライン調査に

おいて児童 2,480 名を対象に理数科の学力測定がなされている。エンドライン調査（2015
年 2 月に実施予定）と比較・分析がなされる予定である。 

 
３－２ 評価結果の要約 
（１） 妥当性：高い 

セネガルの教育政策文書「教育の質、公平性及び透明性改善計画（PAQUET）2013～2025
年」では、教員の能力強化を含め、教育の質改善及び科学、技術、イノベーションの推進

に重点が置かれている。本プロジェクトは、セネガル政府の優先課題と整合する。 
また、セネガルの児童の理数科学力は不十分であることが、国家教育達成評価システム

（SNERS）6や、本プロジェクトベースライン調査より確認されている。さらに、セネガル

では契約教員の割合が 59.5％を占めると同時に、教員養成期間の短縮、継続的な現職教員

訓練の不足が問題となっていることから、教員の能力向上を目的とした本プロジェクトの

妥当性は高い。 
 
（２） 有効性：中程度 

前述のとおり、授業観察指標は目標値に到達している。指標もベースライン調査結果に

基づき、おおむね適切に設定されている。しかし、現時点で入手できる授業観察指標は、

サンプル数、ベースライン調査との対象教員が異なることからプロジェクト目標達成の判

断根拠とはならない。この判断は、エンドライン調査の結果を待つ必要がある。 
成果とプロジェクト目標の因果関係については、計画された 4 つの成果はプロジェクト

目標達成に十分である。しかし、C.A.P のモニタリング率は 55％にとどまり、NT、RT に

よるモニタリングは不十分である。また、校長研修の実施にもかかわらず、多くの教員

（42％）が校長による支援に大きな変化がないと回答している。これらは、モデルが内包

する脆弱性といえ、改善の余地がある。以上から、有効性は中程度と判断される。 
 
（３） 効率性：高い 

セネガル、日本双方からの投入は計画どおりに実施され、量、質、タイミングともに適

切である。既に 28.5 千人の教員、3 千人以上の校長に裨益する見込みである。C/P からの

本邦研修、第三国研修、日本人専門家に対する満足度も高く、投入は効率的に活用されて

                                                        
6 CI（小学１年生）、CE1（小学３年生）対象にフランス語・算数・理科の学力調査と教育環境に関する調査を隔年で実施する。

実施機関は、教育開発国立研究所（INEAD）。 
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いるといえる。また既存のクラスター方式教員分科会である C.A.P を用いることは費用対

効果を高め7、教員 1 人当たりのコストは 11,000FCFA（約 2,366 円）8と廉価である。プロジ

ェクト経費のうち、約 80％の研修費用、50％のモニタリング費用はセネガル側負担である

が、中間レビュー時点においては予定金額の 47％が支出済みである。執行の遅れにもかか

わらず、当初計画どおりの予算執行がなされている。 
 
（４） インパクト：中程度 

上位目標は、児童の成績向上に関する指標を設定しているが、数値上の変化は確認でき

ない。聞き取り調査では、児童の興味や関心、授業への参加が促進されていることが報告

されている。また、プロジェクト活動が直接児童の成績に貢献すると回答した教員は限定

的である。プロジェクトの児童の成績への寄与はエンドライン調査において分析される予

定である。 
上位目標以外への波及には、以下が挙げられる。 
① ASEI9や授業研修の手法は他教科においても活用が可能であり、プロジェクトの他

教科への波及効果が期待される。 
② カナダ国際開発庁（CIDA）、米国国際開発庁（USAID）はプロジェクトにより構築

されたカスケードと C.A.P を用いた研修モデルを活用する予定である。 
③ またプロジェクト関係者が同国の新カリキュラム開発のワークショップに参加し、

プロジェクトで作成されたモジュールの内容をカリキュラムに取り入れる試みが開始

されている10。 
 
（５） 持続性：中程度 

国家教育政策である PAQUET（2013～2025 年）では、教員能力の強化、教育の質改善及

び科学、技術、イノベーションの推進に重点が置かれている。また、教育省が 2013 年に

「PREMST 現職教員研修モデル」を承認したことから、プロジェクトの活動に対して政策

レベルの継続的なコミットメントが確保されている。同モデル文書には、関係者の役割・

責任が明示されている。プロジェクト終了後も IA、IEF、教員が、本来業務の一部として

の活動継続が期待される。一方で、C.A.P の継続には、IA、IEF によるモニタリング体制の

再構築が不可欠となる。 
予算面での持続性としては、プロジェクト終了後の研修は教員 1 人当たり 1,173 FCFA と

既存の C.A.P を用いた低予算での実施が見積もられている。しかし、具体的な予算のリソ

ースは確定していない。技術面においては、NT、RT、LT は一定の研修実施能力を備えて

いる一方で、一部の LT の研修能力不足がみられることから更なる能力強化が求められる。 
 
３－３ 効果発現に貢献した要因 
（１） 計画内容に関すること 

研修レビューの実施 
州、県、C.A.P 研修において、研修実施後に関係者によるレビューが実施され改善点

が議論及びレビュー報告書が作成されている。これは他州/県間での意見交換の場とな

り、パイロット州の経験を拡大州に効果的に伝達することに寄与している。 

                                                        
7 C.A.P への参加は教員の義務であるため、C.A.P 研修参加者には交通費や日当を支給していない。 
8 JICA による執行済みの機材供与と在外事業強化費の合計及び先方政府負担による執行済み予算の総計。 
9 活動・生徒中心・実験・工夫－計画・実践・評価・改善（授業法改善の理念） 
10 改訂されたカリキュラムがいつ印刷され、教員に配布されるか、現時点では未定である。 
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（２）実施プロセスに関すること 
質の高いモジュールの提供 

質の高いモジュールの提供は教員の C.A.P 研修への参加率を高めている。さらに文書

による説明のみならず、DVD 教材といった視聴覚教材を用いることにより授業研究に関

してのイメージを与えることを促進している。 
  
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 

特になし。 
 
（２）実施プロセスに関すること  

①研修予算執行の遅滞  
セネガル側が負担する研修経費の支払いは、セネガルの制度上「立替・精算払い」で

あり、かつ経費申請手続きが煩雑である。関係者の不十分な理解も重なり、一部の研修

トレーナー、参加者への出張旅費の支払いが滞っている。今後も支払いがない場合には、

参加者のボイコットなど、プロジェクト活動への影響が予想される。 
②モニタリングの不足 

C.A.P に関して、交通手段の不足、研修日程の重複などを原因としてモニタリングが

十分に実施されていない点が問題視されている。 
③教員のストライキ 

ルーガ州では教員ストライキの影響を受け、C.A.P が実施されない県があった。本件

は解決の方向に向かい 2013 年からは計画どおり C.A.P が開始された。しかし、教員のス

トライキは上位目標の外部条件でもあるため、活動の継続に向けて今後も確認する必要

がある。 
 
３－５ 結論 

プロジェクト終了までに実施されるエンドライン調査とベースライン調査の比較により指標

を検証する必要があるものの、PREMST 2 は、プロジェクト終了時までに所定の目的を達成す

る見込みが高い。 
パイロット州を対象とした授業観察を含めたモニタリング活動によれば、観察対象となった

46 名の教員の授業観察指標はプロジェクト目標の 1.5 を超えている。 
PREMST 2 は 5 つの評価項目のそれぞれに成果を上げているが、なかでも際立つのは効率性

とインパクトである。まず、PREMST はその高い効率性が特徴である。全 8 州、約 28,500 人の

教員が、700 カ所で展開する C.A.P に参加しており、この進捗からはプロジェクト終了までに

は、全国の約 1,300 の C.A.P において約 52,500 人の教員が参加することが見込まれる。さらに、

PREMST は参加する教員の全員に研修教材（モジュール）を配布している。これらは、ストラ

イキやボイコット等のプロジェクト運営上の困難にもかかわらず達成されており、PREMST の

実施体制（中央、州、県）の各レベルで、高い意欲と優れたチームワークに支えられているこ

とを示す。 
フェーズ１でも確認されたことであるが、PREMST のインパクトはなお注目に値する。

PREMST は、セネガルに従来からある現職研修実践である C.A.P とカスケード式研修を組み合

わせたが、この手法は有効であり、現在では他の国際ドナーもこれを模倣している。C.A.P は

一定地域の学校に勤める教員が中心校に集まり、公開授業を中心に据えた勉強会である。セネ
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ガルでは、契約教員の正規教員への登用試験に授業実技が含まれる。これを受け、多くの C.A.P
は、授業実技試験のリハーサルの機会として、年配のベテラン教員が若年の契約教員の授業実

技を批評する場へと変容し、あるいはそれすら形骸化していた。PREMST はここに授業研究の

思想を持ち込み、従来のやや垂直的・一方的な C.A.P を水平的・互恵的な相互研鑽の場に変容

させつつある。既存の教員施策の意味づけを変容させたインパクトは意義深い。 
 

３－６ 提言（当該プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言） 
以上の評価結果に基づき、中間評価チームは、プロジェクトの残り期間の間に以下の活動が

なされることを提言する。 
 

（１）プロジェクトの残り期間の進捗 
①  中央トレーナーの配置：2013 年 2 月に前プロジェクト・マネジャーは定年のため退官

し、教育省付きの中央トレーナーが後任に就いた。その結果、教育省付きの中央トレー

ナーが空席となったが、その後任人事がなされていない。早急な任命が求められる。 
②  視学官による C.A.P モニタリングのカバー率の向上：セネガル政府が追加予算を措置

したにもかかわらず、視学官による C.A.P モニタリングのカバー率が低い（パイロット

3 州：27％、第一次新規 5 州：55％、2012/13 年）ことが各所で指摘されており、カバー

率向上が求められる。 
③  より迅速な交通費・手当の払い出し：現在の交通費・手当の払い出し手続きが遅滞し、

現在までに 2 州での研修ボイコットを招いたが、これは今なお存在するリスクであり、

より迅速な手続きの導入が求められる。 
 

（２）プロジェクトの持続性（2015 年～）に向けて 
①  PREMST が体現した現職教員研修モデル（Formation Continue de PREMST）の活性を

維持するために必要な、教育省の活動を構想、計画する。これには以下のような活動が

想定される。 
ａ．州視学官事務所（IA）に対する通達（指示／提言／勧奨）の発出  
ｂ．「National Review Workshop」の毎年開催の検討（プロジェクト終了後） 
ｃ．2015 年以降、初等教育局（DEE）のモデル活性維持の責任を明示すべく、所掌記 

述の改訂  
ｄ．中期計画の策定：3～5 年程度をめどとする中期計画（2015 年を初年度とすること 

を想定）を策定する。2015 年に必要な経費の予算化を含む 
②  研修・コミュニケーション局（DFC）の事業における PREMST の成果（モジュール、

研修モデル、人材）の活用を検討する。 
 

３－７ フォローアップ状況 
調査団の提言に基づき、PDM の修正、実施体制の改善を図り、プロジェクトの日常活動の中

で提言項目の具現化に対応する。 
 
 




