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ロヒンギャ難民の少女ロヒマ（13歳）、バ

ングラデシュのコックスバザール・キャン

プにある学習センターにて。 
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エチオピア、シェコレ難民キャンプ。外でサッカーをする南スーダンの小学生たち。 

ECWの資金拠出により、この地域の安全で包括的な教育へのアクセスの支援が行われています 
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「教育を後回しにはできない基金（ECW）」がパートナーとともに目指し

ていることは、緊急事態や長期化する危機の影響を受けた子どもと青少年
（注1）の教育への投資です。それは、グローバルな教育目標である持続可能

な開発目標の目標４（SDG4）の達成に資するものです。SDG4は他の目

標の基礎となる目標であり、その達成が実現しなければ、他のすべての

SDGsは達成されないままとなるでしょう。本年次成果報告書は、2021年

にECWとそのパートナーが、すべての危機的状況にある子どもと青少年が

質の高い教育を受け、より良い学習成果を得られるように共同で支援した

成果と教訓をまとめたものです。 
 

注1：ECWは、「子どもと青年」を、危機の影響を受ける、あらゆる多様性を持つ3歳から18歳までの少女・少年と定義しています。ECWは、ジェンダー、障害者、

難民・避難民、移住者、年齢、学齢（就学前、中等教育の支援を含む）から生じる脆弱性に特に注意を払いながら、最も必要としている人々を支援することに尽力し

ています。 

教育を後回しにはできない基金 

Education Cannot Wait（ECW） 

年次成果報告書 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年はECWにとって極めて重要な年でし
た。同基金は、緊急・長期的危機における教育
（EiEPC）のための国連グローバル基金として5
周年を迎えました。 
ECWは2023年の増資を前に、2023年から2026
年までの新しい戦略的計画期間に実施される事業の
準備を進めています。 

 

2021年は、ECWの設立以来、最も成功した
資源動員の年でした。2021年、厳しい状況
にもかかわらず、教育が中断された子ども・
青少年のために3億8,860万米ドルを動員し
ました。ECWは、2016年から2021年の間
にECW信託基金に10.7億米ドルを動員し、
現行の戦略計画（2018-2022年）で設定し
た目標を上回るものとなりました。 

 

2016年以来、ECWは世界で最も困難な人道的状
況下で事業を実施し、690万人の子どもと青年
（48.4%が少女）に支援を行い、そのうちの
370万人の子どもと青年（48.9%が少女）が、
2021年の助成金による活動で支援を受けまし
た。ECWは同年、新型コロナウイルス感染症の
対応策として、180万人の子どもたちに支援を届
けることができ、その結果として支援を受けた子
ども・青少年は3,120万人にのぼりました。新型コ
ロナウイルス感染症対応策の支援対象のうち、少女
が51.85％を占めています。 

ECWは、紛争や長期化する危機、気候変動による災
害の影響を受けている国々に資金拠出をしていま
す。ECWは2021年、174件の助成金（コロナ関連
助成50件を含む）を通じて32カ国を支援しました。 
支援活動は、37の助成対象団体とその実施パートナ
ーにより実施されました。ECWとパートナーは、世
界で最も多くの強制移住者（国内避難民、難民、帰
還民）がいる国々すべてにおいて事業を実施してい
ます。アフガニスタン、バングラデシュ、ブルキナ
ファソ、チャド、コロンビア、コンゴ民主共和国、
エチオピア、ガザ・西岸、イラク、レバノン、ナイ
ジェリア、パキスタン、南スーダン、スーダン、ソ
マリア、シリア、ウガンダ、イエメンです。 

 

2021年、ECWは3つの資金拠出（複数年レジリエ
ントプログラム基金／MYRP、第一次緊急対応準備
金／FER、加速のための基金／AF）を通じて、助
成団体に新たに1億4,300万ドルを拠出しました。
6件の新規MYRP（ブルンジ、イラク、レバノン、
リビア、パキスタン、スーダン）と1件の継続
MYRP（バングラデシュ）が、総額1億2,120万米
ドルで承認され、12件のFER（1,900万米ド
ル）、13件の新規AFグラント（260万米ドル）も
承認されました。2021年に新たに拠出されたこれ
らの助成金により、ECWの活動実施中の助成金は
総額4億9,580万米ドルに拡大しました。 

 

 



 

 

 

 

 
 

2022年6月、ECWは世界全体で約2億2,200万人の学齢期

の子どもたちが危機の影響を受け、そのうち7,820万人が

学校に通えず、1億1,960万人が学校に通っているにもか

かわらず計算力と読解力の最低限の能力を身に付けてい

ないとする推計を発表しました（注2）。また、就学前教

育、小学校、中学校のうち2,420万人は計算力または読解

力で最低限の能力を身につけているものの、危機の影響

を受けており、支援を必要とする状態であるともしてい

ます。この2億2,200万人の危機による影響を受けている

子どもたちと青少年は、彼らの未来を形成し決定付ける

であろう質の高い教育を受けていません。緊急の教育支

援が必要です。 

この新しい2億2,200万人という数字は、私たち全員に

警鐘を鳴らしています。SDG4達成の軌道に乗るために

は、危機の影響を受けたすべての子どもや青少年の学

びの旅を支援するための資金拠出と努力を再び倍増さ

せることが必要です。資金拠出は、子どもたちとその

家族のためになるだけでなく、より強く、より結束力

のある、よりレジリエントなグローバル・コミュニテ

ィの構築にも貢献します。

注２：ECWは、緊急時の教育のための機関間ネットワーク（INEE）のレファレンスグループからの技術的なインプットを得て、新しい手法と様々な情報源からのデー

タを用いて推計値を作成しています。参照：www.educationcannotwait.org/resource-library/global-estimates-number-crisis-affected-children-and-adolescents-in-need-

education



 

 

 

 
 

厳しい資金調達状況にもかかわらず、ECWは2016年から

2021年の間に、信託基金に10億7,000万米ドルを動員するこ

とに成功し、2021年にはさらに3億8,860万米ドルを追加す

ることに成功しました。二国間および多国間からの拠出金が

93.2％を占め、残りの6.8％は民間および財団からの拠出金

となりました。 

2016年から2021年のECWの上位ドナー国は、ドイツ（3億

6,410万米ドル）、英国（1億6,000万米ドル）、デンマーク

（8,890万米ドル）、ノルウェー（8,360万米ドル）、カナ

ダ（6,230万米ドル）と、欧州委員会（6,200万米ドル）と

なっています。4,000万米ドルのLEGO財団からの寄付によ

り、同財団は重要な資金拠出ドナーとなりました。2020-

2021年の拠出額全体は前年に比べて少なかったものの、

2021年のドイツの2億8,540万米ドルの拠出（注3）により減少

傾向からの脱却することができました。 

複数年レジリエントプログラム基金（MYRP）（注4）により支

援を受けている19カ国において、MYRPの実施が呼び水とな

り、ドナーやパートナーにより累積10億米ドル以上にのぼる

資金が追加されました。この追加資金は緊急・長期危機にお

ける教育（EiEPC）プログラムに拠出され、MYRPによる支援

対象者と同様の状況にある子ども・青少年を支援対象者とし

ています。追加資金のうち6億8,500万ドルは、MYRPによる

プログラムと密接に連携・調整して事業が実施されました。 

ECWは、危機の影響を受けたすべての子どもたちのため

の質の高い包括的な教育システムを求めて、世界、地域、 

国の各レベルでアドボカシー活動を継続しました。2021

年のアドボカシーパートナーには、教育のためのグローバ

ル・パートナーシップ（GPE）、政府間開発機構

（IGAD）、教育のための国際議員ネットワーク

（IPNEd）、プラン・インターナショナル、国連難民高等

弁務官（UNHCR）、世界銀行、ワールド・ビジョン・イ

ンターナショナルなど、多くの団体が含まれています。 

ECWは、「グローバルな行動要請（global Call to 

Action）」の一環として、少女教育の優先順位を高めるよ

う提言してきました。また、「安全な学びのためのパート

ナーシップ（Safe to Learn Partnership）」を通じて、

安全な学習環境の整備に取り組んでいます。ヤスミン・シ

ェリフECW事務局長は、公の場での活動において、生徒

や教育機関を標的とした暴力を繰り返し非難しています。

ECWは2021年に開催されたグローバルなフォーラムやイ

ベントにグローバル・シティズンやドバイ・ケアとともに

参加し、資金の動員や多くの人々に対するEiEPCのニーズ

の啓発に貢献しました。

注３：2021年に拠出金契約を締結。2億5,000万ユーロのうち、5,000万ユーロは現在の戦略的プログラムサイクルに充当されています。新戦略計画期間（2023-2026年）には、2

億ユーロが計上されています。為替レート：2021年12月20日付。 

注４：開始年から2021年末までの19件のMYRPが含まれ、2021年12月に承認された5件のMYRPは除外されています。 

 
 

 
戦略目標１および２ 

政治的支援を強化し、 
資金調達を促進する 



 

 

 

 
 

ECWは、ブルンジ、レバノン、リビア、イラク、パキスタ

ン、スーダンの6件のMYRPを新たに策定し、かつ、バング

ラデシュのMYRPが2021年に第2フェーズに入った結果、

これまでに24件のMYRPが承認され、2018年から2021年

の間に4億5,300万米ドルの資金が拠出されました（バング

ラデシュは初の第2フェーズMYRPとなります）。また、

ECWは2021年に12件（注5）の第一次緊急対応準備金

（FER）プログラムを承認し、20件の助成事業が約1,900

万米ドルで実施されました。これにより、FER助成金の総

数は199件となり、投資総額は1億7,100万米ドルに達しま

した。 

MYRPは長期化する危機に対応するためのものであり、より

詳細で、より長期の計画プロセスを経ることが特徴となっ

ています。このため、MYRP助成金の支出開始の期間を延長

し、支援対象国の視察日から6ヶ月間としました。2021年

には、17件の新しいMYRPによる助成事業が策定され、

2022年に事業がスタートする予定です。このうち14件の助

成は、2022年5月末までに拠出されました。 

FERの目的は、安全な教育環境へのアクセス支援と、教材、

仮設学習スペース、学校備品などの基本的な資材・場所

等の提供により、一刻も早く教育環境を回復させることで

す。FERはMYRPに比べ、計画プロセスが簡素化されてお

り、助成金も迅速に支給されます。平均的な拠出期間

は、危機発生時と新型コロナウイルス感染症対策のFER 

では 9 週間、危機の増大への対応のFER では 17 週間で

した。 

児童 1 人当たりの加重コスト（注6）は、MYRP よりも FER助

成金の方がはるかに低く、3年間のMYRP(2018-2021年)の

137米ドルに対し、2021年に拠出された6－18 カ月の FER

助成金では 53 米ドルとなっています（新型コロナウイルス

感染症対応FER を除く）。しかしながら、この子ども一人当

たりのコストは、MYRPの場合は徐々に減少している一方

で、FERの場合はこれまでの2倍となっています。この2021

年のコストの倍増は、前年と比較して子どもや青年がより包

括的な支援策によって支援されたことがその一因です。

MYRPの加重コストが低いのは、ECWの「子どものすべて

（whole-of-child）」アプローチの一環として、初期投資コ

ストの高い、学校の修理などのアクセス関連の支援策

（2019年は51%、2021年は29%）から、平等、学習、シ

ステム強化を含むより全体的な教育プログラムに焦点がシフ

トしたことが一因です（注7）。

 

 

注５：アフガニスタン、カメルーン、中央アフリカ共和国、チャド、コンゴ民主共和国、エチオピア、ハイチ、レバノン、モザンビーク、ニジェール、パレスチナ国、スーダン。 

注６：子ども1人あたりの加重予算」とは、ECWの初期資金総額を、3年間のMYRP期間（2018年～2021年）に対象となる子どもたちの総数で割ったもの。MYRP開始時（2018年）

から、子ども1人あたりの加重なし予算は254米ドル。 

注７：このアプローチは、教育現場の多部門にわたる総合的なニーズに対応するものです。言い換えれば、教育とカリキュラムの改善などの成果との関連は明らかですが、ECWは、

主流の教育領域から外れているものの、子どもたちが身体的にも精神的にも安全で安心して学べる場所を確保するために不可欠な要素に取り組むイニシアチブにも資金を提供して

います。 

 
 

 

                                戦略目標3 

共同計画を改善し、 
タイムリーな対応を行う 



 

 

ブルンジ、レバノ

ン、リビア、イラク、パキスタン、

スーダンにて新たにの6件のMYRP

を策定し、バングラデシュのMYRP

の第2期を開始しました。 

 

 
 

ECWの外部審査委員会は、2021年に策定された7件のMYRPを

比較分析しました。うち6件は、質の高い、エビデンスに基づ

く計画プロセスに基づいていることが確認され（注8）、5満点で

4.0を超えました。7件のMYRPの平均点は、質の高い計画プロ

セスにおける5つの点で4.4、プログラム実施における質の高い

エビデンスとデータの使用の点では4.2となりました（注9）。全

体として、この新たに策定されたMYRPのほぼすべてに、（ジ

ェンダー、年齢、障害の有無や富の不平等などの要因に従い）

効果的に細分化された受益者データを確実にするための指標が

設定されました。また、ECWのMYRP枠組みは、2021年にオ

ックスフォード・ポリシー・マネジメント（OPM）により独立

評価が実施されました（注10）。 

 

 

 
 

注8：質の高い計画プロセスの5つの側面：（1）プログラムの共同開発、（2）結果に基づく、（3）リスク情報に基づく計画、（4）根拠に基づく設計、（5）既存の国家政策や

戦略との整合性。 

注9：プログラム検討・設計段階における質の高い証拠とデータの活用の6つの側面：(1)適時性、(2)全体にフォーカス、(3)細分化、(4)紛争または災害に配慮、(5)システム分

析、(6)ジェンダーと公平性に関する分析 

注10：Oxford Policy Management、 Evaluation of the ECW MYRP Modality:Final Synthesis Report、 OPM、 Oxford (UK)、 2021. 
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授業が始まるのを心待ちにしているブ

ルンジの避難民の子どもたち 



 

 

 

 
 

現在までに、ECWはMYRP総資金（2,500万米ドル）の9％

を、能力開発を含むシステム強化に拠出しています。総資金

に対するMYRPの割合は、2019年に策定されたMYRPの4％

から、2021年に策定されたMYRPの14％に増加しました。 

2019年から2021年にかけて、ECWは「加速のための基金

（AF）」を通じて、調整を含むシステム強化にさらに

1,500万米ドルを拠出しました。これらの助成金は、グロー

バル教育クラスター（GEC）との複数年にわたるパートナー

シップのための資金となり、2021年の危機対応の60％が調

整され、その割合は2017年の35％と比較して増加しまし

た。2021年末現在設置されている、国際機関間常設委員会

（IASC）の教育クラスターと緊急時教育ワーキンググルー

プは27あり、そのうちの60％は専任のコーディネーターと

専任の情報マネージャーの両方を擁しています。ECWは

2021年に策定された7件のMYRPに、ジェンダーをリードす

る組織（Gender Lead Organization）としての機能を導入

し、予算をジェンダーの能力強化、モニタリング、知識拡大

のために拠出しています。 

 

 

 

注11：新型コロナウイルス感染症 FERは計算から除外しています。 

 

 

 

2021年、ECWは、障害者インクルーシブ教育、ジェンダ

ー、ローカライゼーションに関するアプローチを強化し、グ

ローバルな指針やリソースに貢献しました。 

• インクルーシブ教育：ECWは、「緊急時の教育のた

めの機関間ネットワーク（INEE）」による、緊急時にお

ける障害者インクルーシブ教育を向上させる活動を支援

し、2021年にいくつかの取り組みを開始しました。 

• ジェンダー：ECWは、INEEと国連少女教育イニシア

チブ（UNGEI） とともに、“緊急時における教育

（EiE）GenKit”を開発しました。このキットは、緊急下

におけるジェンダーと教育の成果の向上を促進すること

を目的としたリソースパッケージです。また、MYRPや

FERのパートナーやECW内部で使用するためのジェンダ

ーに特化したガイダンスも開発しました。 

• ローカライゼーション：ECWは、「グランド・バー

ゲン」のアジェンダであるローカライゼーションを支援

しています。現地や国内の組織に可能な限り直接資金を

移すことを約束しています。2021年には約22％の資金

が可能な限り直接送金さました。これは2020年と同程

度の割合となっています（注11）。 

 
 
 

戦略目標４および5 

対応能力を強化する 
エビデンスと説明責任を向上する 



 

 

ECWは、2021年に実施中の112件のMYRPとFERから抽出

した事業について、成果を示す証拠の分析を行いました（注

12）。その結果、75％のプログラムが、少なくとも一つの教

育成果について、変化の部分的証拠（1データポイント）ま

たは確固たる証拠（少なくとも2データポイント）を示して

いることが明らかになりました。2020年と同様、2021年

においても、助成団体による進捗状況の報告において、最

も多く報告された成果は、教育へのアクセス改善でした。

学習（学業のみならず社会性や情緒の発達を含む）、安全

と保護など、その他の教育成果は、測定とモニタリングが

より難しい成果です。ECWは、2020年以降のMYRPにおい

て、子どもの学習とその測定を改善してきました。また

ECWは、民間フィランソロピー団体であるPorticusの寛大

な支援により、5件のMYRPにおけるホリスティック・ラー

ニング（全体的な学習）成果の測定とシステム強化支援に

関するイニシアティブ（2021～2023 年）の初年度を終了

しました。

 
注12：サンプルは、2021年7月31日以前に開始され、2021年の年次演習の一部として報告された2021年のすべての実施中プログラム（21のMYRPプログラムおよび91のFERグラン

ト）です。MYRPデータは、MYRPプログラム数に基づいて算出されています。FERデータは、FERグラント数に基づいています。MYRPやFERプログラムでは、複数の助成団体が存在

することが多いので注意が必要です。 

 

 

 

 

 

 
2021年、ECWは、教育が中断される期間を短縮し、 教

育サービスの最速の再開を確保して危機や紛争の影響を 

受けた子どもや若者ができるだけ早く学校に戻れるように

するための支援を実施しました。MYRP資金2,100万米ド

ル（2021年に承認された7件のMYRPのシード資金予算の

29％）が、学習アクセスと継続性を高めるために策定さ

れた支援に対して拠出されました。 

初等教育は引き続き、拠出資金の大半を受け取りました

（2021年7,900万米ドル、プログラム投資総額の71.5％

に相当）。しかしECWは、就学前教育と中等教育への資

金拠出の割合を増やすことを約束しています。2021年、

ECWはプログラム資金拠出総額の11％を就学前教育に拠

出し、2019年にLEGO財団と設定した10％の目標を達成

しました。中等教育はECWの予算配分の17.4％を受けと

り、前年度より増加しました。その結果、就学前教育を受

けられる子どもの割合は2019年の5％から2021年には

9％に増加し、中等教育を受けられる子どもの割合は同期

間に3％から11％に増加しました。 

ECWのパートナーは、教育の需要側と供給側の両方から

教育への障害に取り組むプログラムを設計しました。難民

や国内避難民、あるいは緊急事態や長引く危機の影響を受

けた子どもや若者のニーズに合わせて支援を調整し、ま

た、教育を供給する側への支援策として、ECWは2021年

に25カ国において1万3,457の学習スペースの修復を支援

 
 
 

 

支援の成果１および３ 

アクセスと継続性 



 

 

し、2万845人（45％は女性）の教員と学校運営者の採用

および／または財政的支援を行いました。教育の需要側

への支援策としては、学校復帰キャンペーンなどのコ

ミュニティ活動を支援し、2021年には9カ国で

111,123人の子ども、男性、女性を対象に行われまし

た。また、ECWのパートナーは、多くの子どもたちが教

育費の不足から学校に通えないことを考慮して現金給付

を実施し、26,447人の子どもたち（57％が少女）に、教

育資金を援助しました。ECWは、家庭で定期的な栄養価

の高い食事ができない家庭のための学校給食プログラムも

引き続き支援しました。2021年には、15カ国で18万

6,000人以上の子どもたち（少女が48％）が、こうしたプ

ログラムから支援を受けました。 

2021年にECWが支援した子どもや青少年の約10％は、加

速教育プログラム（AEP）、補習クラス、キャッチアップ

プログラムなど、ノンフォーマル教育プログラムの恩恵を

受けました。ECWは、学校に通っておらず、正規の学校

に戻る見込みのない中高生の子どもたちのための職業教育

やライフスキルプログラムを支援しました。 

成果レベルの報告 

2021年に実施中の112プログラムのうち80プログラム

（71％）（注13）が現在進捗状況を報告しています。52のプロ

グラムにおいて、教育へのアクセスが測定され成果が報告さ

れました。そのうちの96％が改善を示しました。 

教育へのアクセスの成果報告と比較して、教育の継続性につ

いて成果を報告するプログラムは少なくなっています。その

理由は修了や進学・進級・公教育への移行の測定には大きな

課題があるためです。しかし、2021年に実施中の112プログ

ラムのうち38プログラム（34％）が継続性（進学・進級・公

教育への移行および／または修了）について報告していま

す。この38プログラムのうち、97％は、継続率、進学・進級

率、修了率の向上という点で、教育の継続性が改善されたと

いう証拠を示しており、70％は、AEP、補習クラス、キャッ

チアッププログラム修了後の公教育制度への移行率が50％で

あると報告しています。

 
 

 

 

 

 

 
 

 

注13：2021年7月31日以前に開始された、2021年に実施中のプログラム112件を対象に実施した分析結果 

52件のプログラムが教育への

アクセスに関する成果を報告

し、そのうちの96％がアクセ

ス改善を示しています。 
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ECWの資金は、イエメンの 危機的な
影響を受けた子どもたちが質の高い
学習環境を利用できるための事業に
拠出されています。 
 



 

 

 

 
 

設立以来、ECWは通常プログラムを通じて330万人の少女（支

援を届けた子どもたち全体の48.4％）と260万人の難民・国内避

難民の子どもたち（43％）に支援を届けてきました。2021年

ECWは、現地の知識や障害者、少女、若い女性を包摂したジェ

ンダー分析に基づく、現地主導のアプローチを重視しました。

ECWと助成団体は、多国間および国内で確立された調整メカニ

ズムなどを通じて、ジェンダー、ジェンダーに基づく暴力、およ

び障害者に関する活動を開始しました。 

2021年、通常のプログラムを通じてECWは180万人の少女（支

援対象の49％）に支援を届けました（すべてグラント）が、こ

れは前年を上回っています。さらに、2020年以降、遠隔学習へ

の支援策を含むECWの新型コロナウイルス感染症対応への資金

拠出を通じて、さらに1,620万人の少女に支援を届けました。こ

の結果は、ECWが2020年に設定した「ECWが資金提供する支援

の恩恵を受ける人の60％が少女であるようにする」という目標

に対応するものです。 

ジェンダーの平等に対するECWのアプローチは、2つの側面から

構成されています。戦略上、緊急下において少女、少年、青年が

教育を受ける際に直面する差別と、ジェンダーに基づく差別の根

本原因の双方に取り組むことです。学習空間における支援策とし

ては、ジェンダーに対応した水・衛生設備（WASH）の提供、教

材・カリキュラム・教育法などがあります。 

2021年、ECWは412,000人の国内避難民（49％が少女）

に支援を届けました。さらに、110万人の難民（50％が少

女）に対し通常ブログラムを通じて支援しました。これ

は、支援対象の子ども全体の29％にあたり、2020年の

38％から減少となりました。パレスチナ難民の子ども・

青少年は、36万人にのぼります。2021年に承認されたプ

ログラムでは、難民に拠出された資金の割合が2020年の

2,000万米ドルから、バングラデシュの難民への1,200万

米ドルを含む3,850万米ドルになりました。 

ECWは、難民に関するグローバル・コンパクト（2018

年）で示された、難民を国の教育制度に含めるという立場

を支持し、グローバル・コンパクトの枠組みを国の政策と

して実施する国を支援します。危機の影響を受けた難民受

け入れ国において、460万人の子どもと青年が学校に通っ

ていない状況にありますが、ECWの支援によってこの状

況に影響を与えることができます。ECWは、教育支援を

必要とする危機的状況にある子どもや青少年に関する新し

い報告書の中で、340万人の難民の子どもや青少年、庇護

希望者／難民と同様の立場にある人々のうち120万人が、

受入国で学校に通っていないと推計しています（注14）。 

MYRPは、難民を国の教育制度に統合するための既存の戦

略、例えば受け入れ国が採用する難民対応計画や教育部門

計画などに沿って策定されます。2019年以降、ECWは危

機における教育への資金拠出5億4,900万米ドルのうち半

分の2 億7,200万米ドルを、受け入れコミュニティやその

他の 紛争／危機の影響を受けた子どもや青少年のために

拠出し、さらに国内避難民の子どもたちための教育支援と

して、1億5,100万米ドル、難民のために1億2,600 万米

ドルを拠出しています。 

 

注14：Education Cannot Wait、世界の推定値、2022年。 

 
 
 

支援の成果2 

衡平性とジェンダー平等の強化 



 

 

2021年に実施したすべての助成金について、ECWは34,191

人の障害のある子どもと青少年（2021年の1.3%に対して

0.92%）に支援を届け、ECW創設以来、ECWの2018年～

2021年の目標値3％に対し、累計で62,274人の障害のある子

ども（創設以来0.90%）に支援を届けています。 

ECWは、助成団体に対しインクルーシブ教育の報告ガイドラ

インを強化し、プログラム計画の当初から障害者団体の有意義

な参加を促しています。ECWは助成団体に対し、アクセス可

能な学習スペースの建設など、障害のある子どもたちの教育へ

のアクセスに関するデータを収集・分析し、包括的教育の成果

をモニターするよう奨励しています。 

 

 

 

 

 

成果レベルの報告 

2021年に実施中の112件のプログラムのうち、19のプロ

グラムにおいて衡平性とジェンダー平等における変化に

ついての報告がなされており、18のプログラムにおいて

基準値が報告されました。結果が公表された19のプログ

ラムのうち、18 のプログラムが衡平性とジェンダーの平

等に関して改善を示し、1 つのプログラムは安定した結

果を示しました。 

2021年6月以降、ECWはすべての新規資金拠出に対し、

プログラム設計段階でIASCのGender with Age Marker

（GAM）を使用するよう求めています。これは、2021年

に策定された7件のMYRPと12件のFERにも適用されてい

ます。2021年に策定された7件のMYRPのうち5件の

MYRPが、ジェンダーの不平等を強化し少女を学校から遠

ざけている社会規範、態度、行動を変えることに焦点を

当てています。2021年、男女の教育へのアクセスについ

て2つ以上の成果データを報告したプログラムのうち

92%が、目標値60％に対し、ジェンダー公正の改善を示

しました。ジェンダー別に細分化された学習成果を報告

したすべてのプログラムは、少女の学習成果の改善を達

成しました。 
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障がいを持つ学生、レデンさんは、エチオピアにて、彼

女にニーズにあった教育支援を受けています。 



 

 

 

 

 
新しい報告書でECWは、危機の影響を受けた 子どもや青少年の

うち、最低限の読解力を習得したのは学校に通っている人のわ

ずか15 ％であり、最低限の計算力を身につけているのは10％

にすぎないと推定しています（注15）。つまり、11億9,600万人

(危機の影響を受けた人の54％）が、学校に通ってはいるが、こ

れらの最低限の習熟度を達成できていないのです。 

ECWは、教育の質や学習達成度に影響を与える教員の重要な役割

を認識しており、教員の報酬、採用、定着、能力開発といった問

題に取り組んでいます。ECW基金設立以来、87,367人の教員と学

校運営者（47％が女性）の研修を支援し、2021年には38,869人

（47％が女性）の研修を実施しました。精神保健・心理社会的支

援（MHPSS）の訓練を受けた教員の割合は、ECW がMHPSSを政

策的優先事項として定めた 2019 年以降、他の分野と比較して大

幅に増加しました。 

助成金による活動において、能力開発活動が教員のパフォーマン

スや能力、教室での行動に与える影響を測定するようになってき

ています。2021年には、26,835人の教員（52％が女性）が、

知識、スキル、またはパフォーマンスの向上を示しました。 

ECW基金設立以来、420万人以上の子どもたち（49％が少女）、

2021年には200万人以上の子どもたち（50％が少女）への教材・

教科書の提供を支援しています。 

ECW設立以来58,207教室に、2021年には28,274教室に、年

齢およびジェンダーに適した教材や教員・生徒向けの教科書の

配布を支援してきました。ECWのプログラムにおいては、コ

ミュニティ・エンゲージメントがしばしば含まれています。コ

ミュニティを巻き込むことは、社会規範を変える活動にとって

重要であり、新型コロナウイルス感染症の流行による封鎖下に

おいても非常に重要な取り組みでした。親・養育者は学校と協

力し、ラジオ、テレビ、モバイル通信プラットフォームを通じ

て、教育提供を継続するために重要な役割を果たしました。 

ECWは「子どものすべて（whole-of-child）アプローチ」

に基づき、MYRPにおいて質の高い教育と全体的な学習成果

の測定を優先しています。MYRPのプログラム資金のうち、

教育の質と学習レベルの向上に割り当てられる割合は、

2019年の14％から、2020年には19％、2021年には22％

に増加しました。2020年以降、すべてのMYRPは、成果を

図る枠組みで設定された指標に関連する成果としての学習

を増やし、この成果を測定するための予算を確保していま

す。MYRP実施の7カ国において、ECWは助成団体とパート

ナーに対して、ホリスティック・ラーニング（全体的な学

習）成果の測定に関する追加の技術支援を行っています。 

成果レベルの報告 

2021年に実施中の112件のプログラムのうち、34件のプ

ログラム（38％）が、子どもたちの学習に関する成果レ

ベルの情報を報告しました。このうち、学習成果（社会

的・情緒的学習（SEL）を含む）の向上を報告したのは

30件、基準値を報告したのは4件でした。ホリスティッ

ク・ラーニング（全体的な学習）とは、いわゆる学業と

社会的・情緒的な学習をそれぞれの文脈に合わせて組み

合わせたものと定義されます。学業到達度、EiEプログラ

ムに占める学業の割合に関する情報を有するECW資金提

供プログラムの数は、特にMYRPプログラムにおいて増

加しています。しかし、社会性と情動の学習の測定は依

然として難題となっています。 

注15：同上  

 
 
 

支援の成果４ 

学習とスキルの改善 
 



 

 

 

 

 

 
 
 
 

安全および保護の支援策に割り当てられたECW予算の割

合は、2019年の21％から2020年には15％、2021年に

は13％に減少しています。これは、ECW全体予算の増加

および他の成果（質の向上、衡平性、システム強化など）

への配分が増加したためです。すべてのMYRPにおいて、

ECWの設立当初から安全と保護に割り当てられた予算の

割合は約17.5%となっています。 

学校における暴力に対処するため、ECWは「教育を攻撃から

守るための世界連合（GCPEA）」を支援し、「学校保護宣言

（Safe Schools Declaration）」を推進しています。2021

年、ECWは3,907人の子どもたち（52％が少女）に安全な通

学路を提供しました。子どもや青少年が安全に学習できるよ

う、ECWが支援する約3,784ヶ所の学習スペースで、いじめ

や体罰に関する行動規範が制定されました。 

2021年、ECWのパートナーは、18,639人の教員と学校運営

者（46％が女性）に、緊急準備、災害リスク軽減（DRR）、

リスクマネジメントの研修を行い、ECWが支援する1,863の

学習スペースにDRR対策が施されるようにしました。子ども

たちを暴力から守るための取り組みには、チャイルド・セー

フガーディング・ポリシーの策定、報告メカニズムの確立、

コミュニティ・エンゲージメント、行動規範に関するトレー

ニングを含む教員のトレーニング、ジェンダーに基づく暴力

の予防およびリファーラル（専門的な機関へつなぐこと）メ

カニズムが含まれます。 

 

 

 

 

ECWは、MHPSSは質の高い教育の一部であるという確固た

る信念を持っており、すべてのMYRPとFERにMHPSSの要素

を含めるよう求めています。新型コロナウイルス感染症のパ

ンデミック以降、この要件はさらに重要性を増しています。

2021年、13,803ヶ所のECWが支援する学習スペースでは、

質の高いMHPSS活動が行われ、78％のスペースで専任のカ

ウンセラーやソーシャルワーカーが常駐していました。

ECWの設立以来、MHPSSに関する研修を受けた教員の数は

2倍の約54,000人に上り、この政策優先分野へのECW投資

の成果を示しています。また、ECWは親・養育者、教員、

カウンセラーが自分自身の問題に取り組むことを支援しま

す。そうすれば、子どもや青少年をより効果的に支援するこ

とができます。 

ECWとパートナーが支援する主要な活動は、学校における

保健医療と衛生の改善に寄与しています。2021年には、

ECWが支援する約2,581ヶ所の学習スペースで、清潔な飲料

水、安全な衛生設備、基本的な手洗い設備へのアクセスが増

加しました。さらに、16,983人の教員と学校運営者(39%の

女性)がWASHに関するトレーニングを受けました。コミュ

ニティ・キャンペーンでは、トイレの重要性を啓発し、新型

コロナウイルス感染症予防に関する情報を発信し、安全な学

校への復帰を促しました。少女を学校に通わせるための対策

として、ECWは男女別に3,202のトイレの建設や修復を支援

し、182,665人の思春期の少女に生理用衛生ケアキットや同

様の支援を提供しました。 

 
 
 

支援の成果５ 

安全、安心な学習環境 
 



 

 

  

成果レベルの報告 

2021年に実施した112件のプログラムのうち46件 

（41％）が、ECWが支援する学習環境における子どもと

教員の安全と保護の状況について報告しました。46件のう

ち、29件のプログラムが改善を報告し、17件が今後の変

化を測るベンチマークとなる基準値を報告しました。この

ように、安全および保護を測定したプログラムはすべて、

2021年に成果レベルでの改善を報告しました。助成団体

は、MHPSS実施後の子どもと教員のメンタルヘルスと心理

的なウェルビーイングについて多く報告していますが、

WASHとDRRの支援実施後に改善を測定した助成団体は少

ないという結果となっています。 

 

 

今後の展望 

2023-2026年戦略計画の策定は、ECWの資金調達モデルを一元で管理するまたとない機会となります。また、より多くの資金、柔軟で

予測可能な資金を動員する計画を策定する機会でもあります。その目的は、世界中で危機に瀕している子どもや青少年のニーズに応える

ためです。2021年、ドイツは2億8,540万ドルの資金拠出を約束しました。このコミットメントを足掛かりにして、ECWはハイレベル

運営グループ（HLSG）、執行委員会、戦略的パートナーとの協力のもと、野心的な資金調達キャンペーンを開始します。このキャンペ

ーンの到達点は、2023年2月16、17日に開催されるハイレベル資金調達会議です。 

ECWは、ジェンダー平等や、少女、障害のある子ども、国内避難民や難民の子どもなど、教育において最も疎外された人々の包摂を優先

してきました。MYRPの設計と実施段階において、ジェンダーをリードする組織（Gender Lead Organization）としての機能 を試験

的に導入し、重要な変化を遂げました。結果として、MYRPにおけるニーズのジェンダー分析が改善したほか、セオリー・オブ・チェン

ジや戦略、プログラム実施において、ジェンダーに焦点を当てた支援策の大幅な増加へとつながりました。「障害者のある子ども」や

「MHPSS」など、他の分野でも同様のリード組織が認定されています。ECWは、相互に有益で、かつそれぞれが持つ独自の知識や能力

を生かした方法で、こうした他分野のリード組織との連携を続けていきます。 

ECWは、教育へのアクセスや教育の継続性について成果を生み出していくとともに、質の高い教育と、ホリスティック・ラーニングをい

かに測定するかについて、優先的に取り組んでいきます。現在、助成団体に対し、MYRPに学業のみならず全体的な学習成果を測定するこ

とを求めています。この測定には未だ課題が存在するため、ECWはAFを通して資金を提供し、技術的な専門知識を提供し、また、必要な

アドボカシーを実施することで助成団体とパートナーを継続して支援していきます。ECWは、その方針として、成果を報告する際にはジ

ェンダー別と障害者別の細分化されたデータを体系的に集計することを助成団体に求めています。結果として、助成団体は大きな進歩を遂

げ、インクルージョンとジェンダー平等に関する報告がより良いものになっています。 

ECWは、既存のプラットフォームやネットワークを利用し、EiEPCにおけるアクターが相互に連携し貢献しあい効果を生み出す「エコシ

ステム」を制度化していくことを引き続き求めていきます。助成金による教育成果やアウトプットから得られたデータをECW自身が収集

していくための取り組みを強化していきます。 

2022年には、組織評価が実施されます。その一環として、MYRPの“持続可能性”が何を意味するのかをより明確にし、AFグラントを国レ

ベルのFERやMYRPとさらに連携させていく方策を検討していきます。それによって、資金拠出の効率性と効果を高めていきます。



 

 

教育を後回しにはできない基金（Education Cannot Wait/ECW)について 

教育を後回しにはできない基金は、緊急事態や長期化する危機において

後回しになりがちな教育に必要な資金を拠出するのための国連のグロー

バル基金です。私たちは、難民や国内避難民、他の危機に影響を受けた少

女・少年が質の高い教育成果を得られるよう支援をし、誰ひとり取り残され

ないことを目指しています。ECWは、迅速な危機対応、緊急支援と複数年

にわたる長期的な支援を結びつける活動を行っています。ECWは、各国政

府、官民のドナー、国連機関、市民社会、その他の人道支援団体と緊密な連

携をとりながら活動しており、開発援助関係者が効率性を高め、縦割りの対

応をなくすことを目指しています。ECWは、より多くの弱い立場の子ども

たちや若者たちに支援の手を差し伸べるため、官民のドナーに対して、支援

の拡大を緊急に要請しています。ECWとスイスが主催し、ドイツ、ニジェ

ール、ノルウェー、南スーダンと共同開催するECWハイレベル資金調達会

議は、2023年2月16～17日にジュネーブで開催される予定です。 

 

追加情報は以下でご覧ください。 

www.educationcannotwait.org（英語） 

連絡先：info@un-ecw.org 

日本語での情報は：https://jnne.org/ecw/をご覧ください。  
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