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【表紙写真説明】 【裏表紙写真説明】
ブータンの小学校で
ワークショップを実
施したJICA専門家と
児童たちの様子（写
真：JICA）

JICA専門家と南アフ
リカの生徒たちの様
子。国内のパイロッ
ト校を対象に算数の
カリキュラム改訂お
よび教員用指導書の
開発・導入が進めら
れ て い る（ 写 真：
JICA）。

本書は、原則として、2021年1月1日から12月31日までに日本が実施した開発協力の内容を記録するものです。ただし、一部の事項については2022年2月
までの動きも記載しています。なお、本文中に登場する人物の肩書はすべて当時のものです。

「ODAマン」について、詳しくは138ページを参照。
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