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Ⅰ．はじめに
　スイスは日本の10分の１の国土に，フランス，ドイ
ツ，オーストリア，リヒテンシュタイン，イタリアと
の国境をもつ。地域的，歴史的な背景もあり，公用語
が４か国語というスイスは，永世中立国としても知ら
れている。北
に位置するド
イツ語圏の州
がチューリッ
ヒである。そ
の中心都市
は，旧市街の
美しい街並み
でも知られる
チューリッヒ
市である。
　今回調査対象としたチューリッヒ教育大学
（Pädagogische Hochschule Zürich） は，2002年 に，
チューリッヒ市内のHochschule（ホッホ・シューレ）
と呼ばれる大学11校を統合して創設された。当時は校
舎が市内に点在していたが，2012年に中央駅の西にほ
ぼ隣接するように新校舎が建築された。
　もう一つの訪問先は，チューリッヒ市の北東にある
ヴィンタートール区のコルブルン村にあるコルブルン
小学校である。

Ⅱ．調査の目的
　スイスの教員養成は，日本と同様に教員養成系の大
学が教員免許を出しているが，実習期間が長く，実践
的な内容の授業に関しては，現職の学校教員が大学で
授業を担当しているという特徴がある。福島大学では
2019年度から新たな体制での教育課程がスタートし

た。教員養成のカリキュラムや指導法を今後さらに改
善していくにあたり，チューリッヒ教育大学の教員養
成プログラムを比較検討の対象とすることを目的と
し，今回の調査を計画した。
　今回の訪問では，チューリッヒ教育大学における教
員養成に関する情報と資料の収集を行い，授業を参観
した。
　また，チューリッヒ州の小学校では，2018年の秋学
期から新しい指導計画（Lehrplan 21）に則った授業
が実施されるようになった。日本では2017年に新しい
学習指導要領が公示され，現在は移行期にある。ほぼ
時を同じくして国の教育課程の改訂が行われた。「何
ができるようになるか」（コンピテンシー）を明確に
した上で示されたチューリッヒ州指導計画「Lehrplan 
21」にはコンピテンシーが明確に示されており，日本
の学習指導要領（2017年７月公示）に示された体育科
の内容を実践段階で具体化する上で大いに参考にでき
ると考えられる。
　なお，調査期間は，2019年３月13日～３月20日の約
１週間である。

Ⅲ．成果
１．チューリッヒ州指導計画「Lehrplan 21」につい
て（表１参照）　

　１）導入までの経緯
　2010年から2014年にかけてドイツ語圏の州に共通す
る指導計画作成の検討が行われ，2014年10月に，ドイ
ツ語圏の21州に共通する指導計画「Lehrplan 21」の
草案が教育審議会によって示された。それまで，スイ
スでは州独自に指導計画を作成していたが，この草案
が示されて以降，各州は実状に応じながらそれを導入
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してきた。
　チューリッヒ州では，2015年初頭に「Lehrplan 21
導入プロジェクト」をスタートさせ，2017年３月には，
チューリッヒ州国民学校指導計画を公示（教育審議
会）するに至った。その後，2018年８月から，幼稚園
～小学校５年生においてチューリッヒ州指導計画
「Lehrplan 21」が施行された。翌2019年には，小学校
６年生と中学校で施行される予定である。
　2017年から2018年にかけては，チューリッヒ州指導
計画「Lehrplan 21」の導入に向けた教員研修も行われ，
比較的スムーズに移行しているようである。

　２）指導計画「Lehrplan 21」の概要
　　　―　チューリッヒ州の場合　―
　1991年版の指導計画から，およそ25年ぶりに改訂さ
れたチューリッヒ州指導計画「Lehrplan 21」。一言で
その特徴を述べるならば，前回同様に，「コンピテン
シー指向」であると言える。
　教科の構成が変更（表１）されてはいるが，その目
指すところや考え方は1991年版と大きな違いはないと
説明されている。チューリッヒ州の場合は1991年版を
継承した内容であるが，21州の中には大きく変更に
なった州が少なからず存在する。
　スイスの教科の括りは，わが国における国語，算数

表１　チューリッヒ州の指導計画（2014年版と1991年版）

チューリッヒ州指導計画「Lehrplan 21」 チューリッヒ州指導計画（1991）

教　科 内　容 教　科 内　容
ことば ドイツ語

英語
フランス語
イタリア語

ことば ドイツ語
文章と図表の構成
外国語（フランス語，英語，イ
タリア語）

数学 数学
自然，人間，社会 ※3サイクル目から

自然と技術
経済，労働，家政
空間，時間，社会
宗教，文化，倫理

人間と環境 宗教と文化
人生論と現実
家政

構成 造形的構成
文章構成と技術構成

構成と音楽 手仕事
描写
音楽音楽

動きとスポーツ スポーツ

表２　教科「動きとスポーツ」の内容

チューリッヒ州指導計画「Lehrplan 21」（2014年版） チューリッヒ州指導計画（1991年版）

領　域 内　容 領　域 内　容
走る，跳ぶ，投げる 走る

跳ぶ
投げる

走る，跳ぶ，投げる 基本の動き
コーディネーション
コンディション

器具での動き 器具での基本的な動き
器用さ，力，体の緊張

器具での動き 基本の動き
コーディネーション

模倣とダンス 身体意識
模倣と構成
ダンス

模倣とダンス 基本の動き
コーディネーション

ゲーム(球技) 動きを伴うゲーム
スポーツゲーム
闘うゲーム

ゲーム
コンディション

滑る，転がる，進む 滑る，転がる，進む 基本の動き
コーディネーション

水中での動き 泳ぐ
水に跳び込む，潜る
水中での安全

水中での動き 基本の動き
コーディネーション
コンディション
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等といった教科の括りとは異なっており，非常に興味
深い。
　わが国の体育科に相当する領域の名称は，「スポー
ツ」から「動きとスポーツ」に変更されている。取り
扱う内容の変更については表２のとおりである。全身
的な器用さと戦略を伴ったフェアな闘いを新しく位置
づけたと説明されている。（表２の網掛け部分）また，
これまでの「幼稚園→低学年（小学校１～３学年）→
中学年（小学校４～６学年）→中学校」という学年区
分に対して，「第１サイクル（幼稚園と小学校１・２
学年）→第２サイクル（小学校３～６学年）→第３サ
イクル（７～９学年）」という段階区分を採用している。
各サイクルの中間点までの到達点が示されている。

２．チューリッヒ教育大学の教員養成プログラム概略
　１）チューリッヒ教育大学の概要
　チューリッヒ教育大学はスイス最大の教育大学で，
学生3,500人以上，800人を超える教職員がいる。
　スイスでは，現職教員になっても継続的に学び続け
るWeiterbildung（継続教育）が義務付けられている。
チューリッヒ教育大学で開講している継続教育のため
に開講される授業への参加者は年間約12,000人である。
　チューリッヒ教育大学のシステムというよりもスイ
スの国全体のシステムの話になるが，継続教育のため
の授業は，学校が休みの期間に開講されるだけでなく，
毎週水曜日の午後に開講される授業もある。そのため，
スイスの小学校では基本的に水曜日の午後は授業が無
い。
　チューリッヒ教育大学は，幼稚園から職業専門学校
までのあらゆる段階の教員を養成している。チュー
リッヒ教育大学が提供しているコースと取得できる教
員免許は表３のとおりである。スイスの教員免許区分
は，幼，小，中，高といった学校種ごとの免許区分に
なっている日本とは異なっている。
　2018年の統計によると，基礎（小学校）の教員免許
取得希望者は49％，中学校段階Ⅰは29％，中学校段階

Ⅱは８％である。継続教育の講座や授業など，現職教
員向けの履修科目の開講数は，合わせると300になる。
それらに参加する者の80％は義務教育機関の教員であ
る。このように，チューリッヒ教育大学はチューリッ
ヒ州の教員養成及び現職教員になってからの継続教育
に大きく貢献している。なお，入学時学生数は約3,500
人であるが，卒業する学生は約1,000人である。
　11年前に，半年間チューリッヒ教育大学で研修して
いた時に参観した ｢動きとスポーツ｣ 科の小学校教員
養成課程の実技に関する期末試験は，学生が一人ずつ
試技をし，それを教員二人が採点するもので，日本の
入学試験のような緊張感と厳格さが保たれていた。入
学すればほぼ全員が卒業できる日本の大学とは大きく
異なっており，スイスが職業教育に重点を置いている
ことが分かる。

　２）教員養成カリキュラム
　　　―小学校教員養成を中心に―
　小学校教員としての資格（ディプロム）取得には，
３年間の履修が必要である。日本よりも１年短い。

【小学校教員養成のための教育課程】
　①教育課程
　学生には，下記の６領域（表４）において指定の単
位数を満たしたうえで，合計 180 ECTS（単位）の取

表３　チューリッヒ教育大学が提供する教員養成コース

国民学校 職業専門学校
学校段階 幼稚園 小学校下学年 小学校上学年 中学校Ⅰ 中学校Ⅱ
年齢 ４～６歳 ７～９歳 10 ～ 12歳 13 ～ 16歳 16歳以上

履修期間 ２年 ３年 ３年 ３年 ２～４年
チューリッヒ教育大学

履修課程

幼稚園段階
幼稚園と小学校下学年段階

基礎(小学校)段階
中学校段階Ⅰ

職業教育
中学校段階Ⅱ

表４　カリキュラム概略

領　域 ECTS（単位）
専門教科と教科教授法
（基礎コンピテンシーを含む） 51　

教育実習（教科の教授法実践を含む） 52　
陶冶と教育 43　
研究と開発，学士論文 9　
モジュール（選択） 16　
深化科目　学問基礎 9　

計 180　
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得を課している。小学校教員資格（ディプロム）の取
得と初等教育の学士取得が卒業要件である。ECTSと
は，ヨーロッパ単位互換制度のことである。取得した
単位はヨーロッパ諸国共通の単位として通用する。
　必修は４科目，６つの選択科目から３つを選んで履
修する。「動きとスポーツ」の科目は選択科目として
位置づけられている。

　必修科目：ドイツ語／第二外国語としてのドイツ
語」，「数学」，「自然，人間，社会」，「英
語あるいはフランス語」

　選択科目：「動きとスポーツ」，「造形的構成」，「デ
ザインと技術（文章構成と技術構成）」，
「音楽」，｢宗教，文化，倫理」，「第二外
国語（英語あるいはフランス語）」

　2017年の秋学期から，チューリッヒ州指導計画

「Lehrplan 21」に対応させた教員資格（ディプロム）
が取得できる教育課程に移行している。

　②「動きとスポーツ」の履修基準
　表５は，「運動とスポーツ」を選択した場合の履修
基準である。

３．実際の授業の様子＆感想
　チューリッヒ教育大学では，教科教授法（基礎的コ
ンピテンシーを含む）である「BS P120」の３つの授
業と小学校の体育に関する授業である「VE A180」
を参観した。

　１）BS P120の授業
　２セメに開講されている授業で，14回の授業は同じ
授業計画で進められる。ただ，実際の授業は授業者の
個性が生かされて展開されていた。

表５　チューリッヒ教育大学小学校教員養成における「動きとスポーツ」の履修基準

１セメ
秋学期

２セメ
春学期

３セメ
秋学期

４セメ
春学期
（セメスター間
ノ集中）

５セメ
秋学期

６セメ
春学期

教授法 BS P120 BS P220 BS P320＊

ECTS単位数 2.0 2.0 2.0

　授業回数 ２時間×14回 ２時間×14回 ２時間×14回

　出席義務 80％以上 80％以上 80％以上

　自己学習 フ ロ゚ジェクト
学習
（12時間）
スポーツ理論
（10時間）
課題（10時間）

実習体験
（18時間）
QPの準備
（４時間）
課題（10時間）

ディプロム試験
の準備
（22時間）
課題（10時間）

教科実習 BS P820

ECTS単位数 1.0

　授業回数 ３回（大学）＋
４回（実習校）

　出席義務 ７回（すべて）

　自己学習 １単元３時間分
の授業計画作成

アトリエ 基礎コンピテン
シーノ準備

基礎コンピテン
シー

基礎コンピテン
シー

アトリエは無し
（集中実習）

教科実習と
ディプロム試験

教科実習と
ディプロム試験

試験 基礎コンピテン
シーの技能証明
（実技試験）

ディプロム試験
教授法と関連付
ける能力＊

インパルスモ
ジュール

冬のスポーツ
（７週目に実施）

インパルスモ
ジュール
球技，他

インパルスモ
ジュール
水泳，他

深化 VE A190
小学校上学年の
体育（スポーツ
授業）

VE A180
小学校下学年の
体育（運動授
業）

救助法 SLRGの基礎コース受講と資格取
得（水泳の教授法を含む）
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　この授業の担当は，大学から依頼された現職の小学
校教員である。
　Ｍatthias Schoch（マティアス・ショッホ）教員か
ら提供された「BS P120」の授業計画の一部を紹介す
る（表６）。「授業における安全の確保」や「授業の構
成について」等，主に授業づくりの観点から目標が設
定されており，内容は「走る，跳ぶ，投げる」や「ゲー
ム」といった，チューリッヒ州指導計画「Lehrplan 
21」に示された内容に対応させて配列していることが
分かる。

【参観授業①】
　表７の授業計画の３回目に当たる。授業者は， 
Elisabeth Mächer-Cuendet（エリザベス・メッヒャー
キュンデット）教員。

　Ａ．導入（ウォーミングアップ）
　　マットを８カ所に置き，ユニホックでゴールマッ
トにボールを当てたらタスキをもらうゲーム。ラン
ニング，笛が鳴ったらマットで前転，肩と耳をつけ
る運動。その後，マットで二人組，四つん這いで相

手の手を上から触ったら勝ちのゲーム。足上げ腹筋
の体勢でお互いの足裏を蹴り，マットの外に出した
ら勝ちのゲーム。

　Ｂ．器械・器具での運動
　　以下の３種類を３グループでローテーションしな
がら課題に取り組む。
　<１>段違い平行棒：足を乗せたところからの逆上

がり。高い棒から振り跳びで低い棒を飛び越える。
マット運動：前転，跳び前転，倒立前転，側方倒

表６　BS P120の授業計画

授業回 目標 実践内容 方法論・教授論的テーマ 授業の準備

１回目 授業の目標（評価基
準，技能証明，補充
提供）

学習の見通しと省察

多様なゲーム体験

スポーツ教育への導入
（ハンドボール）

簡易ゲーム
仲間づくりや相互理解
知覚ゲーム

情報
－学習の見通し
－技能証明（要求水準）
－水泳（救助法資格）
－試験（理論）
－協同プロジェクト

教育学的展望/授業記録
基礎コンピテンシー

ゲームに関する資料
のダウンロード

２回目 基礎コンピテンシー
のデモンストレー
ション

授業つくり
（狭い空間で人数の
多いクラスの場合）

縄跳びとゲーム

狭い空間で行うバスケッ
トボール

－理論に関する試験へつなぐ
－水曜日のアトリエ（補講）に関
して

履修パンフレットを
読む（Web上で）
届出用紙に関する質
問

基礎コンピテンシー
に関する事前学習
（Web上で）

３回目 授業における安全の
確保
器械運動

器具のコース
補助のしかた
　逆上がり，倒立
　４分の１ひねり跳び
　開脚跳び/抱え込み跳び

器械運動における補助と安全
（３人組で）

補助具と補助者の位置

補助と安全に関する
事前学習（Web上で）

４回目 投げる際のステップ
（協応性）

投げる
学習時の協力関係の構築
協応性の能力
狭い空間での簡易ゲーム
（ユニホッケー）

協同で行う学習プロジェクトへつ
なぐ

５回目 授業の構成について
速く走ることをテー
マにした授業を例に

走る １
鬼ごっこと走るゲーム
グループでの競走
速い走り

※以下省略

相手の手を押さえるゲーム
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立回転
　<２>跳び箱：開脚跳び，閉脚跳び
　<３>ミニトランポリン：ジャンプして跳び箱に両

手を着き，倒立の経過をとって乗り越え。

【参観授業②】
　表７の授業計画の４回目に当たる授業である。授業
者は，Matthias Schoch（マティアス・ショッホ）教員。
　Ａ．導入
　　壁にボールを当てて跳ね返ったボールを床に置い
たマット上に落とす課題（右手投げ→左手投げ）。

　　投げるための助走を入れて，またいろいろな投げ
方を工夫してボール壁当て。

　Ｂ．投運動
　　８つの投げ課題の場を設定し，割り当てた８グ
ループそれぞれに全員の前で説明させる。（学生に
よる課題説明）

　　グループでローテーションしながら課題を体験し
ていく。最後は全員で遠投してみる。

　Ｃ．ユニホック（投運動の授業でなぜユニホックを
実施したかは不明）

【参観授業③】
　表６の授業計画の３回目に当たる。授業者は，
Roland Gautschi（ローラント・ガウチィ）教員。

　Ａ．導入
　　縄跳び課題（音楽を流して）：ディプロム取得の

ための技能証明に合格するための練習。
　　トレーニング：二人組で一人は腕立て姿勢。もう
一人が腕立て姿勢の人の両足を持ち上げた後，片手
を放す。腕立てしている人は手を放された側の足が
床につかないように耐える。三人で丸太棒役を前後
で支え戻す。
　Ｂ．器械・器具での運動
　　参観授業①と同じ。

【感想】
　いずれの授業も受講者15 ～ 16名であった。聞くと
ころによると，受講者は最大でも20名までとのこと。
｢日本はどう？｣ と聞かれたので「少ない時は40名，
多い時は90名以上になることもある」と答えたら，「信
じられない！」と驚いていた。教員が学生一人ひとり
（あるいは各グループ）に丁寧に対応できる体制が保
証されていることをとても羨ましく思った。
　福島大学の学生たちとの大きな違いは，非常に積極
的に授業中に質問するという点であった。教員が説明
している途中でも質問したいことがでてくると即座に
挙手をする。教員はすぐに応える場合もあるが，説明
を続ける場合もある。説明が続く場合でもずっと手を
上げ続けていた学生の姿が印象に残っている。学生た
ちが，事前にe-ラーニングや資料を読んで授業に臨ん
でいることも背景にあるだろうが，何より教員になる
という意識の高さがあると感じた。取れるならとりあ
えず教員の資格を取っておこうという学生はほとんど
いないだろう。

逆上がりの指導

学生による課題説明

互いに助言し合って練習

二人組でトレーニング
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　また，二人組やグループで活動する際には，試行し，
互いの意見や考えを出し合い，再度試行し，といった
取り組みを主体的に行っていた。それでもどうしても
解決できなかったり，疑問が解消しなかったりした場
合，積極的に教員に助言や指導を求めていた姿が印象
的であった。日本では「主体的で対話的で深い学び」
が指向されていることが脳裏を横切り，「どうしたら
こんなふうになるのだろう？」とその背景を知りたく
なった授業参観であった。おそらく，大学というより
もそれ以前の教育の成果なのではないかと思われる。
　参観授業①と③は３回目の同じ内容の授業であった
が，教員が異なると授業の雰囲気は大きく異なってい
た。

　２）VE A180 の授業
　６セメに開講されている授業で，小学校下学年（１
学年～３学年）の運動に関する内容を取り上げていた。
授業者は，Pascle Lüthy（パスカル・リュティ）教員。
はじめに，コンピテンシーを段階的にとらえて年間計
画の中にどのように組み込むかについての説明がなさ
れた。教材やコンピテンシーについて考える際の参考
資料として，1991年版の教材事例集や質の高い授業プ
ロジェクトである「キムス」（quims）の事例集の紹
介が行なわれた。

　Ａ．４人組で１列になって先頭の動きに合わせなが
ら進む。（ダンス）

　Ｂ．ゴールに台を置き，その上に一人乗る。ワンバ
ウンドさせて台上の人がキャッチできたら得点。
（ポートボール的なゲーム）

　Ｃ．フープを６カ所に置き，パスをもらってフープ
に入れば得点。

　Ｄ．ダンスを考える。ウェブで検索しても良い。
　　　→次回の課題
　Ｅ．評価についての説明。
　　　ディプロム資格取得の基準および取得のための

申請手続きについての説明。

【感想】
　この９月から教員になる学生たちだからだろうか，
とても落ち着いた印象を受けた。ディプロム資格試験
が間近ということもあり，授業後半のディプロム資格
試験に関する説明の際には，少しでも疑問に思うこと
があると教員の説明途中でも挙手（親指と人差し指で
チョキを創って顔の高さ位に挙げる）をし，先生の話
の区切りがつくまでずっと手を上げ続けていた。
　質問に対する教員の説明を聞いても納得していない
のではないかと思われる学生の表情が時折見られた。

　３）実習生の授業
　学生は二人組で実習校に配属される。実習校決定ま
でのプロセスは以下のようになっている。
　38週目に実習に関するガイダンスが行われ，39週～
50週の間に，ガイダンス時に紹介された学校の中から
学生が実習校を探すことになっている。二人組のうち
一人が希望する指導教員に問合せ，実習期間や授業
テーマについて話し合った後，実習生受入れの可否に
ついて指導教員から大学に連絡がなされる。「受入れ
承諾」が得られた後，大学から正式に書類が送付され，
実習校への配属が決定する。
　実習は同じ学級において，チームティーチングで実
施することが原則であるが，日程が合わない場合は他
学級で実施することもある。
　実習授業のテーマ（単元）は，チューリッヒ州指導
計画「Lehrplan 21」に示された「動きとスポーツ」
の領域から２つを選択する。そのうちの一つは球技を
選ぶ。
　今回参観した実習生の授業は，コルブルン小学校の
４年生を対象に行われた授業である。Bättig-Welti 
Iris（ベティ -ヴェルティ・イリス）教員の学級である。
朝７時25分からの授業であった。
　実習授業の流れは以下の通りであった。

【参観授業①】　ゲーム／　授業者：実習生（T1）
　７：25　集合　ボール鬼ごっこ
　７：28　集合，ルール説明，壁を使ってワンバウン

ドハンドボール
　７：38　ルール変更，作戦？対戦相手交代
　７：47　集合，６ゴールを準備
　７：53　説明，ゲーム
　８：00　対戦チーム交代
　８：03　チームを交代してのゲーム
　８：10　終了

【参観授業②】　ダンス／　授業者：実習生（T2）
　８：18　集合，ダンス説明，ジャンプステップ
　８：23　並んでステップ説明
　８：36　ボールのステップ説明

ポートボール的なゲーム
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　８：42　練習
　８：55　３人組でボール遊び
　８：00　終了

【感想】
　実習生の様子は，改めて体育の授業で重視すべきこ
とや目指すべきことについて考えるきっかけになっ
た。それは，次のことが観察されたからである。
　ボールゲームの授業はゲームをさせっぱなしにして
いる感があり，ロングシュートばかりが決まり，同じ
児童しかシュートしていない。しかし修正の指示をす
るところまで実習生の配慮はなされていない。
　ダンスの授業ではステップが難しすぎる印象であっ
た。ボールに座ってのダンスは，ステップを踏み出す
とバランスが取れなくなり，子どもたちは踊ることに
集中できない。そのうち，ボールをついて遊び出す児
童も出てきた。個人のダンスということもあり，なか
なか協力する様子が見られない。最後にボール遊びを
入れたのは，児童がダンスに飽きてしまったからなの
かも知れない。子どもたちにとってダンスはちょっと
つまらなそうだった。参観からは，残念ながら授業の
ねらいや内容を見出すことができなかった。
　実習授業を理解するためにも，授業終了後，話を聞
いたり，授業案を提供してもらうべきだったが，実習
生たちは大学での授業を受けるため，授業終了後早々
に帰らねばならなかったこともあり実現できなかっ
た。

Ⅳ．おわりに
　大学での授業と教育実習生の授業を視察して，現場
の小学校教員が大学で教員養成の授業を担当している
ことのメリットとデメリットが見えた。
　メリットとしては，学生の質問に対し，教師自身の
経験から説明できることが挙げられる。
　その一方で，教師は共通のマニュアルにしたがって
授業を展開しており，単に伝達しているだけで，「本
当にこれで良いのか？」という疑問を持てていない点
がデメリットと考えられる。参観した３つの授業とも，
やや学生に決まった課題を押しつけている印象が強
かった。学生も質問はするが，やるしかないと諦めて
いる様子が見てとれ研究的，探求的な学びになってい
ないのではないかと感じた。
　この傾向が，実習先での授業に影響していると思わ
れる。学生と教師は運動課題を与えているだけで，そ
こから何を学ばせようとしているのかが明確になって
いないように思われる。
　授業中に活発に質問する学生たちの様子には非常に
好感がもてた。教員を志すスイスの大学生の授業での
様子を観察し終え，このように自分の考えを積極的に
出してくるチューリッヒ教育大学の学生たちと，でき
ることであるならば「どうしてそう思う？」とか「そ
の一方でこんな見方もあるけれどどう思う？」等，授
業についてディスカッションし，彼らの授業観を探っ
てみたいと考えた。

　最後に，今回の研修に際し，参観する授業の手配，
資料提供に関わり尽力してくださったチューリッヒ教
育大学のJürg Baumberger（ユルク・バウムベルガー）
先生，快く私たちを迎えて下さった「動きとスポーツ」
部門の先生方，多くの時間を割き情報提供をしてくだ
さったBarbara Nafzger（バルバラ・ネフッツガー）
先生に感謝の意を表します。

＜資料＞
１．Pädagogische Hochschule Zürich  （https://phza.ch）
 　及びチューリッヒ教育大学紹介の冊子
２．Francesca Moser, Kathrin Schmocker：「Lehrplan 21 
Überblick」, Lehrplan 21－ von der D-EDK注）

　Plenarversammling am 31.10.2014 
　（www.lehrplan.ch）
　　D-EDK：Deutschschweizer Erziehungsdirektoren
　　　　　　-Konferenz の略
３．Zeitplan Einführung LP 21 Kanton Zürich
　（https://vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/
projekt/zuercher_lehrplan）

４．Deutschschweizer Erziehungsdirektoren
　-Konferenz：「Lehrplan 21 Bewegung und Sport」
　（www.lehrplan.ch）

シュートゲーム

ジャンプステップ


