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前回のワークから
(どうすれば村の農家は新しい農法を受け入れると思いますか？)

• 農家は干ばつの時期になると、毎年洪水対策の一貫としてトウジンビエを貯蔵するため
政府はその手助けが出来るよう貯蔵庫を増やすための資金や貯蔵庫そのものの増加をす
る支援をすることで農家の人たちが新しい農法を受け入れるのではないかと考えます。

• 新しい農法より、従来の方法が良いと考えるのは、従来の方法に慣れていて、新しい農
法に慣れていないからだと考えます。そのため、プロジェクト実施者が、その土地の農
民に、慣れてもらいその農法を続けていけるまで親身になって教えていくことが大事だ
と思いました。

• 他の場所での成功例を説明し、農家にメリットがたくさんあるということを説明する。
そして、一軒の農家がやり、成功すれば、周りの農家もプロジェクトに参加すると思う。

【優良種子】：種子の品質の良し悪しは農産物の生産性や品質を左右する。遺伝的に純正
であること（他のものが混ざっていない）、発芽率が高く病気にかかっていない、良質で
あること。



前回のワークから(授業の感想)
• 貧困層の多くが農業就業、農村にいることから、農村の人々の生活が改善されないと貧
困問題は解決されないと思いました。

• 実際に今回の授業で紹介されていたJICAのゲームをやってみて、農家の大変さを知りま
した。作った野菜の品質が悪いと、買値が安くなったり、気候に影響を受けたりと農家
の苦労が分かりました。また、野菜を売り、買ってもらい利益が出ると、その利益から、
種や肥料の代金が引かれ、生活費も引かれると、ほとんど残りが無くなってしまうので、
学校に通わせるためのお金や、趣味や娯楽に使うお金がほとんどないことを知りました。

• 動画内で紹介されていたゲームを実際にやってみた。私は農業について何も分からな
かったが、ゲームを通して、少しではあるが農業で生活していくことの難しさを感じる
ことが出来た。天候によって収穫量が大きく左右されること、たくさん収穫しても売り
上げがわずかであること、栽培コストが思いの外かかること、利益があまり出ないこと
が分かった。最終的には赤字になってしまい、農業の難しさと農業開発の重要性を改め
て感じた。



予習課題
• 質の高い教育を得ることは、持続可能な開発を作り出すための基盤となる。生活
の質の向上に加えて、インクルーシブ教育へのアクセスは、世界最大の問題に対
する革新的な解決策を開発するために必要なツールを地元の人々に提供できる。

• 2億6500万人以上の子ども達が現在学校に通っていない。そのうちの22％は小学
校に通う年齢である。さらに学校に通っている子ども達でも読むことと算数の基
本的なスキルが不足している。過去10年の間に、すべてのレベルで学校へのアク
セスが増え、就学率、特に女性と女児の就学率増加に対して大きな進歩がみられ
た。基本的な識字能力は大幅に向上したが、普遍的教育目標を達成するために更
に大きな前進のため、より大胆な取り組みが必要である。例えば、世界は初等教
育における男女の平等を達成したが、すべてのレベルの教育で男女の平等を達成
した国はほとんどない。

• 質の高い教育が不足している理由は、適切な訓練を受けた教員の不足、学校の状
態の悪さ、村落部の子ども達に提供される機会に関連する公平性の問題による。
貧しい家庭の子ども達に質の高い教育を提供するためには、奨学金、教師養成の
ワークショップ、校舎や学校への水道、電気のアクセス改善に投資が必要である。



国際教育開発

Ｑ１. 教育分野には、どのような課題がありますか？

• 就学率の低さ
• ドロップアウト率の高さ
• 女子の就学率・修了率の低さ（男女の格差）
• 高等教育への進学率の低さ
• 学校インフラ（教室が不足、老朽化、トイレ不足等）
• 学校が遠い、交通機関の欠如、通学路の危険
• 教員が不足、教員の質、教科書が不足
• 保護者の教育への理解不足、不信感
• 子どもの教育にお金をかけれない
• 政府の予算が教育に回らない



2018年の15歳以上成人識字率（各国別）
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UNESCO eAtlas of Literacy         https://tellmaps.com/uis/literacy/#!/tellmap/-1003531175

• 過去30年で、成人識字率は大きく進展した。
• 南アジアは46％から73％へ
• 東アジアは79％から97％へ
• 北アフリカ・西アジアは64％から80％へ
• サハラ以南アフリカは52％から66％へ
• ラテンアメリカは84％から94％へ
• 7億5000万人が字の読み書きができない。
• その2分の1が南アジア、4分の1がサハラ以

南アフリカに住む。



UNESCO(2019).「Fact sheet No.56 UIS/2019/ED/FS/56

• 2000年に比べ
ると、初等教育、
中等教育、高等
教育とも、不就
学児の数は減少
している。

• ジェンダー格差
も少なくなって
いる。

2000年から2018年の間、子ども、思春期、若者の不就学の人数



UNESCO(2019).「Fact sheet No.56 UIS/2019/ED/FS/56

2000年から2018年の間の、不就学児のジェンダー格差

• 初等教育におい
て不就学児のな
かのジェンダー
格差は2000年か
ら減少していた
が、2011年以降
上昇している。

• 中等教育、高等
教育に関しては、
ジェンダー格差
は減少している。

この範囲は
ジェンダー格
差がない



UNESCO(2019).「Fact sheet No.56 UIS/2019/ED/FS/56

2018年または最も最近の、初等教育の不就学児の割合

Q2. この図から何が分かりますか？



国際社会の取り組み
1948年「世界人権宣言」の国連総会での採択
「すべての人々は教育を受ける権利がある」

1960年代 ユネスコ（1946年に設立）が非識字の撲滅と義務教育無償化の目標を設定。
アジア地域、アフリカ地域、南アメリカ地域等各地域で「世界教育会議」を開催。

1970年代 ベーシック・ヒューマンニーズの要素として教育が重要と認識される

1980年代 構造調整の中で教育など福祉関係の予算が大幅に削減される

1990年 万人のための教育世界会議（ジョムティエン会議）
「全ての人に教育を(EFA :Education For All)」の理念の浸透

2000年 ダカール世界教育フォーラム

「ダカール行動枠組み」 EFA達成に向けた6つの目標

「国連女子教育10年イニシアティブ（UNGEI)」

2000年 国連ミレニアムサミット

MDGs(ミレニアム開発目標) 目標２「普遍的初等教育の達成」
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黒田一雄・横関祐美子編（2005）「国際教育開発論」有斐閣



ダカール行動枠組みが掲げた6つの目標

1. 最も恵まれない子どもたちに特に配慮した総合的な乳幼児のケア及び教育の拡大及び
改善を図ること

2. 女子や困難な環境下にある子どもたち、少数民族出身の子どもたちに対し特別な配慮
を払いつつ、2015年までにすべての子供たちが、無償かつ義務で質の高い初等教育へ
のアクセスを持ち、就学を完了できるようにすること（MDGにも採用）

3. 全ての青年および成人の学習ニーズが、適切な学習プログラムおよび生活技能プログ
ラムへの公正なアクセスを通じて、満たされるようにすること

4. 2015年までに、成人（特に女性の）識字率の50％改善を達成すること。また、全ての
成人が、基礎教育および継続教育に対する公正なアクセスを達成すること

5. 2005年までに、初等および中等教育における男女格差を解消すること。2015年までに、
教育における男女の平等を達成すること。この過程において、女子の質の良い基礎教
育への十分かつ平等なアクセスおよび学業達成について、特段の配慮を払うこと
（MDGにも採用）

6. 特に読み書き能力、計算能力および基本となる生活技能の面で、確認ができかつ測定
可能な成果の達成が可能となるよう、教育のすべての局面における質の改善並びに卓
越性を確保すること 11

ユネスコ（2015）「EFAグローバルモニタリングレポート2015」



EFAグローバルモニタリングレポート2015

【目標１：最も恵まれない子どもたちに特に配慮した総合的な乳幼児のケア及び教
育の拡大及び改善を図ること】

• 乳幼児死亡率は50%近く低下しているものの、2013年に5歳未満で死亡した子ど
もの数は630万人で、その原因の多くは予防可能なものであった。

• 子どもの栄養状態は著しく向上している。しかし世界全体では、今なお子どもの
4人に1人が年齢の割に低身長である。これは、必須栄養素が慢性的に不足してい
ることを示している。

• 2012年の世界の就学前教育の就学者数は1億8,400万人で、1999年からおよそ3
分の2増加した。
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ユネスコ（2015）「EFAグローバルモニタリングレポート2015」



EFAグローバルモニタリングレポート2015

【目標２：女子や困難な環境下にある子どもたち、少数民族出身の子どもたちに対し特別
な配慮を払いつつ、2015年までにすべての子供たちが、無償かつ義務で質の高い初等教
育へのアクセスを持ち、就学を完了できるようにすること】

• 初等教育純就学率は、1999年の84%から2015年には93%を達成する見込みである。

• 純就学率（%）は大幅に伸び、1999年から2012年の間に少なくとも20ポイント上昇した
国は17カ国以上、うち11カ国がサハラ以南アフリカの国であった。

• 就学率が上昇したことは明らかだが、一方で2012年の不就学児童の数は約5,800万人と、
不就学児童の減少は足踏み状態にある。

• 就学率が向上する一方で、中途退学は依然として問題である。32の国々、主にサハラ以
南アフリカでは、入学した子どもの少なくとも20%が最終学年まで到達しないと予測さ
れている。

• 2015年の期限までに、低中所得国の子どもの6人に1人（約1億人）が初等教育を修了し
ていないと予測される。
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ユネスコ（2015）「EFAグローバルモニタリングレポート2015」



EFAグローバルモニタリングレポート2015

【目標３：全ての青年および成人の学習ニーズが、適切な学習プログラムおよび生
活技能プログラムへの公正なアクセスを通じて、満たされるようにすること】

• 進学率および残存率の向上を反映し、前期中等教育への粗就学率は1999年には
71%だったのが、2012年には85%に上昇した。前期中等教育の就学者数は1999年
以降急速に増加した。

• 初等教育から中等教育への進学にも格差は存在する。たとえばフィリピンでは、
小学校を卒業して前期中等教育に進学する子どもは、最も裕福な家庭の子どもが
94%であるのに対し、最も貧しい家庭では69%にすぎない。

• 情報が得られた94カ国の低中所得国の大半が、1999年以降に前期中等教育を無
償化する法律を定めた。そのうち66カ国は憲法で保障し、28カ国は別の法制上の
措置を講じた。2015年時点で前期中等教育が無償でないのは、ボツワナ、ギニア、
パプアニューギニア、南アフリカ、タンザニアなどの数カ国だけである。
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EFAグローバルモニタリングレポート2015

【目標４：2015年までに、成人（特に女性の）識字率の50％改善を達成すること。
また、全ての成人が、基礎教育および継続教育に対する公正なアクセスを達成す
ること】

• 成人非識字者の数はおよそ7億8,100万人である。非識字率は2000年の18%からわ
ずかに下がって、2015年には14%になると見込まれており、非識字率を50%低下
させるというダカール行動枠組みの目標は達成されなかった。

• 2000年に識字率が95%以下だった73カ国のうち、2015年までに非識字率を半減
させたのはわずか17カ国である。

• 識字率のジェンダー格差解消に向けた進捗はみられるが、十分ではない。識字者
数が2000年に男性100人に対し女性90人未満だった43カ国すべてが平等に近づい
たが、いずれも2015年までに目標は達成できないだろう。
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EFAグローバルモニタリングレポート2015

【目標５：2005年までに、初等および中等教育における男女格差を解消すること。2015
年までに、教育における男女の平等を達成すること。この過程において、女子の質の良
い基礎教育への十分かつ平等なアクセスおよび学業達成について、特段の配慮を払うこ
と】

• 初等教育レベルでは、データが入手可能な国の69%が2015年までにジェンダー格差解消
を実現すると予測されている。中等教育レベルにおける進捗はそれよりも緩やかで、
2015年にジェンダー格差解消が実現すると見込まれる国は48%である。

• 深刻なジェンダー格差への対処には進捗がみられる。1999～2012年に、小学校就学者の
数が男子100人に対し女子90人未満の国の数は、33カ国から16カ国に減少した。

• 不就学児童のなかでは、男子よりも女子の方が一度も就学しない割合が高い（男子：
37%、女子：48%）一方、男子は中退率が高い（男子：26%、女子：20%）。ひとたび
入学すると、最終学年に到達する割合は女子の方が高い。

• サハラ以南アフリカでは、一度も小学校に行かない割合が一番高いのは、依然として最
貧困層の女子である。ギニアおよびニジェールでは2010年、不就学児童の割合は最富裕
層の男子が20%未満であるのに対し、最貧困層の女子では70%超だった。
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EFAグローバルモニタリングレポート2015

【目標６：特に読み書き能力、計算能力および基本となる生活技能の面で、確認が
できかつ測定可能な成果の達成が可能となるよう、教育のすべての局面における
質の改善並びに卓越性を確保すること】

• 初等教育における教師一人当たり児童数は、データが入手できる146カ国中83%
の国で減少した。ただし、データのある国の3分の1で、訓練を受けて国家基準に
達した小学校教員の割合は75%未満であった。

• 前期中等教育レベルでは、データのある105カ国中87カ国における教師一人当た
り生徒数は30人未満である。

• 1990年には国家基準に従って12の学力調査が実施されたが、2013年までにその
数は101に増えた。
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2015年時点でのEFA達成度

Ｑ３．「EFAグローバルモニタリングレポート2015」の概要か
ら、2015年時点で、EFAの何が達成し、何が残された課題であ
るといえるでしょうか？



Sustainable Development Goals（SDGs)

Goal 4: Ensure inclusive and quality education for all 
and promote lifelong learning
(すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促進する)

【2015年の状況】

• 5,700万人の子どもが学校に通えていない

• その半数以上は、サハラ以南アフリカで暮らす

• 小学校就学年齢で学校に通っていない子どものおよそ50%は、紛争地域に住む。最貧
層世帯の子どもが学校に通っていない確率は、最富裕層の子どもの4倍に上る。

• 世界は初等教育で男女の平等を達成しましたが、すべての教育レベルでこの目標を達
成できている国はほとんどない

• 1990年から2015年にかけ、15歳から24歳の若者の識字率は世界全体で、83%から
91%へと改善した。

19国連広報センター
http://www.unic.or.jp/news_press/features_backgrounders/15775/



ＳＤＧｓ 目標４の進捗状況（2019年）

1. 読み書きのできない成人の数

2. 最低限の読み書きと算術が
できない子どもと思春期の若者の数

3. 6歳から17歳の子どもの＿＿人に1人
は学校に通えない

4. サハラ以南アフリカでは過半数の学校で＿のアクセスが欠如。
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7億5000万人
3分の2は女性

6億1700万人

5人に1人

基本的な飲料水 洗面設備 インターネット コンピューター

https://www.unic.or.jp/activities/economic_social_development/sustainable_development/20
30agenda/sdgs_report/

https://www.unic.or.jp/activities/economic_social_development/sustainable_development/2030agenda/sdgs_report/


事例：ニジェールの教育問題

【ニジェールの教育の課題】
• 初等教育の就学率の低さ2004年 52%、女子は40%未満）
• 教育の質の低さ
• 地域間格差
• 男女格差（女性の3人に1人は15歳未満で結婚→学校に行かれない）

【課題の背景】
• 学校数の絶対的不足
• 学校に対する地域住民・親の理解不足

ニジェール政府は「教育改革10か年計画（2003年～2012年）を策定。
教育のアクセス、教育の質、教育システムの改善を目標
→これを実現するために、教育の地方分権化をすすめる

JICAのHP, https://www.jica.go.jp/project/niger/003/outline/index.html



教育改革10か年計画（2003年～2012年）

【学校運営委員会】

•各学校に校長、教師代表、保護者代表、母親会代表の6名で構
成される学校運営委員会を設置

•教科書・文房具の受け取り・管理、契約教員の管理、補助金の
運営管理

•学校運営の効率化。住民の学校運営や教育開発への参加によ

り、住民の間に根ざす、学校への不信感を払拭し、学校とコミュ
ニティの心理的距離を縮めることを目的とした。

JICAの「みんなの学校プロジェクト」は、この政策を支援



ニジェール JICAみんなの学校プロジェクト

•多くの学校運営委員会は十分機能しない。

•学校運営委員会の機能強化を目標

•「みんなの学校プロジェクト フェーズ１」を2004年～2007
年に実施

•学校運営委員会により、住民の力で教室建設・不足教材の購入

•就学機会の拡大・教育の質の改善

JICA HP 2017年10月27日アクセス



みんなの学校プロジェクト JICA ビデオ
➀ みんなの学校が開く未来

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=HTA0vUBANrE&feature=emb_logo

➁住民参加による教育開発モデル

https://www.youtube.com/watch?v=dHo_TA7yRxY

③学校運営委員会活性化

https://www.youtube.com/watch?v=emCXjVt9yUk

④質のミニマムパッケージ
https://www.youtube.com/watch?v=TVA4XhcHPvY

⑤補助金有効活用モデル

https://www.youtube.com/watch?v=36yytj0h8Fs&list=PLq4Q49ttPGrlGY6QsNPgrYyEaaibLyY9O
&index=19

⑥フォーラム・アプローチ

https://www.youtube.com/watch?v=T2p06HXBL6U&list=PLq4Q49ttPGrlGY6QsNPgrYyEaaibLyY
9O&index=20

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=HTA0vUBANrE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=dHo_TA7yRxY
https://www.youtube.com/watch?v=emCXjVt9yUk
https://www.youtube.com/watch?v=TVA4XhcHPvY
https://www.youtube.com/watch?v=36yytj0h8Fs&list=PLq4Q49ttPGrlGY6QsNPgrYyEaaibLyY9O&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=T2p06HXBL6U&list=PLq4Q49ttPGrlGY6QsNPgrYyEaaibLyY9O&index=20


ビデオ「みんなの学校プロジェクト」

下記の動画を見て、下記に答えましょう。

https://www.youtube.com/watch?v=dHo_TA7yRxY

1. 学校には当初どのような問題がありましたか？

2. 教員は、当初どのような問題を抱えていましたか？

3. 政府はどのような対策を講じましたか？

4. 学校運営委員会を機能させるためには、何が必要でしょうか？

5. 学校活動計画で重要なことは何ですか？

6. 自分たちに出来ることとして村の人たちは何をしましたか？

https://www.youtube.com/watch?v=dHo_TA7yRxY


ビデオ「みんなの学校プロジェクト」

1. 学校にはどのような問題がありましたか？
教室が足りない
文具・教材、机・いすが足りない
教員が足りない／教員が来ない

2. 教員はどんな問題を抱えていましたか？
学校に来ない（副業しないと生活できない）

3. 政府はどのような対策を講じましたか？
学校運営委員会を設立。
保護者と学校が話し合う場を目指した

保護者は学校に不信
子どもを送らない

地元の有力者が委員
会を占め、保護者は
意見を言えない

JICA channel1「ニジェールみんなの学校プロジェクト➁住民参加による教育開発モデル」



学校運営員会を機能させるためには？

１．風通しのよい組織づくりのための民主的選挙

無記名の投票。住民集会で説明。
→選ばれた人、投票した人が学校に関心を持つ
→有能な人がリーダーになる
→自由に意見を言える場になる

JICA channel1「ニジェールみんなの学校プロジェクト➁住民参加による教育開発モデル」



学校運営員会を機能させるためには？

２．活動を民主的に立案する学校活動計画

何を、いつまでに行うのか明確に
住民集会で話し合う。自分たちができることを具体的にする

①問題の把握

②問題の分析と解決策の提示

③優先順位付け

→住民集会で提示。住民からの意見を反映して修正

→住民からの承認を得る

JICA channel1「ニジェールみんなの学校プロジェクト➁住民参加による教育開発モデル」



学校運営員会を機能させるためには？

３．学校運営委員会が持続的に機能するためのモニタリング

•内部モニタリング（学校運営委員会による）
①計画した活動が予定通り実施されているか
②問題はないか
→改善策を次期計画に活かす

•外部モニタリング（行政官による）
①問題がないか確認
②学校運営委員会にアドバイス
③教育省に報告

JICA channel1「ニジェールみんなの学校プロジェクト➁住民参加による教育開発モデル」



学校活動計画で重要な点

1. すべての意思決定は住民集会で。コミュニティ全体の参加と合
意を得た計画

2. コミュニティで実現可能な計画

3. 活動計画に必要な資源は、コミュニティで調達可能であること

JICA channel1「ニジェールみんなの学校プロジェクト➁住民参加による教育開発モデル」



プロジェクトを通した変化

【村の人たちがしたこと】

•藁葺の屋根と泥のレンガで教室を作った

•教員に住居と食料を提供
→教員が生活を気にせず仕事に集中できる
→やりがいをもって教えられる

【村人と学校の関係の変化】

•村人と学校の信頼関係が出来上がり、村人が学校運営に参加

JICA channel1「ニジェールみんなの学校プロジェクト➁住民参加による教育開発モデル」



ニジェール JICAみんなの学校プロジェクト

• ニジェール国住民参画型学校運営改善計画 2004年1月～2006年12月

• 同プロジェクト フェーズ２ 2007年8月～2012年1月

• ニジェール国住民参加による教育開発プロジェクト 2012年5月～2016年5月

• 同プロジェクト フェーズ２ 2016年12月～2020年4月

初等教育の就学率2004年52%  2009年63.5% 2014年74.2％

男女格差は依然、大きい

教育の質も依然、問題あり。2014年仏語圏アフリカ共通学力テストでニジェールは調査対象
の2年生、6年生共に言語、算数とも10か国中最下位。

初等教育のアクセスは改善してきたが、2014年～2015年の中等前期教育就学率29.5％、ジェ
ンダー平等指数0.7（１が平等）、地域間格差も残る

JICA HP https://www.jica.go.jp/project/niger/003/outline/index.html



事例：初等教育の改善

事例を読んで、下記を考えましょう

•質問１ D村の小学校には、どのような課題があるでしょうか？

•質問２ 挙げられた課題の原因は何ですか？

•質問３ あなたがJICAの専門家として、この村の初等教育を改善
するプロジェクトを任されたら、どのような活動をしますか？
上記に挙げた課題ひとつずつに対して、対応策を考えましょう。



事例 初等教育の改善

D村の小学校の課題 考えられる原因

教室の環境が悪い
（狭い、椅子がガタガタ）

教室が足りない。椅子など備品を購入する、教室を増設する予算
がない

教授法がつまらない
（生徒は板書を移すだけ）

教員が教授法の研修を十分に受けていない。

学校が遠い 教育への予算が足りず、学校の数が足らない

先生の休みが多い・自習 教員の給与が低い・未払いが続き、教員が副業したりストライキ
をしたりするため学校に来ない。

D村の人々・保護者は小学校が役
に立つのか疑っている

教員の休みが多く子どもは自習するなら学校にいる時間がもった
いない、子どもが畑の手伝いをした方がよいと考える。

D村の人々・保護者は学校運営委
員会に不信を抱いている

学校運営委員会は村の有力者と行政官で仕切り、村人の意見を取
り入れないと考えている。

村の人が教室増設に協力しない 村人が教育を受けていないので、教育の大切さを理解していない

教員に給与が払われない 州政府・中央政府が適切な予算配分をしない



日本政府の国際教育協力への戦略

• 2015年9月、外務省は日本の教育分野の国際協力の新たな戦略
として「平和と成長のための学びの戦略」を策定。

• 2015年2月に閣議決定された「開発協力大綱」の教育分野の課
題別政策として策定。

•基本原則として；
１）包摂的かつ公正な質の高い学びに向けた教育協力
２）産業・科学技術人材育成と社会経済開発の基盤づくりのた
めの教育協力
３）国際的・地域的な教育協力ネットワークの構築と拡大

外務省㏋より https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_002475.html



外務省㏋より https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_002475.html



JICAの教育分野の協力指針

【教育分野の課題】（2015年時点）

1. 学びの質
初等教育の急激な拡大に、教室の増設、教員の養成、教材の整備等が追い付か
ず、教育の質に影響が出ている。
高等教育においては、グローバル化に対応できる人材を育成できるカリキュラ
ムを採用する国が増加。国際的な「質の保証と適格認定」の枠組みの設置が必
要。

2. 教育における格差
初等教育へのアクセスは改善されたが、不就学児の半数以上が女子。紛争地の
子どもも不就学。貧困、ジェンダー、障害、民族・言語、居住地域等による格
差が残る。
中等・高等教育でも就学率は上昇したが、ジェンダー格差、農村と都市、貧困
層と富裕層、国家間の格差は残る。

JICA（2015）「JICA教育協力ポジションペーパー」



JICAの教育分野の協力指針

3. 若者の雇用とスキル・ディベロプメント
若年層の失業率が増加。産業界と教育の連携による職業訓練
教育（TVET）の充実が必要。産業界とのスキルのミスマッチ
が生じないように。また専門技能だけでなく、チームワーク
や職業

4. イノベーションを生み出すための人材育成
地球規模課題の解決に向けて、イノベーションを生み出せる
人材が必要。高等教育機関に世界レベルの研究環境が必要。

JICA（2015）「JICA教育協力ポジションペーパー」



教育協力をめぐる近年の変化

• 2000年にEFAとMDGの目標が設定され教育協力の環境が変化。

• 多くの国で教育政策が明確になった。一方、均質化が進んだ。

• 国際学力調査の活用が進む。多面的な「教育の質」「学力」を定
義・測定する方法について研究・議論がさかんになる。

• 私立学校や大学の増加、民間企業やNGOの教育協力への参入により
教育機会は拡大されたが、質の保証が問題となる。

• 教育へのICT利用が進むが、アクセスできない人々もいることから
教育のデジタル格差が広がる。

• 紛争や災害により子どもの教育が影響を受ける。大学など教育機関
が紛争の標的にされる例もある。

JICA（2015）「JICA教育協力ポジションペーパー」



JICAの教育分野の協力指針

JICA（2015）「JICA教育協力ポジションペーパー」

• 「人間の安全保障」の
考えを根底に置く。

• 教育の段階や国の状況
（紛争など）によって
学びが途切れないよう
に支援する。

• 就学前教育から初等教
育、中等教育、職業訓
練、高等教育、ノン
フォーマル教育と包括
的、一貫した支援



JICAの教育分野の協力指針

JICA（2015）「JICA教育協力ポジションペーパー」

• 学びのサイクルを強化
するための学びの改善
の総合アプローチ

• カリキュラム作成支援、
カリキュラムに沿った
教科書・学習教材の作
成支援、教員養成・教
員の能力開発のための
支援、アセスメントの
改善支援と連続させて
一貫性のある支援を行
う。



教育分野の支援について

•女子教育支援は大きなテーマです

•詳しくは、「ジェンダーと開発」の授業で扱います



習熟度の確認（テスト）について

•Ｗ８の授業（11月12日）に前半の習熟度の確認を実施します。

•本来の授業時間（木曜日の４限）に実施します。

•１４時５０分～１７時までの間に、teamsに提示されるテスト
に回答し、teamsに提出します。

•授業のppt資料を参考にして構いませんが、ppt資料やインター
ネットサイトの情報をコピペしてはいけません。課題を理解し、
自分の言葉で記述しましょう。

•試験は記述式です。〇Ⅹや選択式ではなく、みなさんの理解度
を見るような記述問題です。



Maternal and Child Health (MCH) Handbook is an integrated home-based record, which covers all the stages of 
maternal, newborn, and child health (MNCH) from antenatal care to delivery, postnatal care, child vaccinations and 
child growth monitoring. Since MCH Handbook is one of home-based records (HBRs) to be kept at the families’ 
hands as opposed to facility-based treatment records, it serves as the practical tool available at home. In practice, 
MCH Handbook is the HBR that effectively: (i) promotes self-monitoring and self-learning of MNCH; (ii) guides
health workers to ensure provision of nationally standardized services; (iii) helps health workers monitor their 
clients’ health; and (iv) facilitates communications on MNCH between health workers, mothers and their families. 
Therefore, health ministries of developing countries, in close collaboration with development partners, have been 
investing in developing, piloting and scaling up MCH Handbooks. Japan International Cooperation Agency (JICA) is 
one of major development partners that have been ardently assisting developing countries in implementing
MCH Handbooks for decades.

次回までの予習課題
１．母子保健について、日本がどのような協力を発展途上国において行っ
ているか、調べて概要をまとめる（10行程度）。

２．下記の英文を日本語に訳しましょう。

https://libopac.jica.go.jp/images/report/1000030133_01.pdf



まとめ

1. ビデオ「みんなの学校プロジェクト」をみて、どう思いまし
たか？

2. 事例「初等教育の改善」に取り組んで、どう思いましたか？

3. 本日の授業の感想を述べてください。


