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代表挨拶
今 年 6月1 3日、ポピンズナニーサービスは「第一回日本
サービス大賞厚生労働大臣賞」を受賞しました。この大賞は、
多岐にわたる業種の多種多様なサービスを共通の尺度で
評価し、
“キラリ”と光る優れたサービスに与えられる賞です。
29年前にポピンズはナニーサービスをスタートし、伝統ある
イギリスと同じレベルのナニー（教育ベビーシッター）を育成
して、2 4 時間3 6 5日の子育てを支 援してまいりました。
株式会社 ポピンズ
代表取締役CEO

昨年は「当日オーダー100％対応」を可能とするICTシステム
を開発し、お客様のさらなる安心感・緊急対応・利便性向上
につなげました。これからも働く女性の育児・介護支援の
リーディングカンパニーとして、ポピンズは日本初、最高水準
のサービスを創り続けていきます。

塩崎厚生労働大臣と

1. 企業主導型保育事業セミナーの開催
政府が今年度から「企業主導型保育事業」をスタートさせたことを受け、ポピンズは、広尾本社、名古屋支社、大阪
支社で「企業主導型保育事業セミナー」を開催しました。計40社の企業から100名の人事担当者が参加されました。
「企業主導型保育事業」は待機児童対策の柱の一つとして、約8 0 0 億円が予算化された政 府の目玉事業です。
企 業など が 設置する保育所に認可保育所並みの運営費・整 備費を補助する事業所内保育所事業と、1日あたり
2200円を補助するベビーシッター利用者支援事業が柱となります。業種を問わず注目度は高く、セミナーに参加した
企業からは導入を積極的に推進したいという問い合わせが寄せられています。
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2. 外国人家事支援サービス、11月にスタートへ
7月27日、ポピンズは内閣府と神奈川県より、家事支援外国人受入事業を
手 掛ける企業として正式に特定機関の認定を受けました。本 年11月に
スタートするフィリピン人による家事支援サービスに向け、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、準備を進めていま
す。フィリピンと日本で3カ月間・合計4 0 0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 代行以外にも、保育所の
送迎や英語教育などを担い、日本でワンランク上の外国人のサービスを普及
させることで、働く女性を支援していきます。
［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

©神奈川県

神 奈川県の黒岩祐 治 知 事より認定 通知 書を
受け取る様子

3. ポピンズ芦屋サロン「第2回ナショナルデイイベント〜フランス〜」を開催
5月6日、芦屋市の山の手にある邸宅型デイケアサービス「ポピンズ芦屋
サロン」では、海 外に親しみが深い利用者の要望に応え、「フランスの
食と文化を学ぶ会」を開催しました。講 師は、アルザス地方の新 聞 社
「Dernières Nouvelles d'Alsace」の元新聞記者で、カンヌ映画祭の取材
を担当され、映画監督、俳優の他、映画の本も執筆されているベルギー系
フランス人のジェローム・マリエンヌ氏と夫人の料理家、テーブルコーディ
ネーター、カフェ経営者として活躍する豊嶋万須子氏が務めました。ランチ
タイムには家庭的フレンチコースが提供され、参加者の笑顔があふれま
した。その後、ジェローム氏推薦のカンヌ映画祭短篇映画を解説も交え
ながら上映しました。
［お問い合わせ］ポピンズ芦屋サロン 0797-26-8455 または
www.poppins.co.jp/vipcare/ashiya/

芦屋サロンは緑濃い六甲山を背景に個人の邸宅
を借り受け改装

4. ポピンズナーサリースクール新規開園情報
2016年4月以降に7園開園し、ポピンズが運営している施設は全国158ヶ所になりました。年内にはさらに3ヶ所
を開設し、今年度の施設数合計は161ヶ所になります。
2016年4月開園
「ポピンズナーサリースクール天王寺」：ポピンズとして大阪市初の認可保育所
「ポピンズナーサリースクール勝島」：ポピンズとして品川区初の認可保育所
「ポピンズナーサリースクール経堂南」：新築一戸建ての世田谷区の認可保育所
「ポピンズナーサリースクール本郷」：「文京区民センター」の1階の認可保育所
「豊明市南部児童館」、
「豊明市西部児童館」、
「豊明市ひまわり児童館」：指定管理業者として愛知県豊明市より受託

「ポピンズナーサリースクール本郷」 70名定員

「ポピンズナーサリースクール勝島」 60名定員

「ポピンズナーサリースクール経堂南」 45名定員
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5.「蓼科フォレストスクール」で田植えイベントを開催
大人気の「蓼科フォレストスクール」は、ポピンズナーサリースクール3歳児
以上対象のお泊り保育です。6月には、4 0名を超えるお子様が参加し、
「ポピンズ農園」にて田植えイベントを行いました。田んぼの中に入ること
は初めてのお子様ばかりですが、泥に足を取られ尻もちをついたり、カエル
をとったりと、天候にも恵まれた中で大自然を満喫しました。秋には稲刈り
を体験します。
［お問い合わせ］オペレーション部 03-3447-2133

6. ポピンズ男性保育士「男組」研修
スタッフの多様性を重視するポピンズでは、全国最多150名を超える男性
保育スタッフが在籍しており、その数は年々増えています。今年5月に男性
同士の横のネットワークを広げ、情報共有を図ることを目的に、男性保育士
による「男組」を発足。7月には蓼科研修センターにて、日本ライフセービ
ング協会を立ち上げた中央大学人間総合理工学科 小峯力教授（救急救命
学）を講師に招き、「命をどう救うのか」「命をどう輝かせていくか」、を
真剣に考えました。

7. 第7回 ポピンズ国際乳幼児教育学シンポジウムを開催
6月26日、東京大学本郷キャンパス・福武ホールにて、第7回ポピンズ国際
乳幼児教育学シンポジウム「エデュケアで培うグローバル社会を生き抜く
力～子どもにとって異文化とは？～」を開催しました。21世紀のボーダレス
な世界に羽ばたく子ども達にとって、乳幼児期にどのような力を育めば
良いのか、また、保育者はどのように働きかければ良いのか。ハーバード
教育学大学院ベロニカ・マンシーヤ教授とポピンズによる共同研究の中間
成果報告を発表しました。第一部は、マンシーヤ教授による基調講演、
第二部は、マンシーヤ教授、秋田喜代美教授（東京大学大学院教育学研
究科）、門田理世教授（西南学院大学人間科学部児童教育学科）による
パネルディスカッションが行われ、活発な議論が展開されました。

男性保育士が集結

パネルディスカッション時の様子。熱心に聞く
180名の参加者

8. イタリア・レッジョ・エミリア研修 / ノーランドカレッジ保育留学
ポピンズ海外研修ツアーは、5月にイタリアのレッジョ・エミリア市を17名で訪れました。レッジョ・エミリア市公認
機関レッジョ・チルドレンでの研修に参加し、レッジョ・エミリアアプローチの歴史的背景や指導方法等を学び
ました。また、
「子供たちの100の言葉」の編者リラ・ガンディーニ博士が指導したピストイア市の幼児学校を訪問
し、現場での実践を確認しました。
6月にはヨーロッパ王室や上流家庭の子ども達のためのナニー養成校として英国に1892年に設立され、現在では
教育者にも人気の名門ノーランドカレッジで、乳幼児教育理論・実践を習得
する短期保育留学コースに8名が参加。修了式では財務責任者アレックス・
リード氏がノーランドカレッジを代表し、
「ポピンズからは96名もの研修修了
生が活躍している。ポピンズとお互いにとって良好な関係が築けている
ことを誇りに思う」とスピーチをし、修了生の今後にエールを送りました。
他にもハーバード大学（8月27日～9月4日）、スタンフォード大学（11月6日
～13日）等、世界の乳幼児教育研修ツアーを企画しています。
［問い合わせ］ポピンズ海外研修担当 03-3447-2119 または
kaigaikenshu@poppins.co.jp

レッジョ・エミリア市ではイタリアの子ども達
との対話も楽しむ
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9. ポピンズ・ケイキ・ハワイ プログラム2016
日本企業としては唯一のハワイ州公認キッズルームであるポピンズ・ケイキ
・ハワイでは、プログラムにフラダンスとウクレレなどハワイアンカルチャー
体験と、リトミックとともに日英で読み聞かせを行うストーリータイムが加
わりました。人気のアウトドアは「ボディボード＆プール」、シュノーケリング
を体験できる「天国の海ツアー」、丸一日牧場を満喫できる「クアロア ランチ
ツアー」です。ホテルのお部屋でのナニーサービスも提供しています。詳細
やスケジュールはフェイスブックをご覧ください。
www.facebook.com/poppinshi
［ご予約］www.poppins.co.jp/hawaii/

美しい「天国の海」へカヌーで出発

10.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）のサマープログラム
恵比寿ガーデンプレイスの美しい環境の中にあるPALISのサマープログ
ラムでは、3歳児には、世界的に有名な絵本作家をテーマとし、英語の絵本
の世界観を体感しながら、ネイティブスピーカーによるアクティビティを行っ
ています。4歳児から6歳児には、アートや音楽、英語の読み書きルールで
あるフォニックスなど専門性の高いプログラムを提供。また今年は、シンガ
ポールでグローバル教育を実施しているThe Keysからコーディング講師を
招き、ロボット作りに挑戦するテクノロジー・ロボットプログラムを日本で
初めて取り入れます。詳しくはHPをご覧ください。
www.poppins-palis.jp/
［お問い合わせ］03-5791-2105 または palis@poppins.co.jp
本物の体験からの学びを

11.アクティブラーニングスクール in 東京ミッドタウン
子どもの主体的な学びを大切にしているアクティブラーニングスクールでは、2010年に日本ライフセービング協会
と共同で、全国初の「キッズライフセービングプログラム」を開発しました。年ごとにプログラムが充実しており、
年齢や発達に応じた環境の中で、子ども達は思い思いに身体を動かして
います。スタッフはできるだけ手を差し伸べず、子ども達が自分で考え、
危険を回避し、勇気を出して挑戦できるように見守っています。子ども達が
楽しいと思う気持ちや、やり遂げた時の喜びなどを一緒に味わいながら、
丈夫な身体と命を大切にする心が養えるように支援しています。
［お問い合わせ］03-5785-2131 または activelearning@poppins.co.jp

足元が不安定なマットの山に意気揚々と登る
姿。スタッフの指を支えに、身体全体でバランス
を取っています。
（1歳児）

子ども自身の背の高さほどある台に、ロープを
頼りに登る姿は真剣そのもの。万が一に備え、
スタッフがサポートできるように見守っています。
（1歳児）

不安定な足場において、バランスを取りながら
ハードルを一 つず つ 慎 重に越 えています。
（2歳児）
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