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代表挨拶　

1987年にポピンズを起業するきっかけとなりました、JAFE（日本女性エグゼクティブ
協会）の活動を、14年ぶりに再開する運びとなりました。
昨年12月6日には、安倍晋三内閣総理大臣をはじめとする政財界のトップエグゼクティブに
ご来臨賜り、参加した200名を超える女性エグゼクティブに向けて、力強いエールを頂戴

編集長より

「待機児童」が大きな社会問題として日々
紙面に取り上げられていますが、それにはまず
一番のハードルとなっている保育士不足とい
う大きな問題を解決しなければなりません。
子育て支援へのニーズが高まる中でポピンズ 
は19園の新規園立ち上げと同時に、質の高さを 
追求する姿勢も試されていると実感し、2014 
年度を「サービス改善イヤー」と位置づけました。
本号では、最高水準のエデュケアと介護
サービスを実現するためにポピンズが取り組む
多くの挑戦についてご紹介します。

取締役　轟 麻衣子

安倍晋三内閣総理大臣と

しました。また、2014年3月の第1回セミナーにはゲスト
スピーカーとして下村博文文部科学大臣にご講演
いただき、6月には村木厚子厚生労働事務次官が
登壇されました。
これからもポピンズはJAFEと共に、働く女性を支援
する企業として社会に貢献し続けます。

代表取締役CEO

撮影／宇佐美健

1. これからの時代を担う真のグローバル校「PALIS」グランドオープン
4月1日、PALIS（Poppins Active Learning International 
School）が恵比寿ガーデンプレイス内にグランドオープン 
しました。基本保育時間は平日8:30～17:00（早朝・延長可）、 
0歳から未就学児を対象としています。イギリスの教育カリ
キュラムEarly Years Foundation Stageに基づいた教育を
採用し、大好評のポピンズアクティブラーニングスクール 
（東京ミッドタウン）のメソッドを加え、遊びながら英語と
日本語それぞれの言語を習得することを目指します。3歳児
からを対象にしたアフタースクールも同時オープンしました。
8月29日まで開催のサマースクールプログラムは残席わずか。
詳しくはHPへ。www.poppins-palis.jp 

子どもたちの旺盛な好奇心や探究
心を刺激するアクティビティ

［お問い合わせ］PALIS 03-5791-2105 または palis@poppins.co.jp

緑の中の広 と々した空間



第5号 | 2014年 8月

株式会社 ポピンズ | 〒150-0012 東京都渋谷区広尾5-6-6 広尾プラザ5F | Email: edu-carenews@poppins.co.jp | www.poppins.co.jp
2

POPPINS EDU-CARE NEWS

アフタースクール一番町

2. ナーサリースクール　新規開園情報
2013年度下半期～2014年8月までに開設した保育施設をご紹介します。

2013年 10月開園
ポピンズナーサリースクール一番町（千代田区認可保育所）
ポピンズナーサリースクール羽田（東京都認証保育所）
Jキッズこばとの森（ジュピターテレコム事業所内保育所）

12月開園
ポピンズアフタースクール一番町（千代田区学童クラブ）
ポピンズキッズルーム一番町（一時保育）

2014年 1月開園
Nicot井荻（杉並区認可保育所）
ポピンズ家庭的保育室 芦屋

3月開園
ポピンズルーム千歳烏山（世田谷区病児・病後児保育所）

4月開園
ポピンズナーサリースクール王子（北区認可保育所）
ポピンズナーサリースクール西五反田（品川区認可保育所）

ポピンズナーサリースクール晴海（中央区認可保育所）
ポピンズナーサリースクール三鷹南（三鷹市認可保育所）
ポピンズナーサリースクール百合ヶ丘（川崎市認可保育所）
ポピンズナーサリースクール四ッ谷（新宿区認可保育所）
Nicot石神井公園（練馬区認可保育所）
ポピンズナーサリースクール千歳烏山（東京都認証保育所）
新川児童館（中央区学童クラブ、児童館）
市が洞保育園（愛知県長久手市認可保育所）
市が洞児童館（愛知県長久手市児童館）
ポピンズ神戸旧居留地（神戸市小規模保育事業）

7月開園
ポピンズナーサリースクール千駄木（文京区認可保育所）
ポピンズナーサリースクール横浜（横浜市認可保育所）

8月開園
ポピンズナーサリースクール東新宿（外資系金融機関
事業所内保育所）

ナーサリースクール四ッ谷ナーサリースクール羽田

入社式後の集合写真

3. 新入社員383名を迎え、入社式を開催
2014年4月6日、東京アメリカンクラブにおいて2014年度入社式が行われ 
ました。保育士・看護師・栄養士・本社・支社を含め総勢383名の新入
社員を迎え、役員が語る会社の未来や、先輩社員の心温まるウェルカム
スピーチを真剣に聞き入る姿は、今後の活躍を期待させるものでした。

4. オリンピックアスリートによるプログラムを実施
ポピンズでは、イベント託児や保育所におけるエデュケアプログラムの
講師として、オリンピックアスリートを起用しています。1人目は、アテネ五輪
4×100mリレー4位入賞の伊藤友広選手。2人目は、ロンドン五輪バレー
ボール女子日本代表のコーチとして銅メダル獲得に貢献し、現在はビーチ
バレーで自らリオデジャネイロ五輪を目指す小川将司選手。身体の動かし
方だけでなく、自らを律して世界と戦ってきたその姿から、多くのことを
学んでもらいたいと考えています。

ナーサリーの人気クラスに
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8. 慶應連合三田会大会にて託児所開設
毎年2万人以上が来場する、慶應義塾大学OB会の
慶應連合三田会大会にて、託児所を開設しました。
たくさんの子ども連れのご家族が来場され、人気の
プログラムはすぐに満員となりました。プロの講師に
よる、多彩なプログラムを展開するポピンズキッズルーム
に対して興味を持っていただくことができました。

5. 第5回 国際乳幼児教育学シンポジウムを開催
2014年5月26日、東京大学・福武ホールにて、『第5回　国際乳幼児教育学シンポジウム－民主主義を育てる乳児 
保育－』を開催しました。乳幼児が民主主義を理解し学ぶ過程を日本・米国で共同研究し、その成果を発表しま
した。第一部はDr.マーデルによる基調講演、第二部はDr.マーデル、秋田喜代美先生（東京大学大学院）、門田
理世先生（西南学院大学大学院）、天野珠路先生（日本女子体育大学）によるパネルディスカッションが行われ、
保育実践への示唆に富む活発な議論が展開されました。

参加者も交えてのパネルディスカッションDr.マーデルによる基調講演

6. ポピンズ・ケイキ・ハワイ 「サマープログラム2014」
ポピンズ・ケイキ・ハワイでは、今年も夏限定のプログラムを開催しています。
英語レッスンやクラフト作りが楽しいインドアプログラムに加え、ハワイの
美しい海でシュノーケリングを体験できる「天国の海ツアー」や3歳から 
参加可能な「カヌーライド」など、様 な々アウトドアプログラムをラインナップ。
開催期間は8月23日までを予定しています。詳細やスケジュールはフェイス
ブックをご覧下さい：www.facebook.com/poppinshi

［ご予約］www.poppins.co.jp/hawaii シュノーケリングポイントを目指して、美しいカネオヘ
湾へ出発

おとぎの国をモチーフにした装飾は子どもたちを
魅了

伊藤友広選手によるかけっこ
プログラムは即満員

7. 夏限定「蓼科フォレストスクール」今年も開校
今年で3年目を迎える「蓼科フォレストスクール」は、蓼科（長野県）の豊かな
自然の中で、数々のアクティビティを体験する2泊3日のお泊り保育です。
ポピンズ農園で自ら収穫した野菜を使ってのクッキング、イワナのつかみどりや
ポニー村での触れ合い体験。夜は星空を観察したり、森に探検に行きます。
最終日には3日間の体験を振り返って子どもたち自身が発表をする時間を
設けるなど、ポピンズならではの充実したプログラムです。8月に全5回の
開催を予定し、3歳から申込可能です。

［詳細・お問い合わせ］ナーサリー事業本部 03-3447-2133 または
roominfo@poppins.co.jp

森林でのびのび遊んで深呼吸
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10.埼玉県から「保育士人材緊急確保事業」を受託
保育現場で課題となっている保育士不足を解消する「保育士人材緊急
確保事業」を埼玉県より受託しました。埼玉県の潜在保育士に対し、
再就職意向調査を行い「再就職支援セミナー」を実施します。また現場で
活躍する保育士の早期離職を防止し、定着を図るための「管理者向け
人材育成セミナー」と「メンタルトレーニング研修」を計16回実施します。
2012年度から3年連続で埼玉県より受託した「保育士・幼稚園教諭の資
質向上のための研修事業」においては、「応急手当てと事故予防」「食物
アレルギーの最新情報への理解」などの実践的カリキュラムが好評で、 
研修会場の定員枠を超える反響がありました。ポピンズは地域のニーズを
組み入れ、現場を重視したスキルアップ研修を今後も実施していきます。

「保護者カウンセリング」についての講義

ポピンズエデュスクール　合格実績
アクティブラーニングスクール（東京ミッドタウン）に併設しているポピンズエデュスクールには、2014年度も嬉しいお知らせが届きました。

私立幼稚園
愛育幼稚園 麻布山幼稚園 安藤記念幼稚園 学習院幼稚園 共立大日坂幼稚園
白金幼稚園 ドルトンスクール東京 南部坂幼稚園 雙葉小学校附属幼稚園 宝仙学園幼稚園
若葉会幼稚園 枝光会附属幼稚園 聖園幼稚園 

国立幼稚園
東京学芸大学附属幼稚園竹早園舎

私立小学校
小野学園小学校 国立学園小学校 慶應義塾幼稚舎 啓明学園初等学校 光塩女子学院初等科
聖徳学園小学校 聖心女子学院初等科 清明学園初等部 聖ヨゼフ学園小学校 西武学園文理小学校
洗足学園小学校 田園調布雙葉小学校 東京都市大学附属小学校 桐蔭学園小学部 新渡戸文化小学校
武蔵野東小学校 宝仙学園小学校 目黒星美学園小学校 森村学園初等部 立教小学校
横浜雙葉小学校 聖心インターナショナル 早稲田実業学校初等部 慶應義塾横浜初等部 日本女子大学附属豊明小学校

11.神奈川県から認可外保育所の「認可化移行可能性調査事業」を受託
ポピンズは、認可保育所または認定こども園への移行を希望する神奈川県
認定保育施設に対しての調査事業を受託しました。27年間の歴史で培った
フルラインでの保育所運営経験と、業界唯一の認可化移行実績が評価
されて受託し、2014年3月までに全54施設について、施設・財務両面からの
調査及び助言を実施しました。すでに相模原市や他市区町村での実施例も
重ね、新たな事業として期待されています。

 9. 地域連携講演会「地域包括ケア2015年に向けて」を開催
シルバーケアサービス部とNPOポピンズの共催で「第1回ポピンズ地域
連携講演会」を広尾本社にて開催しました。介護サービスを提供する
ポピンズと地域の高齢者を支える地域包括支援センター、介護支援
専門員の専門職の皆様との連携を深めることを目的として、日本介護支援
専門員協会常任理事・株式会社千葉福祉総合研究所 代表取締役 助川
未枝保氏を講師にお迎えしました。講演では今後の高齢社会の課題が
専門職の視点から幅広く語られました。

ポピンズが運営する保育施設は全国138ヶ所へ

ポピンズの介護サービス「VIPケア」はスタート
から今年で18年


