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評価調査結果要約表 
１．案件の概要 

国名：ニジェール共和国 
案件名：みんなの学校：住民参加による教育開発

プロジェクト 

分野：基礎教育 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：人間開発部 基礎教育グループ

基礎教育第二課 
協力金額（評価時点）：256,403,000 円 

協力期間 

（R/D） 

2012 年 5 月～2016 年 5 月 

（4 年間） 

先方関係機関：初等教育・識字・国語推進・市民

教育省（MEP/A/PLN/EC） 

日本側協力機関：なし 

他の関連協力：なし 

１－１ 協力の背景と概要 

国際協力機構（JICA）はこれまで「住民参画型学校運営改善計画（みんなの学校プロジェクト）

フェーズ 1」を通じて学校運営委員会（Comité de Gestion des Etablissement Scolaires：COGES）1

〔その後、学校分権化運営委員会（Comité de Gestion de Décentralisation d’Etablissements 

Scolaires：CGDES）2に改称〕設置のモデル確立を支援、また、同プロジェクトのフェーズ 2 に

より、確立したモデルの全国普及を支援し、結果として全国のすべての小学校において CGDES

による教育改善活動が行われるに至った。学校レベルにおける教育マネジメント改善に CGDES

が果たす役割は大きく、CGDES はこれまでも学校活動計画の策定・実施を中心に、補習を通じ

た学習時間の確保や、コミュニティのリソース動員による施設改善など、教育改善に貢献して

きている。これらの取り組みを通じて、生徒の卒業試験合格率の向上など一定の成果が見られ

つつある。他方、高い退学率や留年率といった著しく低い内部効率（教育投資に比して教育さ

れた人材が輩出されない）及び教育の質の問題について依然として解決できていない状況にあ

る。その背景には、教員の質や少ない授業時間のほか、教育システムのマネジメントの問題や、

予算や資機材といった教育開発に必要なリソース配分の分権化は進んでおらず、学校レベルで

活用できる教育リソースは極めて限られているなどの課題もあり、依然として教育セクターの

課題が山積している状況にある。 

このような背景のもと、ニジェール政府からわが国に対して、教育の質とアクセスの更なる

改善のためにはフェーズ 2 までに全国に確立された CGDES を通じて学校レベルで活用できる

リソースを拡大し、その適正な活用に向けた CGDES の能力強化を含む制度の確立を目的とし

たプロジェクトの要請がなされた。同要請を受けて 2012 年 5 月から 2016 年 5 月までの 4 年間

の予定で「みんなの学校：住民参加による教育開発プロジェクト」（以下、「本プロジェクト」）

が開始されており、現在、長期専門家 3 名（CGDES 能力強化、CGDES モニタリング、業務調

整）が派遣中である。 

 

 

                                                        
1 COGES（学校運営委員会）現在は、中等教育省（MES）のみ本名称を表記しています。 
2 CGDES（学校分権化運営委員会）は、初等教育・識字・国語推進・市民教育省（MEP/A/PLN/EC）のみ旧称 COGES から改

称した名称を表記しています。 
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１－２ 協力内容 

(1) 上位目標 

住民参加型の学校運営を通じて基礎教育の質とアクセスが向上する 

 

(2) プロジェクト目標 

ニジェールの教育開発（教育のアクセス及び質）に向けて、CGDES の学校運営の役割と

能力が強化される 

 

(3) 成果 

1) 教育開発（教育のアクセス及び質）に貢献する CGDES の活動が継続して実施される

制度が確立される 

2) パイロット実施対象地域において、リソース管理・運営のための CGDES の役割と能

力が強化される 

3) 教育行政分権化において、CGDES を生かした関連政策が策定され、実施される 

 

(4) 投入（2014 年 8 月時点） 

（日本側） 

 専門家派遣：（長期）延べ 5 名（CGDES モニタリング、CGDES 能力強化、業務調整）

 （短期）2 名（チーフアドバイザー、ベースライン調査） 

 機材供与：車両、事務物品など（約 5,810,000 円） 

 活動経費（約 14,719,000 円） 

内容：会議費、ローカルコンサルタント契約費、成果品作成、調整部執務室拡張

工事費など 

 本邦研修：参加者 5 名 

 

（ニジェール側） 

 カウンターパート：17 名 

 活動経費（見返り資金：約 10,910,000 円、国家予算：約 7,320,000 円（うち執行額

約 1,490,000 円） 

２．評価調査団の概要 

担当分野 氏 名 所属先 

団長/総括 橘 秀治 JICA 人間開発部基礎教育第二課 課長 

協力企画 松崎 瑞樹 JICA 人間開発部基礎教育第二課 主任調査役 

評価分析 阿部 久美子 個人コンサルタント 

通訳（日－仏） 西山 明美 一般財団法人日本国際協力センター 

調査期間 2014 年 7 月 28 日～8 月 15 日 評価種類：中間レビュー 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

(1) 成果の達成度 

成果 1：教育開発（教育のアクセス及び質）に貢献する CGDES の活動が継続して実施され
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る体制が確立される 

 フォーラム・アプローチは、プロジェクト開始当初は全国を対象に州教育フォーラム

を実施予定であったが、教育フォーラムのあり方について更なる検討を要するという

結論に至り、タウア州でパイロット活動を実施することが決定された。2014 年 6 月に

タウア州にて州教育フォーラムを実施し、その後タウア州の全 44 連合が連合総会を開

催した。今後同州で 2 回のフォーラム実施を経て、プロジェクト終了までに「持続す

るフォーラム・モデル」の構築が見込まれる（指標 1）。 

 教育の質改善を重視した CGDES 活動は、2013～2014 年度において 92％の CGDES で

実施されている（指標 2）。 

 CGDES モニタリングのための各連絡会議実施実績については、回数に増回はみられな

いものの、2013 年 3 月からの見返り資金拠出再開により、CGDES 監督官会議は定期

的に実施された。今後はモニタリング費が国家予算に計上されたことから、安定的な

実施が見込まれる。CGDES モニタリング・システムの制度化へ向けて、調整部のデー

タ集計・分析能力の向上と、調整部がより主体性をもったモニタリング活動が期待さ

れる（指標 3、指標 4）。 

 中等学校への COGES 導入に関しては、ニアメ市のパイロット 3 校を対象に活動が開

始されたものの、2013 年 8 月の省庁改編により中等学校が他省の管轄となり、活動が

中断している（指標 5、指標 6）。 

 「質のミニマム・パッケージ」開発に至っては、算数ドリル 7 冊、プレ算数ドリル 3

冊が開発され、プロジェクト地域で試行された。事前事後テスト結果では、すべての

学年において成績向上が認められており、有効性が実証される見込み。 

 教員初期研修への CGDES モジュールの導入は 2015 年夏に実施予定。 

 

成果 2：パイロット実施対象地域において、リソース管理・運営のための CGDES の役割と

能力が強化される 

 リソース管理・運営の研修モジュール第 1 版及び改訂版が開発され、パイロット 120

校を対象に活動が実施された（指標 1）。補助金の運営管理における証憑書類提出率は

100％であり、CGDES により運営管理されたリソースも介入前の 2011 年度と比較し

2012 年度は約 2 倍、2013 年度早く 2.5 倍の増回が認められた（指標 2）。さらに、教育

の質改善重視の活動計画を行った CGDES の割合も全体として増加した（指標 3）。 

 

成果 3：教育行政分権化において、CGDES を生かした関連政策が策定され、実施される 

 2014 年 4 月に発行された 2012 年度教育統計年鑑に CGDES 活動成果が挿入され、

CGDES 活動に対する国家の認識の高さが確認された（指標 1）。また、CGDES 活動支

援モニタリングにかかる活動が調整部の活動計画に挿入され、予算化が実現し、指標

は達成されたが、調整部の更なる能力強化の必要性が認められた（指標 2）。なお、

CGDES 活動モニタリングシステム制度の承認は、プロジェクト終了まで達成される見

込み。 

 リソース管理・運営に係るパイロット活動は終了し（成果 2）、今後モデルの改良を図

り政策への反映をめざしている。既にパイロット活動成果を活用した GPE/AFD コモ
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ンファンド基礎教育支援プロジェクトによる補助金供与が 2014 年から予定されてい

ることから、今後、初等教育・識字・国語促進・市民教育省（以下、「初等教育省」と

記す）の政策または計画に組み込まれる見込みは高い（指標 3）。 

 

(2) プロジェクト目標達成見込み 

ニジェールの教育開発（教育のアクセス及び質）に向けて、CGDES の学校運営の役割と

能力が強化される 

CGDES 総括表回収率は確実に増加している（2011 年度：88.1％、2012 年度：89.2％、

2013 年度：92.1％）（指標 1）。パイロット地域のリソース運営・管理活動における資源

の割合も、介入前の 2011 年度と比較して、2012 年度は約 2 倍、2013 年度は約 2.5 倍の

増加が認められた（指標 2）。しかしながら、プロジェクト目標が全国の CGDES を対象

としているのに対して、指標 2 はパイロット地域に限定した指標設定となっているため、

指標の修正が示唆される。 

 

(3) プロジェクト上位目標達成見込み 

住民参加型の学校運営を通じて基礎教育の質とアクセスが向上する 

教育指標（就学率、留年率、中退率、初等終了率）は全体的に緩やかな改善傾向が確認

されている（指標 1）。また、学習達成度の改善についても、初等修了試験合格率が 2011

年度の 56.7％から 2012 年度の 57.2％と緩やかな上昇がみられた（指標 2）。他方で、初等

教育修了試験が 2013 年度より廃止となったため、学習達成度の改善を図るための他の指標

を設定する必要がある。 

 

３－２ 評価結果の要約 

(1) 妥当性：非常に高い 

ニジェールの教育政策文書「教育及び研修セクター計画（PSEF 2014-2024）」に、地方分

権化にともなう CGDES の役割や能力強化、権限の強化を図ること、州・県・コミューン

それぞれの教育行政レベルの能力強化が明記されている。日本の援助政策に至っては、2008

年の第 5 回アフリカ開発会議（TICAD IV）で採択された行動計画のなかに、西アフリカに

おける「みんなの学校」モデルを基礎に学校運営改善のためのプロジェクトを 1 万校に拡

大することを目標としており、さらに 2013 年実施の TICAD V でも引き続きこの拡大を推

進していくとしており、ニジェール側のニーズ及び日本の政策との整合性は高い。 

また、実施方針の適切性に関し、教育環境整備のためのリソースが限られているニジェ

ールでは、CGDES によるリソース動員、運営管理がますます求められており、ニジェール

の地方分権化の流れのなかで、CGDES は教育政策でも重要な役割を担うものとして学校運

営の権限が与えられている。したがって、CGDES の役割と能力強化による教育のアクセス

と質の向上をめざす本プロジェクトのアプローチは妥当である。 

 

(2) 有効性：高いが、指標の修正が必要 

プロジェクト目標は、現在設定されている指標のうえでは既に達成されている。しかし、

その指標が妥当であったか（特に 2 つ目の指標）という問題がある。すなわち、現在設定
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されている指標が達成されたとしても、プロジェクト目標である「ニジェールの教育開発

（教育のアクセス及び質）に向けて、CGDES の学校運営の機能と能力が強化される」が達

成されたとは言い切れない。CGDES の機能と能力強化のためにプロジェクトでは指標に反

映されていない重要な活動にも多く取り組んでおり、これらを考慮したうえでも、プロジ

ェクトの有効性はおおむね高いものの、本来これらの活動や成果に関する指標を含める必

要があり、指標の再検討が必要とされる。 

 

(3) 効率性：高い 

中等学校に対する活動が省庁再編の影響により中断を余儀なくされているが、それ以外

については、成果はおおむね達成される見込みである。活動の進捗も、調整部との月例会

を通じて円滑なコミュニケーションにより効率的な情報共有が行われている。また、すべ

ての研修にロールプレイ（寸劇）を取り入れた手法により、学校レベルまでの技術移転が

より効果的、効率的に実現されていることが、聞き取り調査でも確認された。さらに、実

施中における質のミニマム・パッケージに係るドリル学習の評価は大変高く、拡大を望む

声も多いことから、今後の展開活動がスムーズに実施されることが見込まれる。 

安全管理上の理由などにより、専門家派遣の遅れや中止、さらに日本人専門家の移動制

限によるモニタリングの遠隔操作を余儀なくされている状況のなかで、ローカルスタッフ

や NGO を 大限に活用し、また調整部とのコミュニケーションを密にすることで、効率

的な業務が図られている。こうした観点から、日本人専門家や現地業務の投入に対して、

中間レビュー調査時点で発現されている成果は期待以上であるといえる。 

 

(4) インパクト：高い 

中間レビュー調査時点での上位目標の達成見込みは、教育の質向上をめざす CGDES 活

動が中心に実施されていることにより、多くの関係者が高いと認識しており、実際、就学

率、留年率、修了率に関しては、改善傾向が確認されている。 

ポジティブなインパクトとしては、ニジェールの「みんなの学校」は近隣諸国のモデル

国となっていることが挙げられる。2013 年から 2014 年にかけて、ブルキナファソ、セネ

ガル、そしてコートジボワールとの経験共有が実施されている。コートジボワールで実施

中の JICA プロジェクトでは、ニジェールで開発された学校運営改善モジュールが、参考

事例として有効に活用されていることが確認された。視察を通じて近隣諸国とのネットワ

ークも構築されつつあり、西アフリカ全体としての学校運営活動の効果発現に寄与してい

る。 

 

(5) 持続性：中程度 

政策・制度面については、「妥当性」の項目でも述べているとおり。プロジェクトがめざ

す CGDES 活動モニタリングの制度化に関し、プロジェクト終了までに達成される見込み

であることから、それが実現されることで CGDES 活動を包括的に支援するための政策が

構築されることとなる。したがって政策面での持続性は担保されているが、モニタリング・

システムの確実な制度化が期待される。 

組織・財政面に関し、CGDES モニタリング費用は、既にプロジェクトの成果として国家
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予算への計上が実現した。CGDES 連合については、地方自治体との連携が重要。連合の予

算は各 CGDES からの会費と市町村からの支援により賄われているが、連合によっては市

町村が協力的でないケースも見受けられる。実施中のフォーラム・アプローチでは、CGDES

連合と地方自治体の連絡協議会の設置に取り組んでいるため、このような体制が広がり、

連合活動が安定することが期待される。学校レベルにおける CGDES は保護者からの分担

金により成り立っており、以前に比べて、保護者の学校に対する意識が格段に向上し、協

力的であることが聞き取り調査で確認された。しかしながら、補助金供与のパイロット地

域では、補助金が供与されたことにより、保護者が会費を払わないという問題も発生した。

今後、補助金供与の際にはこのような補助金供与による負の影響を 小限に抑えるように

CGDES に対して質の高い研修を確実するなど留意する必要がある。 

なお、CGDES への補助金に関しては、GPE/AFD コモンファンド基礎教育支援プロジェ

クトによる支援が 5 州 2,800 校を対象に供与されることが決まり、2014 年度より 4 年間補

助金が対象校に供与される。これらの補助金が適切に活用・管理されるようにするため、

プロジェクトの成果を活用して、CGDES 調整部が研修等を実施する予定である。補助金供

与が成果を上げるためには、供与の前に適切な研修等が必要であり、資金協力と技術協力

の有効な連携が期待される。 

技術面については、モニタリングに係る技術移転の加速と、継続性を踏まえた質のミニ

マム・パッケージのモデル開発が期待される。CGDES 活動モニタリングに係る各種セミナ

ー・会議の開催については、これまでの合同モニタリングにより技術移転が確実に実施さ

れてきた一方で、CGDES 活動のデータの収集・分析方法については、まだ十分な技術移転

がされているとはいえず、カウンターパート側からも、この点の能力向上を望んでいるこ

とが確認された。さらに、調整部の年間活動計画策定能力及びその評価に係る能力が不足

しているとの自己評価をしている。質のミニマム・パッケージのパイロットサイトからは、

ドリル学習のファシリテータの継続性の問題が指摘された。現在はパイロット段階である

ことから、今後の活動展開においては、こういった継続性の問題も考慮しつつ、モデル開

発をすることが重要となる。 

 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

(1) 徹底した研修の実施 

各種研修は、シミュレーション手法という、実際の活動を想定したロールプレイ（寸劇）

を研修受講者が自ら演ずることで、効果的な技術移転に成功している。識字率の低いニジ

ェールにおいて、住民への知識伝達が容易ではないため、こうした研修手法は大変効果的

であった。さらに、カスケード方式によるすべてのレベルへの研修、特に住民レベルまで

徹底されたことも、効果発現に貢献している。 

 

(2) 適切なモニタリングと成果の発信 

補助金導入に伴う「リソース管理・運営」活動では、適切なモニタリングとその結果を

広く公表することで、その成果が認められ、他ドナーによる補助金供与支援において、プ

ロジェクトが開発した研修ツールが活用されるに至った。 
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(3) キーパーソンの本邦研修への参加 

本邦研修参加を契機に、カウンターパートのプロジェクトに対する理解度が増した。

CGDES モニタリング費用が国家予算に計上された背景には、本邦研修に参加した事務次官

の強いバックアップがあったことで実現しており、タイミングよくキーパーソンを本邦研

修に招聘したことが効果の発現に寄与している。 

 

３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 

CGDES 調整部の能力強化に関し、調整部が本来担うべき学校活動計画総括表の集計・分析作

業をプロジェクト事務所側が実施していたという点が確認された。この作業の技術移転につい

ては既に議論され、活動が開始されたところである。調整部が担うべき業務のなかで、技術移

転が必要なものを早い段階で話し合い、合意されてなかったことが、技術移転の遅れにつなが

った。 

 

３－５ 結論 

評価 5 項目に関し、妥当性、有効性については高い。効率性についても限られた投入で、必

要な活動を担保するためのさまざまな工夫がなされ、比較的高い効果が発現していることが確

認された。インパクトについては、特に質のミニマム・パッケージによる上位目標達成見込み

が確認された。他方、持続性については政策・組織面では比較的高いと判断されるものの、持

続性の確保をより確実なものにするためには特に財政面、技術面に関してニジェール側への確

実な技術移転と、CGDES と地方自治体との連携強化の必要性が確認された。 

なお、「有効性」の項目で述べているとおり、今後のプロジェクトの方向性をより明確にする

ためにも、成果の整理と指標の修正及びこれに伴う活動の整理による PDM の改訂が必要であ

る。 

 

３－６ 提言 

(1) CGDES 調整部の能力強化・技術移転の加速（初等教育省、プロジェクトに対して） 

情報集計や統計、分析能力に関する能力強化に加え、将来の調整部に関連する活動や予

算等に関する計画策定能力、実施、評価に関する能力を強化する必要がある。これらの能

力強化を行うために、今後半年以内に技術移転計画を策定し、実施する必要がある。 

 

(2) CGDES モニタリング・システムの強化及び持続性確保（初等教育省、プロジェクトに対

して） 

CGDES モニタリング・システムは、既に CGDES 連合などの制度化により住民レベルか

ら州レベルまでは機能していることが確認された。今後は、州レベルでの取り組みを中央

の CGDES 調整部が管理・監督しつつ、全国の CGDES 活動を総合的に評価し、今後の方向

性・戦略を策定しつつ、具体的活動の計画立案、実施につなげてく必要がある。また、CGDES

活動の中長期的な持続性確保の観点から教員養成課程へ CGDES モジュールの導入が重要

であり、教員養成課程へ着実に導入されるように、そのためのモニタリング費用を CGDES

調整部にて措置する必要がある。 
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(3) CGDES 連合と地方自治体の連携強化（初等教育省、プロジェクトに対して） 

地方分権化政策は、ニジェール政府が掲げる重要な政策であり、CGDES 活動は同政策に

掲げられた目標の具現化に貢献している。この CGDES 活動をより効果的、持続的にする

ために、州知事をはじめとする地方分権に関連する地方自治体関係者や教育行政関係者な

どとの連携を更に強化する必要がある。州レベルの教育課題解決のための計画策定、実施

を行う枠組み作りの試みが、タウア州にて持続性を高めた形でフォーラム・アプローチと

して開始されている。今後も同取り組みを継続し、評価を行いつつ、他州への拡大を見据

えて取り組みの成果を実証していく必要がある。 

なお、この枠組みの他州への拡大にあたっては、初等教育省が予算を確実に確保するこ

とが必須であることから、2016 年度予算計画策定時である 2015 年 3 月までに予算額を確

定し予算策定への反映のための準備に取りかかる必要がある。 

 

(4) 各種パイロット活動の全国展開に向けた計画策定（初等教育省、プロジェクト、JICA に

対して） 

1) 補助金パイロット活動 

補助金に係るパイロット活動の結果から、補助金を有効に活用し、学校運営の改善、

特に子どもの学力向上に寄与する活動を促進するためには、CGDES 及び関係者に対する

補助金の管理と補助金を有効活用するための能力強化が必須であることが明らかになり

つつある。したがって、同能力開発のための研修パッケージが、ニジェール国内での学

校に対するあらゆる補助金導入の際の必須パッケージとして初等教育省にて承認され、

全国展開を実施する基盤となるよう働きかけを行う必要がある。このためには、確実に

教育の質の改善につながるよう補助金モデルの完成度を高めるために、引き続きプロジ

ェクト活動において補助金パイロット活動を継続、実施していくことが求められる。 

2) 質のミニマム・パッケージ 

これまでのパイロット活動の成果として関係者の聞き取り調査結果から、質のミニマ

ム・パッケージの取り組みによる成果として、生徒の算数ドリルを通じた学力向上が確

認されている。今後、引き続きパイロット活動の実施を通じて、学習効果の確認を行い、

同パイロット活動の拡大に向けて経験を蓄積してモデルを確立する。また、質の向上に

向けた効果的な取り組みとして同成果をパイロット地域以外の州の CGDES にも、経験

共有セミナーの機会を通じて共有する。なお、算数ドリルのコンテンツについては、関

係者の聞き取りから、子どもの学習進度が早く更なるコンテンツの必要性が確認できた

ことから、JICA とプロジェクトは、速やかに更なるコンテンツの開発に着手する必要が

ある。 

 

(5) 中等レベルのプロジェクト活動の軌道修正（中等教育省、プロジェクトに対して） 

中等教育省では COGES 担当部署が既に存在しているものの体制整備が進んでいない

ことから、体制整備がなされた後、速やかにパイロット活動を再開し、初等教育での経

験を生かし、機能する中等学校の COGES モデル確立に向けたパイロット活動を実施す

る必要がある。また、プロジェクト終了までには、パイロット活動を完了し、機能する

COGES モデルを完成させることが期待される。 
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(6) プロジェクト関係者間での情報共有などのあり方（初等教育省、プロジェクトに対して）

プロジェクト成果発現の 大化に向けて、今後更なる関係者間での情報共有が不可欠で

ある。策定済みの次期半年間活動計画（2014 年 8 月～2015 年 2 月）に基づき、プロジェク

トチームと CGDES 調整部が各活動の実施主体と体制を確認することで協働のための体制

を整備していくことが期待される。また、半年間の活動計画をブレークダウンした月間活

動計画を基に月 1 回のプロジェクトチームと CGDES 調整部の定例会を着実に実施すると

ともに、プロジェクト専門家は CGDES 調整部をより頻繁に訪問し、テーマに応じた打合

せなどを随時行うことが必要である。また、プロジェクトの基本情報や成果、特に新たな

取り組みの情報発信が重要であることから、広報のための映像や媒体を通じた発信ツール

の更なる整備が必要である。 

 

(7) PDM の改訂（初等教育省、中等教育省、プロジェクトに対して） 

今回の中間レビュー調査で提示する PDM の改訂案を基に、関係者間で検討を行い、10

月末までに合同調整委員会（JCC）を開催のうえ、改訂を行う。また、これに併わせて活

動計画（PO）についても改訂を行う。 

 

３－７ 教訓 

(1) 地方分権化におけるボトムアップ型アプローチの有効性 

フェーズ 1 及びフェーズ 2 を含む本プロジェクトでは、地方分権化の下、ボトムアップ・

アプローチにより住民が学校を支える体制をつくり、地域のニーズを住民が自ら把握する

能力の強化を行った。その住民らに把握されたニーズを、各行政レベルと共有する仕組み

をつくることで、それらのニーズに対応するための行政や教育省の役割体制が整備されて

きたといえる。地方分権化を進めようとしている国のうち、必ずしも教育行政の体制や能

力が十分に整備されていない国や地域において、このような形でのボトムアップ型アプロ

ーチは有効である。 

 

(2) 近隣諸国との経験共有によるネットワーク構築の重要性 

西アフリカの地方分権化の動きのなかで、各国で学校運営活動が実施されており、経験

共有のための視察がこれまでも実施されてきた。他国の試みや成果を知ることの影響は大

きく、互いの経験を共有することでポジティブな競争心が生まれ、プロジェクトに対する

オーナーシップの醸成にもつながっている。 

 

(3) 識字率を踏まえた効果的な知識伝達 

各種研修実施において、受講者参加型のロールプレイ（寸劇）が果たす役割は大きく、

知識伝達に大変効果的である。特に大人の非識字率の高いニジェールにおいて、この手法

により、住民レベルまでの包括的な研修を実現させた。識字率の低い国や地域などでの効

果的な研修方法として参考になると思われる。 

 

(4) 子どもの学力向上への取り組みと関係者への情報共有 

質のミニマム・パッケージでのパイロット活動の取り組みから、補習による学習時間の
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確保や補助教材（算数ドリル）の導入により子どもの学力の向上が確認された。これは、

指導する教員（指導者）へのファシリテータ研修の効果もあるが、何より副教材での学習

を通じて子どもが自ら学ぶことの楽しさや、学びを通じて達成感を得ていることが大きな

要因と推察される。また、この取り組みの開始時に実施されるプレテストにより明らかに

なる子どもの学力に関する深刻な現状を保護者や CGDES 関係者と共有することで、教育

の質（子どもの学力）の向上の必要性から住民のニーズが高まり、結果としてそのニーズ

に応えるべく CGDES 活動として実施されていることからも、子どもの学力に関する情報

共有は極めて重要である。 

さらに、補助教材による子どもへの指導を通じて、子どもの学びの過程を丁寧に観察す

ることで教員自身が子どもへの指導力を向上させる機会となっていることも特筆すべきで

ある。副教材の活用を通じて子どもの学力のみならず教員の指導力向上に寄与している取

り組み事例は、教員研修を通じて教員の指導力向上をめざしてきた多くの JICA 基礎教育

案件とは異なるアプローチであり、新たな可能性を提示するものである。 

 

３－８ その他 

プロジェクト開始以降、省庁再編により中等教育省が誕生したことから、三者（初等教育省、

中等教育省、JICA）は、中等教育省の COGES 推進室の室長を新たに合同調整委員会（JCC）

のメンバーとすることを合意した。 

 




