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発表内容

• 中南米地域の教育開発

• 主要課題と協力ニーズ

• JICAの教育協力（技術協力）

• 事例紹介（技術協力プロジェクト、研修員受入事業）

• 日本の学校教育への着目点

• 教訓・留意点

• 日本型教育展開の可能性

• JICAの民間連携事業
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中南米地域の教育の現状

中南米地域： 独立国33ヵ国 総人口6.3億人 識字率93.5％

学齢人口： 初等教育 60,026,888人（2017）

前期中等教育 35,892,644人（ 〃 ）

後期中等教育 31,413,186人（ 〃 ）

未就学者数： 初等教育 2,833,222人（ 〃 ）

純就学率： 初等教育 93.1％ ＞ 89.4％ WR （ 〃 ）

中等教育 76.9％ ＞ 65.8％ WR （ 〃 ）

最終学年残存率：初等教育 84.5％ ＞ 80.7％ WR （2016）

留年者割合： 初等教育 4.2％ ＞ 3.2％ WR (2017)

前期中等教育 8.6％ ＞ 3.3％ WR （ 〃 ）

【出典】UIS Statistics, Education (http://data.uis.unesco.org/ ), UNESCO Institute for Statistics （2019.07.30 最終アクセス） 3



中南米地域の教育開発の方向性
国際的 地域的

開発全般 教育開発（基礎教育）

1990 年
万人のための教育世界宣言（EFA）

1979/81 年
基幹教育プロジェクト（PPE）

2000 
ミレニアム開発目標（MDGs）

2000
ダカール行動の枠組み

2002 
ラテンアメリカ及びカリブ海地域
教育プロジェクト（PRELAC）

2015 
持続可能な開発目標（SDGs）

2015
Education 2030／仁川宣言
（→ “SDG4-Education 2030” ）

2017/18
SDG4-Education 2030ロードマップ

SDG4 「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。」

Equity & 
Inclusion

Quality
Educators
(Teachers)

Lifelong 
learning

Access

EDUCO, Escuela Nueva, 
Telesecundaria, etc.
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【出典】 “World Development Report 2018: Learning to Realize Education’s Promise”, World Bank, 2018. 

貧困

格差や環境も影響

民族

ジェンダー 災害

障害

居住地

紛争

子どもが学校できちんと
学べていない。

最重要課題：“Learning Crisis”への対応

5



生徒の学力の現状（H国の例）

【出典】 JICA専門家帰国報告資料, 2018. 
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初等中等教育における
学習成果の向上

“Last 5%”の児童生徒の
教育・学習機会の保障 中核人材の育成

1. 学習時間の確保

シフト制解消、全日制への移行、
学校カレンダーの適正化・遵守、
教員の能力向上、補習・家庭学
習の奨励、民間学習塾の活用等

2. 児童生徒の学びの改善

主体的学習への転換、教科書の
完全配布と有効活用、副教材の
整備、ICTの導入と活用等

3. 学力評価の拡充

試験制度・学力調査方法の改善、
評価基準の明確化、試験問題の
適正化、結果分析・フィード
バック方法の改善、国際的・地
域的学習到達度調査への参加等

4. 積極的是正策の実施

教育機会・形態の多様化、奨学
金・就学奨励金の拡充、通学手
段の確保、寄宿舎の整備、制
服・学用品の供与、学校給食の
提供、インクルーシブ教育の推
進等

5. 学習環境の整備

安全な学校の整備、衛生的なト
イレと水場の設置、女性教員の
登用、教員手当拡充による教員
の適正配置、カリキュラムの弾
力的運用、母語に配慮した教材
教具の整備、複式指導や個別指
導の充実、合理的配慮の実施等

6. 高度な専門性を有する
実務者の育成

7. 実践的な研究者の育成

国内外への留学(大学・大学院)、
国内外での短期・長期研修と
フォローアップ、共同研究、
人事交流、e-ラーニング促進等

＜Teachers＞

教師教育制度の改革、教員免許
取得条件の見直し、教員養成課
程の学士化、教員養成課程入学
者選抜の改善、教員採用試験の
見直し、教員研修内容・形態の
多様化・適正化等

主要課題と協力ニーズ
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JICAの基礎教育協力（技術協力）

ドミニカ共和国

ホンジュラス

エルサルバドル  

ニカラグア

チリ

パラグアイ

コロンビア

ペルー

メキシコ

ハイチ

数学教育アドバイザー
（専門家）予定
2020.2-2022.2

教育政策アド
バイザー
2015.6-2016.6

算数副教材作成支援プロジェクト
2016.8-2019.11

2016

地域と歩む学校づくり支援プロジェ
クト　2013-2016

教育政策アドバイザー
（専門家）
2013.3-2015.3

初中等教育算数・数学指導力向上プロジェ
クト　2015.11-2019.06

2019

みんなにわかりやすい中等数学
プロジェクト 2017.1-2019.7

前期中等数学科教育の質改善プロ
ジェクト　2016.11-2019.7

基礎教育数学向上
2013.12-2015.12
(専門家）

数学指導力向上プロジェクト

フェーズ3
2015.11-2018.12

算数指導力向上プロジェクトフェーズ2
2006.4-2011.3

F/U

算数指導力向上プロジェクト
フェーズ2
2009.11-2012.10

算数指導力向上プロジェクト
2006.4-2009.3

チアパス州都市部スラム地域における女
性の生活向上プロジェクト
2005.4-2008.3

初等教育算数指導力向上プロジェクト
2006.4-2011.3

算数教育改善プロジェクト
2005.12-2008.12

学校運営管理改善プロジェ
クト　2006.7-2009.1

カナス・スヨ地方教育ネットワー
ク教育運営強化　2005.10-2008.10

教師教育
教材改訂P
2013-2014

特別支援教育教員養成プロジェクト
2010.6-2012.11

初等教育算数指導力向上プロジェク
ト　フェーズ2  2012.9-2015.9

2008

教育の質向上を目指した
地域参加促進ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2006.6-2008.5

F/U

ボリビア

グアテマラ

算数指導力向上プロジェクト
2005.05-2010.05

2006 2009 2010 2011国

数学・自然科学教員養成システム強化プロジェクト
2003.10-2008.3

初等教育算数指導力向上ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
2006.4-2009.3

学校教育の質向上プロジェクト
2003.7-2010.7

算数指導力向上プロジェクト
2003.4-2006.3

2003年度 2004 2005 2012 2013 2020 20212014 2015 2017 20182007

「算数大好き」広域プロジェクト 中米広域算数・数学教育協力

研修員受入事業（2015以降）

「『子どもの学びを保障する』へき地教育の振興―SDGsの 達成
に向けて（Ｂ）」＠北教大 （2014-19）

「インクルーシブ教育実践強化」＠高知大→筑波大 （2017-22）

「初中等教育課程における算数・数学教育の質の向上」＠岡山
大（2016-21）

JICA海外協力隊（2019年6月時点）

中南米地域「人的資源」分野327名派遣中／全体の57.5%に相当
（cf. 全職種計 569名派遣中）

※ 「日系社会ボランティア」は中南米地域のみ存在。

技術協力プロジェクト＋個別専門家派遣
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JICAのTVET・高等教育協力

グアテマラ
職業訓練指導技術向上（PROTS）コース
プロジェクト

2006.05-2011.03

エクアドル 社会的弱者のための職業訓練強化プロジェクト 2008.11-2011.10

エクアドル
実践的手法による訓練コースの開発と運営管理
プロジェクト

2012.03-2014.03

パラグアイ
産業界のニーズに応える高度技能人材育成
プロジェクト

2016.06-2020.05

技術協力プロジェクト

課題別研修

職業訓練の運営・管理と質的強化（Ｃ） 2019-2021 JICA九州

JICA海外協力隊

前述の「『人的資源』分野327名派遣中」に含まれる。
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民間連携事業・草の根技術協力

民間連携事業 0件／ 26件（2010-2018年度）

草の根技術協力 16件／172件（2003-2018年度）

アルゼンチン
ブエノスアイレス市公立小学校における実践的環境教育プログラム「kids' ISO 
14000」を活用した環境意識改善プロジェクト

2011.07-2015.01 （特非）国際芸術技術協力機

グアテマラ
伝統沖縄空手古武術指導を通じた青少年の育成 2008-2010 那覇市文化協会

世界複合遺産「ティカル国立公園」の保存と活用を通した住民の生活向上支援P 2014.05-2017.03 （国大）金沢大学

パラグアイ
貧困女性のための縫製技術向上プロジェクト 2007.09-2010.02 （特非）フンダシォンマーノ・ア・マー

ノアルトパラナ州青少年のための縫製技術、コンピューター技術職業訓練プロジェクト 2011.02-2016.01

ブラジル

ブラジル国アマゾン自然学校プロジェクト 2003.10-2006.03 （特非）野生動物を調査研究する会

アマゾン天然繊維の活用・技術指導による生活向上計画 2005-2007 浮浪雲工房

アマゾン遠隔地学校における健康づくりプロジェクト 2007.09-2010.02 （特非）HANDS

サンパウロ市の固形廃棄物管理に係る環境教育及び社会啓発の向上 2008-2010 大阪市環境局

リオデジャネイロ市の貧困地域に暮らす子どもたちへの教育支援事業 2012-2014
埼玉県教育委員会

社会教育活動施設の子供たちへの教育支援～指導者の資質向上を目指して～ 2014.10-2017.03

サンパウロ州小学校教員の環境教育指導力向上事業 2014-2016
（公財）しまね国際センター

サンパウロ州カサパーバ市における環境教育推進事業 2017-2019

ボリビア ボリビア多民族国の初等教育における総合的な学習および算数教育の向上計画 2017.04-2019.03 （国大）鳴門教育大学

メキシコ 地域の活性化に果たす教育の役割
2002

東京都八王子市
2003
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事例1：中米広域算数・数学教育協力

作成教材 小学校 中学校 高校 教員養成（大学） 教員研修

エルサルバドル TX・TG・WB・CR TX・TG・WB・CR TX・TG・CR TG・CR TX・CR

ホンジュラス TX・TG・CR TX・TG TX・TG CR TG・CR

ニカラグア TX・TG・CR TX・TG・WB TX・TG・WB CR（・TG） CR

グアテマラ TX・TG・CR TX・TG・CR - TG・CR CR

TX: 教科書、TG: 教師用指導書、WB：練習帳、CR: カリキュラム（改善提案）

作成教材 教員研修 教室での教材使用

専門家＝日本の教育の媒介者／通訳者
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事例2：課題別研修

へき地教育振興＠北海道教育大学 インクルーシブ教育実践強化＠高知大学

3学年対象の複々式模擬授業

学校林での体験学習

インクルーシブ教育実践校での授業参観

グループディスカッション

研修員＝日本の教育の評価者／伝達者
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日本の学校教育への着目点

国家
（地方）

地域
社会

学校

学校運営 学級経営

学校支援（住民参加）

教育制度

教育行政

学校整備

教育政策

教員養成

就学促進

学校運営

教育課程

教材整備校内研修

教員研修

教育財政

学習支援授業

教育評価

13



教訓・留意点

1. 中南米地域の文脈に即した「合理性」を理解する。

→ 日本基準の不用意な「ダメ出し」は全てを台無しにする。

2. 楽をしつつ（楽しみつつ）直ぐに結果が出るものを。
→ 「苦労や努力は当然」という考え方はほぼ理解されない。

3. 理論に固執するも実践での学びが特に効果的。
→ 「やってみせ、やらせてみせて、ほめてみせ」

（原文「やってみせ、言って聞かせて、させてみせ、ほめてやらねば、人は動かじ」 ）

4. 「アミーゴ（友人）」としての信頼獲得が全ての基本。
→ 人間関係が業務の助けに。継続的支援と人材育成がカギ。

5. 公教育はすべて無償。教育市場は富裕層が主流。
→ 教育による社会階層間移動が限定的なので費用負担は困難。

新たな教育市場を創り出せるか？
14



日本型教育展開の可能性

「日本型教育」の規定と現地ニーズの把握を前提に、

1. 既存情報の現地語化と発信（eラーニング含む）

2. 課題別研修への日本型教育紹介の組み込みや
日本型教育紹介セミナー（招聘・研修）の開催

3. 日本型教育を希望する教育機関（日系/私立学校、
民間教育機関/企業）への支援拡大

4. 日本人学校への現地児童・生徒の受け入れや
現地の近隣校との交流の促進

5. 現地の大学/研究機関/企業との共同研究/講座

6. 初中等留学生の受け入れや現地日系企業ベース
の技術研修やインターンの実施

7. 官民連携のプラットフォーム設置（日本センター等）

はじめの
一歩として

15

日本語が障壁

実績あり
タイミング次第

ボランティア
派遣実績あり

日本人学校の
存続にも貢献

STEM教育需要

欧米と差別化

ビジネスニーズ



民間連携事業：事業ステージ毎のメニュー

【出典】 https://www.jica.go.jp/priv_partner/activities/index.html （2019.07.30 最終アクセス） 16



教育分野の民間連携事業の事例

【出典】 https://www2.jica.go.jp/ja/priv_sme_partner/document/954/F172001_summary.pdf （2019.07.30 最終アクセス） 17



JICAによる情報提供

まずはご相談から！
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