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終了時評価調査結果要約表

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：基礎教育 協力形態：技術協力プロジェクト

所管部署：人間開発部 協力金額：2 億 7,800 万円

協力期間

（実績）

2011 年 2 月 18 日～

2015 年 1 月 31 日

（4 年間）

先方関係機関：アフガニスタン・イスラム共和国教

育省教師教育局（Teacher Education Department：
TED）

日本側協力機関：鳴門教育大学

他の関連協力：なし

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）は、国家開発戦略

（Afghanistan National Development Strategy：ANDS）において、教育は同国復興プロセスにお

ける重要優先課題であり、国際社会からの支援が必要な分野と位置づけている。さらに、教育

省（Ministry of Education：MoE）は国家教育戦略 2（2010-2014）のなかで、教育分野における

さまざまな課題、具体的には、①教育へのアクセス改善（特に女子）、②教育の質の改善（カリ

キュラム改善、教員の質向上等）、③MoE 自身の能力向上（地方分権化服務）などを掲げてい

る。

上述のアフガニスタン政府の戦略を受け、国際協力機構（以下、「JICA」と記す）は、2005
年から 2010 年まで、現場の教員の教授技術を改善することを目的として「教師教育強化プロジ

ェクト」のフェーズ 1（Project for Strengthening of Teacher Education Program：STEP）及びフェ

ーズ 2（STEP2）を実施した。STEP 及び STEP2 が終了した後、国家教育戦略 2 の実現、そのた

めのより実践的な取り組みを強化すべく、アフガニスタンからの再度要請を受け、2011 年から

「教師教育強化プロジェクト フェーズ 3（STEP3）」（以下、「本プロジェクト」）を実施して

いる。当初 STEP3 は、教授法に基づく授業の質の改善を通じ、全国の学校レベルでの取り組み

が強化されることを目的としていた。しかし、アフガニスタンの治安の悪化により、プロジェ

クトのデザインが変更され、STEP3 は、モデル州（ナンガルハル州、バーミヤン州及びカブー

ル州）の教員養成校（Teacher Training College：TTC）及び小学校における授業の改善を目的と

することとした。

１－２ 協力内容

本プロジェクトは、対象州において、TTC での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、将来的には対象州で培

った経験を他州と共有・普及・応用させることをめざすものである。当初は日本人専門家によ

る現地指導及び本邦研修を中心とした活動が予定されていた。しかしながら、現地の治安悪化

等を踏まえ、現地ワークショップ・モニタリングによる教員への直接的な活動が困難であるな

か、新規教員養成だけでなく、現職教員研修をも担う TTC での教師用指導書（Teacher’s Guide：
TG）の普及・活用を深めることに重点を置き、これに向け、本邦研修による中核的人材の育成

と現地活動計画の策定支援、及び、現地コンサルタントによる TTC 向けワークショップ実施支
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援を活動の中心に据えることとした。

(1) 上位目標

モデル州の TTC 及び小学校における授業が改善される

(2) プロジェクト目標

モデル州の TTC 及び小学校における理数科授業が改善される

(3) 成果

1．TTC における質の高い理数科授業の土台が築かれる

2．全国の TTC における初等教員の新規養成課程・現職教員研修において TG が周知さ

れる

3．学校管理者により、TG の有効活用が促進され、地方行政官により支援される

(4) 投入

【日本側】2 億 7,800 万円

・専門家派遣：9 分野 8 名（日本人専門家）20 人/月（1 人/月アフガニスタン、19 人/月
国内）

・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、国立科学技術センター（National Science 
Center：NSC）及び War Child Canada（以下、「WCC」と記す）業務委託費、42TTC へ

の TG と TTC 教材の運搬費

・本邦研修：2012 年 3 回、2014 年 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

担当分野 氏 名 所 属

団長/総括 高橋 悟 JICA 客員専門員（教育）

教育計画 箱田 卓也 JICA 人間開発部

教育計画 中条 典彦 JICA 人間開発部

評価分析 高橋 真弥子 有限責任監査法人トーマツ コンサルタント

計画管理(1) 山下 契 JICA アフガニスタン事務所

計画管理(2) Mr.Najibullah Kohistani JICA アフガニスタン事務所

情報収集 Mr. Hameed Rasuli ローカルコンサルタント

調査期間 2014 年 8 月 4 日～10 月 1 日 評価の調査：終了時評価

３．評価結果の概要

３－１ 実績の確認

(1) プロジェクト目標の達成状況

プロジェクト目標「モデル州の TTC 及び小学校における理数科授業が改善される」は達
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成されたと判断される。具体的には、モデル州における TTC 及び小学校において授業の質

が改善し、教官や教員の意識の改善がみられている。

特に、以下に述べるようないくつかのプラスの変化がみられている。小学校では、教員

が授業を注意深く準備し、生徒の活動に着目して授業を行い、生徒の理解度を確認し、よ

り明確な質疑応答を行い、授業の後には教え方を振り返るようになっている等の変化がみ

られている。これらは、学校教員の意識の変化に基づき授業の質が改善していることを示

している。TTC においては、受講生の知識やスキルを強化すべく、教官が正しい授業計画

を立て、教材を適切に使い、実験室の教材を活用し、実験も実施している。加えて、2014
年 6 月に実施された TTC 教官向けのワークショップを通じ、TG の重要性や有効性に関す

る認識をさらに深めている。

(2) 成果の達成状況

成果 1「TTC における質の高い理数科授業の土台が築かれる」は達成されたと判断され

る。成果 1 の達成のために具体的に実施した活動として、TTC 教官を対象とした TTC 教材

及び TG を普及させるためのワークショップの開催（2012 年 3 月及び 2014 年 6 月）及び

ワークショップ参加者への DVD 教材の配付が挙げられる。このワークショップには、全

国の各 TTC から教官が参加した。これらの活動により TTC 教材及び TG の有効活用を習

得した教官が各 TTC に存在し、さらに、自習のための DVD 教材が各 TTC に配付されたこ

とになる。2014 年 11 月に TTC 教材普及のための TTC 教官を対象としたワークショップの

開催も予定されている。ワークショップに参加した教官あるいは配付した DVD 教材を通

じ、TTC 教材及び TG の活用法を同僚の教官や受講生である教員が習得することが可能と

なり、成果 1 は達成されたと考えられる。

成果 2「全国の TTC における初等教員の新規養成課程・現職教員研修において TG が周

知される」は達成されたと判断される。具体的には、開発された TG のイントロダクショ

ン研修パッケージを通じ、より多くの小学校教員が TTC で活用法を学んだ TG を各小学校

で実践するようになっている。また、モデル州及びその他の一部の州では、本プロジェク

トで開発された TG が一般教授法に採用されており、TG は TTC で研修を受講した教員に

周知されていると考えられる。

成果 3「学校管理者により、TG の有効活用が促進され、地方行政官により支援される」

は達成されたと判断される。まず、2012 年及び 2013 年に開催された「教育マネジメント・

ワークショップ」に参加した学校管理者（校長、主任教員、州・郡の監督課職員等）が TG
の有効性、重要性を認識するに至っていることがワークショップ開催後のモニタリングで

明らかになっている。また、全対象州教育局の監督課職員による学校訪問及び授業観察等

により TG の活用状況がモニタリングされ結果が報告されるようになっている。成果 3 が

達成されている具体例として、学校管理者と州教育局（Provincial Education Department：
PED）の監督課職員が協力して TG の授業での活用を日常的に奨励しているケースが挙げ

られる。
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３－２ 5 項目評価

(1) 妥当性：高い

本プロジェクトは、国家教育戦略 2（2010-2014）で MoE が教育の重要項目の 1 つとし

て掲げている「教員の質の向上」をめざすものである。また、プロジェクト目標はアフガ

ニスタンの教育政策及び日本の援助方針と整合している。さらに、プロジェクトは、授業

の際の指針となる教材をもたない TTC 教官及び小学校教員のニーズに合致している。この

ニーズに応えるべく、STEP 及び STEP2 を通じ、TG 及び TTC 教材が開発された。本プロ

ジェクトでは、これらの 2 つのプロジェクトの成果を引き継ぐ形で、開発された TG 及び

TTC 教材の普及、さらに、学校管理者や地方行政官のマネジメント能力の向上によりアフ

ガニスタンにおける教育の重要課題の 1 つである教師教育を強化させようとするものであ

り、妥当性は高いと判断される。

(2) 有効性：高い

治安の悪化による影響を受け、プロジェクトの円滑な実施が困難な状況下ではあったが、

本邦研修及び TG と TTC 教材を普及するワークショップを組み合わせることで、良好な結

果を生み出し、成果とプロジェクト目標を達成した。TG はモデル州及びプロジェクトデ

ザイン変更前のサブモデル州である Kapisa 及び Paktia 州を含む 2,000 以上の学校に普及さ

れ、現在 9 割以上の教員が TG を活用している。2013 年 12 月の PDM の変更により、TTC
教材及び TG を通じて TTC 教官及び小学校教員の能力強化がめざされることとなり、この

変更後の PDM に沿った形で成果及びプロジェクト目標が達成されている。

(3) 効率性：中程度

治安状況の悪化がプロジェクトの効率性に影響を及ぼした。それにより、日本人専門家

がアフガニスタンのカウンターパート（Counterpart：C/P）と現地で一緒に業務を実施する

機会は限られたものとなった。その結果、ほぼすべての活動は日本から遠隔で、あるいは

JICA アフガニスタン事務所を通じてマネジメントされることとなった。このような状況下

でも、日本国内及び国外において研修を受けたアフガニスタンの中核的人材により、TTC
教材や TG の普及ワークショップが適切に行われ、終了時評価現在、対象州の TTC 教官及

び小学校教員は日々の授業で TG を活用している。全体としてみれば、種類・量ともに限

定的な投入であったにもかかわらず、投入に対する成果は最大限に発揮できたといえる。

(4) インパクト：高い

現時点では上位目標の達成までに今しばらくの時間がかかると考えられる。しかし、モ

デル州において多くの良い兆候が現れている。例えば、モデル州及び他州においても多く

の教員が TG を活用することで教授スキルを向上させている。生徒たちの学習レベルは向

上し、現場レベルの活動（TG 活用方法を学ぶための定期的なセッション）がいくつかの

学校で始まっている。また、TG はモデル州以外でも一般教授法の科目で採用されている。

さらに、2014 年 6 月に開催されたワークショップの参加者は、既に開発済みの 1 年生（Grade 
1：G-1）から G-6 に加えて、今後も JICA の支援で G-7 から G-12 までの全科目について

TG が開発されることを望むと述べているほどである。TG は UNICEF の“Child Friendly 
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School”のアプローチに基づいて実施する事業のなかでも活用されている（JICA は無償資

金協力により同アプローチの展開を支援中）ほか、他ドナーが開発したアフガニスタンの

教員がアクセス可能な公開サイトに TG のデータを掲載する準備も進められている。これ

らは上位目標達成に向けての良好な兆しであると考えられる。

(5) 持続性（中程度）

TG は小学校において広く活用され、TTC において一般教授法の科目に正式に統合され

た。しかし、いまだ 3 つの課題が考えられる。まず、TG の数が毎年増加している小学校

の教員数に追いついていない。次に、TTC あるいは NSC のワークショップに参加したか

否かで教員の TG 活用スキルにギャップがみられる。最後に、いくつかの州においては、

PED によるモニタリングが予算や交通手段の問題で定期的に行われていないことがある。

これらの課題を克服すべく、MoE による継続的なサポート及び関与がプロジェクトの持続

性の強化に貢献すると考えられる。

政策・制度面では、国家教育戦略 3（2015-2020）において教師の質の向上が重要項目と

して引き続き明記されており、TG や教員教育の必要性にかかる政策は、協力終了後も継

続すると判断できる。

組織・財政面に関しては、アフガニスタンがいまだ復興プロセスの段階にあり、国際社

会からの財政支援に頼っている状況から、自立への道のりには時間が必要である。

３－３ 効果発現に貢献した要因

(1) 計画内容に関すること

両国の開発計画及び政策と整合し、受益者のニーズに合致した計画内容であったことが

挙げられる。

(2) 実施プロセスに関すること

アフガニスタン側の治安悪化により、現地ワークショップ・モニタリングによる教員へ

の直接的な活動が困難であるなか、新規教員養成だけでなく、現職教員研修をも担う TTC
での TG の普及・活用を深めることに重点を置いたことで、本邦研修による中核的人材の

育成と現地活動計画の策定支援、及び、現地コンサルタントによる TTC 向けワークショッ

プ実施支援を実施できた。

また、質の高い TG 開発及び TG の活用促進に寄与した定期的なモニタリング、そして

STEP1・2 から蓄積された TG 開発の知識と技術の活用や、G-1～6 の TG を使用した教員

による TG の活用促進にみられるように、STEP 1・2 からの成果を十分に活用したことが

挙げられる。

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

アフガニスタン側の治安悪化により、一部のワークショップやモニタリングの実施が困

難となり本プロジェクト内容の変更を余儀なくしたことが挙げられる。
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(2) 実施プロセスに関すること

治安悪化によって、本プロジェクト期間中に日本人専門家の派遣ができなかったことが

挙げられる。

３－５ 結論

プロジェクトは、TTC 教官、学校教員及び教育分野の行政官の能力を強化することで、より

質の高い授業の手引きとなる TG 及び TTC 教材の活用を促進し、モデル州における TTC 及び

小学校の理数科授業の改善をめざした。

しかし、プロジェクト期間中の治安状況の悪化が日本人専門家の現地への派遣を阻害した。

このような困難な状況下においても、本邦研修及び日本から現地職員への指示を通じ、TTC 教

材を普及するための「全国 42 校向けの TTC ワークショップ」及び「TTC 教官のための TG イ

ントロダクション・ワークショップ」が開催され、それぞれ 122 名及び 87 名の教官が参加した。

また「教育マネジメント・ワークショップ」が開催され、モデル州及び PDM 変更前のサブモ

デル州から約 4,300 名の学校管理者や教員が参加した。NSC の業務完了報告から結果的に、①

約 9 割の教員が TG を活用するようになり、②ルーブリック評価（5 項目）による教員のパフ

ォーマンスが向上し、③教員はより前向きになり、かつ、授業を楽しむようになっている。こ

れらの実績から、成果及びプロジェクト目標は達成されたと考えられる。

最後に、2005 年開始以降のアフガニスタンの教師教育強化についての JICA の主な貢献を以

下のとおり総括する。

1) アフガニスタンにおいて史上初の G-1～6の全科目の TGが開発され、全国に配付された。

2) TTC 教官は、授業における TG 及び TTC 教材の活用方法を習得した。

3) TG が教育省教師教育局（Teacher Education Department：TED）により正式に承認され、

TTC における一般教授法教材に採用された。

4) TG の有効活用により TTC 及び小学校の授業が改善された。

5) TTC 教官及び小学校教員の授業に対する意識が前向きに変わった。

6) 生徒が授業を受ける際により活発になり、内容をよく理解し、質問を行い、グループ学

習に参加し、関心を示すようになった。

7) TG の重要性が授業の改善に重要であることが関係者に広く認識されるようになった。

8) 日本人専門家と密に協働することによって、本プロジェクトに関与した TED 及び PED
の職員の教師研修及び TG 開発能力が向上した。

３－６ 提言

(1) TG の改訂を含む印刷及び配付

TG は、TTC 教官及び小学校の教員から高く評価され、必要とされている。一方で、毎

年 TTC 教官及び学校の教員の数は増加している。さらに、今後カリキュラム改訂がなされ

る場合にはそれに応じて TG も改訂される必要がある。そのため、MoE は TG の印刷・配

付・改訂のための資金を国内外から確保することが強く望まれる。また、プロジェクトの

活動を通じ育成された人材を活用し、カリキュラムの改訂に沿った TG の改訂をタイムリ

ーに行っていくことが TED に期待される。
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(2) TG 活用スキル向上のための指導

教員の TG 活用スキルは、教員が受けた研修により大きな差がみられる。つまり、同じ

学校の教員であっても、教授スキルに大きな差があり、授業の質にもばらつきがある。こ

の課題を解決するために、MoE は、アフガニスタンの全小学校の校長に対し、定期的な学

校会議を開くようしかるべき指導を行うべきである。その定期的な学校会議の場で、教員

が、TG の有効活用に関する取り組みやグッドプラクティスを共有できることが可能とな

る。このような地道だが継続的な努力によりアフガニスタンの教員の TG 活用スキルを向

上させることが可能になると思料される。

(3) 地方行政官による先を見越したモニタリングの計画策定及びその定期的な実施

小学校における授業のモニタリングは地方行政官により定期的に実施されるべきであ

る。もし財政面での制約があるのであれば、モニタリングの間隔を 2 年に 1 回にするなど

の柔軟な措置をとるべきである。モニタリングは、たとえ期間が空いたとしても定期的に

実施することが重要である。つまり、地方行政官は学校訪問を事前によく検討のうえ計画

し、その計画に従って実施すべきである。その意味で、TED が教育技術的見地からまた財

政面から地方行政官を継続的に支援することが望まれる。

３－７ 教訓

(1) 中核を担う人材の強化

プロジェクトは治安悪化の影響を大きく受け、日本人専門家がアフガニスタンに滞在す

ることが不可能となった。しかし、このような困難な状況下でも、それまでに日本人専門

家により育成されてきた現地の中核となる適切な人材が重要な役割を果たし、さまざまな

活動を実施した。このような人材の数は多くはないが、彼らは十分に教材内容と諸手続き

に熟知しており、困難なときにその培われた能力を最大限に発揮した。このように有能で

気配りができ、信頼できる人材の強化は、万が一日本が直接支援することが難しい環境下

においてもプロジェクトを実施するうえで欠かせない存在となる。

(2) 不安定な治安状況下における手交による教材の配付

プロジェクトにおいて、TG は、TTC 教官や学校教員が実際に参加した研修やワークシ

ョップを通じ、手渡しで配付された。受講者に対し開発した教材を手渡しする、という簡

素だが確実なアプローチは、治安が悪化し、容易に現地に赴くことが困難で、資金面や交

通手段の制約がある他国の同様のプロジェクトでも導入することができると考えられる。

(3) プロジェクト形成段階からの他の開発パートナーの巻き込み

本プロジェクトの計画にはなかったが、TG は他の開発パートナーによって印刷され、

モデル州以外に他地域にも配付された。このことは、プロジェクト形成段階（あるいは正

式な開始前）から他の開発パートナーと密接かつ定期的にコミュニケーションをとること

によって、彼らの関心を喚起し、信頼を醸成し、JICA の技術協力プロジェクトへの補完的

支援を得ることを可能にすることを示唆している。



viii

(4) 日本国内の専門機関からの技術支援

日本人専門家がアフガニスタンに滞在することができなくなった後も、日本側協力機関

である鳴門教育大学の関係者は、JICA アフガニスタン事務所を通じてプロジェクト活動の

モニタリングを継続し、ワークショップ実施時には、メールやテレビ電話も活用して計画・

実施結果をレビューし、必要に応じて改善のための指導を行ってきた。こうした技術支援

が、プロジェクトが実施するワークショップの質の確保に大きく貢献した。遠隔であって

も、日本の専門機関による技術支援体制を整備することはプロジェクト活動の質の確保に

重要である。




