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子ども発達学科教授

1,研究活動

星 三和子

論文

1 ヨーロッパの最近の乳

幼児 ,保育教育政策の動向

2012  11 日仏教育学会年報

第 18号 、139‐ 145

EU、 OECD,お よび欧州各国ネットワークは

近年乳幼児教育を国の最重要課題の一つとし

て力を入れている。その政策の考え方、策定

プロセス、それに沿った研究等を分析 した。

そのような中でフランスの乳幼児期の教育の

問題を挙げつつ、出現してきた新 しい動向を
/刀` 析 した。

2 EUの保育改革とフラン

スの動向

2012  12  20 保 育 学 研 究 50巻 3号

128-131

OECD保育白書に示され、EUの ヨーロッパ

委員会の提言に引 き継がれた保育改革の理

念、フランスの動向を紹介しながら、日本の

現下の保育政策の問題を分析 した。

3  0rigin and rationale of

centres for parents and

young cluldren together

2012  12 Child&Fam■ y Social

Ⅵ「ork, No 19, 1‐ 10

(Online edition)

子育て支援の場は、ヨーロッパでも社会制度

としてのニーズが高まり、増加 している。日

本、フランス、イタリア、ベルギーのの子育

て支援の歴史と現状を比較 し、共通の問題を

抽出して、親子 と家庭支援における現代社

会の課題 を分析 した。著者 :Miwako Hoshi

Watanabe,Tulliaふ/1usatti,Sylvie Rayna&

′ヽ士ichel Vandenbroeck

2013  3 名古屋芸術大学研究紀要

第 34巻、 279‐ 294

フランスの子育て支援の変遷と、実際の子育

て支援拠点の観察と聞き取 りを通して ,そ の

機能の変化に伴う問題を分析 し、合わせて日

本の子育て支援の特徴をフランスとの比較か

ら述べた。

4 フランスの子育て支援

の発展と現状

報告書

1 ヨーロッパ諸国の保育

政策に学ぶ

2012  8  31 2012年名古屋市大学連

携講座報告書

2 イタリア、ピス トイア

市の保育に学ぶ

2012  8 2012年名古屋市大学連

携講座報告書

3 フランス イタリアに

おける子育て力育成の現状

2012  9  20 お茶 の水 女 子 大 学 子

ども学 ブ ック レッ ト、

Vol1 45 71

子育て力の危機と創生～エンパワーメントの

視点から～、お茶の水女子大学 ECCELL

4 子育て 。子育ち支援に

おける支援者の役割と専門

性に関する4ケ 国共同研究

最終報告書

2012  6  1 科学研究費助成

(2009～ 2011年 度)

最終報告書。

日本学術振興会に提出

著者 :星三和子、上垣内伸子、向井美穂、塩

崎美穂
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学会発表

1協働の保育(1)イ タリア、

ピス トイアの実践

2012  5 日本保育学会

第 65回大会発表要旨集、

p415

著者 :星三和子、上垣内伸子

2 子育ち 子育て支援に

関する4ヶ 国共同研究 (4)

支援現場の観察から

2012  5 日本保育学会

第 65回大会発表要旨集、

p835

著者 :塩崎美穂、星三和子、上垣内伸子

向井美穂

3 幼児の感性と知性をい

かに育むか

2012  5 日本保育学会

第 65回大会発表要旨集、

p142

著者 :野原由利子、金田利子、星三和子

4 01歳児が仲間を見ると

き (1)社会性の発達の観

点から

2013  3 日本発達心理学会

第 24回大会論文集

p206

著者 :大竹信子、星三和子

5 01歳児が仲間を見ると

き (2)認知発達の観点か

ら

2013  3 日本発達心理学会

第 24回大会論文集

p207

著者 :星三和子、大竹信子

6 子育て支援センターに

おける母子保健事業との連

携

2013  3 日本発達心理学会

第24回 大会論文集

p207

著者 :向井美穂、星三和子、上垣内仲子、

塩崎美穂

講演

l 多文化社会の保育

OECD保 育 白書 Staring

Strong Iを 中心に ,

2012  9 2012年 度「生活者 とし

ての外国人」のための日

本語教育事業プリスクー

ルセミナー2012。 西尾市。

2 ヨーロッパの最近の保

育政策と日本の現状

2013  2 名古屋市小規模保育所連

合会研修会

2.教育活動 (教育実践上の主な業績)  大学院授業担当 ■有 □無

授業科目 保育の心理学

◆前期  回後期

工夫の概要 教材・資料等の概要

保育者養成課程の授業として、実践に即

しながら、実践の意味を理論づけること

ができるように、子どもの発達の諸側面

の意味とその実際の例をビデオを交え

てできるだけ具体的に講義している。

自作パワーポイント、配布資料。長年保

育所各クラスで撮影 してきた子どもの

エピソードの映像の自作ビデオ。

授業科目 学習心理学

◆前期  ◆後期

工夫の概要 教材・資料等の概要

受講者は幼稚園教諭と小学校教諭志望

者のため、幼稚園と小学校の教育の相違

と連携、および幼児期から小学校 まで

の発達の連続性に重点を置いて、パヮー

ポイントやビデォを使ったわかりやす

い授業を目指している。

パワーポイントと配布ン資`料、歴史映像も

含めた世界のす ぐれた実『完のビデオ映

像。

(61)




