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年頭の挨拶　

昨年は、保育業界の岩盤規制と言われた保育士100%の配置基準の規制緩和案が公表
され、3歳児以上には幼稚園や小学校の教諭を採用する方向に動き出しました。また、
保育士国家試験が、年1回から2回になる等、ポピンズが長年求めてきた保育の規制改革
が実現し、私たちの努力が報われた年になりました。
安倍総理は50万人分の保育所を新たに作ると明言していますが、ポピンズにおいては
ただ新規施設を増やすのではなく、お子様の主体的な学びを支援する「0歳からのエデュ
ケア」を実践していくこと、そして、ナニーサービス、介護サービスにおいては信頼され
続けるために、努力を惜しまないことが必要です。
好奇心と疑問、自分の発言で仕事や社会を変えられるという意識を常に持ち、問題を
そのままにせず発信していく。今年ポピンズは皆でこの意識改革を忘れずに、働く女性
を支援するリーディングカンパニーとして私たちにしかできないサービスを創り、提供して
いきます。

株式会社 ポピンズ
代表取締役CEO
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白を基調とし、透明ガラスや曲線の壁で明るく清潔
感のあるオフィスを演出

1.  国内4ヶ所目の拠点、大阪支社を開設
2015年12月17日、ポピンズは大阪市梅田駅から徒歩5分の場所に「大阪
支社」を開設しました。東京・広尾本社、芦屋支社、名古屋支社に次ぐ国内
4ヶ所目の拠点です。開設当日には、最新テレビ会議システムを取り入れた
新オフィスに130名のお客様をご招待し、開設記念式典をとり行いました。
営業拠点として重要な大阪の地に進出したことにより、働く女性の育成や仕事
と育児の両立を支援する周辺企業を対象に、積極的に事業所内保育所や
ベビーシッター法人契約、高齢者へのVIPサービスを拡充していきます。

［お問い合わせ］ポピンズ大阪支社 06-6367-2100 または ml_osaka@poppins.co.jp

編集長より

今年はポピンズ発信の年：
創立から29年間、お客様に感動を重ねるサービスの
提供を大切にしてきたポピンズ。目まぐるしく変わる
情報社会で、もっとサービスの発信をして欲しいという
お客様の声を沢山いただき、皆様のご要望にお応えする
ため、ポピンズの公式facebookページを立ちあげること
にしました。ポピンズに関する最新情報に加え、子育て
に関するニュース等も積極的にご紹介していきます。
https://www.facebook.com/PoppinsCorporation

毎日新聞ビジネスサイト「経済プレ
ミア」での世界の乳幼児教育事情
のコラムもぜひご一読ください。
http://mainichi .jp/premier/
business/articles/20160112/biz/
00m/010/012000c

取締役　轟 麻衣子

ポピンズfacebookページ
ぜひフォローしてください！
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ナーサリーシステムの会員マイページ

5.  第3回ポピンズ地域連携講演会を開催
2015年11月10日、シルバーケアサービス部とNPOポピンズ共催による「第
3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。
今回のテーマは「事例から学ぶ！認知症原因疾患別の治療・ケアのポイ
ント」。講師には全国老人福祉施設協議会認知症ケア推進戦略本部長
で、自ら運営する施設でも認知症ケアに取り組んでいる鴻江圭子氏をお迎
えしました。認知症ケアのポイントである正確な鑑別診断に基づいた服薬
治療とケアの重要性を事例を交えて語られ、国民的課題である認知症
ケアの現状と課題について、活発に意見交換も行いました。

参加者の多くはケアマネジャーや地域包括支援
センター職員。認知症改善の取り組み事例に参加
者の質問が集中

3.「ポピンズ スーパーナニー」が誕生
ポピンズナニーサービスが始まって29年。1987年の 
創立当初は家政婦紹介業との違いを明らかにするため、
保育以外の掃除・洗濯・食事作りなどの家事業務を
分けてサービスせざるをえませんでしたが、今ではベビー
シッター業界も様変わりし、保育と同時に家事を行う
ことが通常サービスの範囲で可能となりました。ポピンズ
では、この度2500名のナニーの中から厳しい研修に
合格した54名をスーパーナニーとして認定し、家事全般を
含めたエデュケアの提供を開始しました。今年度中には
スーパーナニーは100名に達する予定です。

［お問い合わせ］チャイルドケアサービス部
0120-27-2100 または ml_childcare@poppins.co.jp

スーパーナニーのロゴのモチーフは、
クラウンジュエリー。
光り輝くティアラの中で、ひときわ大
きく輝くセンタージュエリーのように、
ナニーの中でも素晴らしい要素を持
つ者が、スーパーナニーという意味を
込めている

業界に先駆けて2000年から最新システムを導入してきたポピンズは、昨年6月、ナニーサービスのオーダーを
WEBサイトから入力できる新システムの運用を開始しました。全国151ヶ所に広がるポピンズナーサリースクール
でも、ご利用者の要望から真のニーズを集約すると共に、シフト管理等
保育士からの提案も採り入れた新システムを開発し改革を実現しました。
業務が効率化することにより、保育士はさらなるエデュケアの質の向上に
努めることが可能となります。
会員マイページでの入園登録・利用予約・利用内容変更から、毎日の登退
園、請求まで一貫して管理でき、お便り、献立、ポピンズメモリー（保護者
と保育者の連絡帳）がPCやスマホで作成・閲覧できるこのシステムは、
2015年10月から本格運用を開始し、全国の園へ順次導入しています。

4.  ナーサリースクールに新システムを導入

2.  外国人による家事支援サービスがいよいよスタート！
国家戦略特区において外国人による家事支援サービスが遂に解禁されました。ポピンズはまず神奈川県に
おいて、2016年4月よりフィリピン人による家事支援サービスをスタートします。フィリピン大手人材派遣会社
マグサイサイ・グローバル社と手を組み、フィリピンと日本で3カ月間・合計400時間以上の専門教育を受けた10名
のフィリピン人が、掃除や洗濯などの家事代行と、家事に付随する子どもの送迎や英語教育などを担います。 
大阪府でも正式に認められ次第、サービスを開始します。将来的には東京都での解禁も予想される中、本サービス
の展開にご期待ください。

［お問い合わせ］チャイルドケアサービス部 0120-27-2100 または ml_childcare@poppins.co.jp
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6.  ポピンズ海外乳幼児教育研修
ポピンズは2015年度、3回の海外研修ツアーを開催しました。
ノーランドカレッジ（6月22日〜7月3日）は英国王室ナニーを輩出し世界的に注目されている名門校です。英国
乳幼児教育の歴史、カリキュラム、ナニーに期待される洞察力や考え方、スキルを実習を通して学びました。米国
ハーバード大学（8月29日〜9月6日）では、幼児研究のベテラン教授やレッジョアプローチの米国第一人者の
講義を受け、学内および近隣、最先端企業内保育所を訪問。スタンフォード大学（11月1日〜11月8日）では、
マインドセットで高名なキャロル・ドゥエック心理学部教授他の講義、シリコンバレーの保育園や英才児教育で
著名な保育園を視察するなど、恵まれた天候とともに大いに充実した研修内容となりました。2016年もさらに幅を
広げて魅力的な海外研修を実施します。

［問い合わせ］ポピンズ海外研修担当 03-3447-3458 または kaigaikenshu@poppins.co.jp

日本の皆様へ
こんにちは、スタンフォード大学心理学部教授のキャロル・ドゥエックと申します。
子どもの成長におけるマインドセット（考え方、思考様式）の重要性について、私は
これまで多数の研究を行ってきました。私が提唱する成長型マインドセットをお持ちの
お子様は、学校での成績が向上するのみならず、「挑戦」を楽しみ、失敗や挫折を経験
しても立ち直り、そして粘り強く学び続けることが研究結果で明らかになっています。
ポピンズは、最高品質のエデュケア（教育+保育）を0歳児からのお子様方へ提供し、
日本の保育業界をリードしてきました。この度、ポピンズのナーサリーにてお子様の
成長型マインドセットに関するプログラムを導入することとなりました。ポピンズ国際
乳幼児教育研究所と共同でそのプログラムの効果を測定・評価を行っていきます。

7.  ハーバード大学、スタンフォード大学との共同研究開始
2015年10月よりハーバード大学とポピンズ国際乳幼児教育研究所（PIICS）は3年間にわたる共同研究を開始しま
した。幼児期におけるグローバル・コンピテンシー（グローバル社会に必要なスキルや能力）について研究し、
初年度の研究成果を2016年6月に開催するシンポジウムでハーバードの研究員と発表します。
また、2016年1月にはスタンフォード大学とPIICSとの共同研究が開始しました。本研究では、スタンフォード
大学心理学部キャロル・ドゥエック教授の協力を得て、幼児期における成長型マインドセットについて研究します。

大学の研究室にて

Carol Dweck

参加者達とスタンフォード大学のメモリアル・
チャーチにて

ハーバード大学メディカルスクールのジェイン・
シンガー博士の講義

ノーランド研修参加者の修了式の様子
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 8. ポピンズ・ケイキ・ハワイ

プログラムは日によって満員も。早めのご予約を

燦々と降り注ぐ日光と、キラキラ輝く青い海…日系企業唯一のハワイ州
公認託児施設「ポピンズ・ケイキ・ハワイ」。2016年3月18日まで開催して
いるアーリースプリングプログラムでは、寒い冬の日本から飛び出し、常夏
のハワイでカヌーやシュノーケリング体験、水族館・動物園への遠足、
ハワイアンクラフト作りなどさまざまなプログラムを満喫できます。
託児所でのお預かりだけでなく、3ヶ月〜12歳までの子どものベビーシッター
も提供しています。4月からはJTBとのお土産付きコラボ企画“ウェルカム 
ベビー”も開始予定。詳細やスケジュールはfacebookをご覧ください。
www.facebook.com/poppinshi

［ご予約］www.poppins.co.jp/hawaii/contact_reservation/

恵比寿ガーデンプレイスの美しい環境の中にあるポピンズアクティブラーニングインターナショナルスクール
（PALIS）では11ヶ月から未就学児までの子どもをお預かりしています。昨年12月15日にはクリスマスイベントが
開催されました。「クリスマスおめでとう」や「ジングルベル」を歌って
盛り上がり、鈴の音とともにサンタが現れた時には子ども達は大喜び。
PALISではポピンズのエデュケアを実践した保育と、3歳児以上のアフター
スクールプログラムを実施しています。東京ミッドタウンにある姉妹校の
ポピンズアクティブラーニングスクールのメソッドを加え、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。
詳しくはHPへ。 http://www.poppins-palis.jp/

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

 9. ポピンズアクティブラーニングインターナショナルスクール

素敵なウィンターシーズンの幕開けに笑顔

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）に併設しているエデュスクールには、2016年春の入園入学の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 麻布みこころ幼稚園 安藤記念幼稚園 サンタ･セシリア幼稚園
 聖徳学園三田幼稚園 枝光会附属幼稚園 枝光学園幼稚園 すみれ幼稚園 東郷幼稚園
 ドルトンスクール東京 目白平和幼稚園 霊南坂幼稚園 若葉会幼稚園 西町インターナショナルスクール

私立小学校	 慶應義塾幼稚舎 慶應義塾横浜初等部 成蹊小学校 成城学園初等学校 洗足学園小学校
 桐蔭学園小学部 東京女学館小学校 東京都市大学付属小学校 武蔵野東小学校 目黒星美学園小学校
 立教小学校 暁星国際流山小学校

国立小学校	 東京学芸大学附属世田谷小学校 東京学芸大学附属竹早小学校 筑波大学附属小学校

アートのプログラムでは、ライトテーブルやカラーフィ
ルムを用いて光に照らされる形に色を与える活動を

音楽・芸術・言語・身体表現など、豊かな感性と才能を兼ね備えたスペシャリストとともに、独自の教育プログラム
を展開しているアクティブラーニングスクール。昨年4月に開講したサンデープログラムでは、ピアニストが奏でる
演奏に合わせて自由に踊ったり、英語の絵本の世界を体感したり、幻想
的な雰囲気の中で創作活動に没頭したり…子ども達は各々楽しみを見
つけ、いきいきと取り組んでいます。プログラム以外のもう一つの楽しみは、
ランチの時間です。まるで大家族でピクニックをしているかのように、年齢
の異なる子ども達が一緒に食べる機会。日曜のひとときに、子ども達は
最大限に刺激を受け、新しい気づきを持ち帰っています。サンデースクール
の詳細やスケジュールはHPへ。
https://www.poppins.co.jp/news/event/activelearning/

［お問い合わせ］03-5785-2131 または activelearning@poppins.co.jp

10.アクティブラーニングスクール in 東京ミッドタウン


