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代表挨拶　

今年の3月9日でポピンズは創立30周年を迎えます。
昨年の思い出は多々ありますが、代表的な3つは 1.第一回日本サービス大賞厚生労働 
大臣賞をナニーサービスが受賞したこと、 2.ナーサリー事業部で人財育成に向けた小集
団活動が始まったこと、 3.ポピンズホールディングスを設立したこと、でした。
どれも地道な努力の成果であり、今後お客様の満足度をさらに高め、他社との差別化に
つながっていく内容だと確信しています。この30年間、私はポピンズで目の前のお客様
に感動を与えることを何より大切にし、失敗を真摯に受け止め、改善を重ねてきました。
業界初を生み出す発想力と品質へのこだわりはポピンズの特徴と言えます。先日2月3日
には潜在保育士の復職支援とベビーシッターの全国展開を図るために、CtoCのオンライン
サービスを手掛けるスマートシッター社を買収という新たなチャレンジをしました。会社
の成長と利潤は、社会への貢献の度合いに比例します。会社の成長の目標は、社員が
ポピンズを誇りに思い、物心ともに幸せを感じて頂くことにあります。
今年もどうぞ宜しくお願いいたします。

株式会社 ポピンズ
代表取締役CEO
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1.  小池都知事の政治塾「希望の塾」内に託児室を開設！
2016年12月10日（土）小池百合子東京都知事の政治塾「希望の塾」にて、
塾生のお子様達をお預かりする臨時託児室「きぼうのほいくじょ」を開設し
ました。当日は小池都知事も見学にいらっしゃり、ポピンズのエデュケアに
対し「さすが、ポピンズ」というお褒めのお言葉を頂きました。今回の託児 
では、ノーランド・ハーバード・スタンフォード・レッジョエミリアへの保育留学
経験がある保育士が集結し、世界各国のエデュケアの要素を大いに盛り
込んだ託児内容を展開。保護者の方々からも大変高い評価を頂きました。

女性初！弊社取締役轟が「ボス潜入」に出演
2017年2月17日にNHK BSプレミアムの「覆面
リサーチボス潜入」にポピンズが登場しました。
同番組は世界28ヶ国で制作、放送されている 
イギリス発の人気番組「アンダーカバーボス」の
日本版。「ボス」が素性を隠して自社の現場に
潜入し、会社の課題や誇れる人材と向き合うこと
がテーマです。今回、轟がナーサリースクール、
アフタースクール、ナニーサービス、デイサービス

の現場にはいり、 
スタッフの熱い想い、
お客様に寄り添う心
に触れながら、一緒
に課題解決に臨む
内容となりました。
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2.  ポピンズ家事サービスがいよいよ始動
　−フィリピンより5名のプロフェッショナルが来日します−

2017年夏より東京都と神奈川県で開始予定の新事業「ポピンズ家事 
サービス」に向け、来日する5名のフィリピン人家事スタッフが決定しま
した。300時間の研修期間を終え、4月に来日、引き続き、日本における6週
間の研修を経て、お客様へのデビューとなります。ポピンズの世界水準の
家事サービスにご期待下さい。

［お問い合わせ］03-3447-6131 または kaji@poppins.co.jp

4.  新規開園情報
2017年2月までに開園した保育・教育施設をご紹介します。ポピンズが運営している施設は全国162ヶ所になり
ました。

2016年 9月開園　「ポピンズナーサリースクール晴海分園」（認可）
2016年10月開園　「ポピンズナーサリースクール馬込」（認可）
2016年12月開園　「Gキッズホーム」（グローリー  事業所内保育所）
2017年 1月開園　「トントンキッズ・こが」（日野自動車  事業所内保育所）
2017年 2月開園　「東京インテリアナーサリー大阪」（東京インテリア家具  事業所内保育所）

「トントンキッズ・こが」「ポピンズナーサリースクール馬込」「ポピンズナーサリースクール晴海分園」

ポピンズのフィリピン人家事スタッフは、全員
が大学卒または看護師資格取得者というプロ
フェッショナル

三宅選手は人生初の絵本の読み聞かせにも挑戦

3.  五輪メダリスト三宅宏実選手をゲストに
　園児100名との交流イベントを開催

2016年11月21日（月）ポピンズは、リオデジャネイロ五輪女子ウエイト
リフティングで2大会連続となるメダルを獲得した三宅宏実選手（いちご
株式会社）をポピンズナーサリースクール多摩川に隣接するキヤノン株式
会社体育館に招き、園児100人との交流イベントを開催しました。三宅
選手はウエイトリフティングのデモンストレーションを披露した他、ダンス
やゲームで園児達と交流。本物のオリンピックメダルを目にした園児達
からは驚きと喜びの声があがりました。ポピンズでは2020年東京オリン
ピック・パラリンピックに向けてプロジェクトチームを始動し、今後も選手
達と子ども達との交流の場を広げていく予定です。

5.  ポピンズ独自の学童保育プログラム『ポピンズアプローチ』制作中
ポピンズ学童施設の更なるエデュケアの質の向上を目指し、ポピンズ国際乳幼児教育
研究所の教育アドバイザーである内田伸子先生（お茶の水女子大学名誉教授）と

『ポピンズアプローチ（学童版・3月完成予定）』を共同開発しています。東京都内の
ポピンズの学童・児童館施設に加え、ポピンズが運営する名古屋大学アフタースクール
とも活動を共有しながら、独自のカリキュラム「活動のレシピ」とポピンズの特徴で
ある「ドキュメンテーション」を組み合わせ、子ども達が楽しみながら生きる力を育める
よう、アクティブラーニングを核とするポピンズ独自の学童の確立を目指しています。

ポピンズ学童では、創造力を
育む海外プログラムも導入
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6.  全国初のポピンズによる居宅訪問型保育　千代田区に続き豊島区でもスタート
2015年に全国初として千代田区でスタートしたポピンズの居宅訪問型保育事業。2016年12月より豊島区でも開始
しました。本サービスは待機児童対策の課題となっていた施設不足や保育士不足問題の解消策として、保育園に
入れなかった待機児童のご家庭にナニーを派遣します。自治体にとって保育需要の変化に柔軟に対応できること
や、保護者にとっては保育園への送迎の必要がなく、認可保育所並みの保育料で、自宅にナニーが来てくれるという
メリットが大きい取り組みです。2017年4月からは港区でも開始予定です。引き続き、待機児童解消に貢献して
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

地域の専門職も多数参加

7.  テーマは「認知症とともによりよく生きる」
　シルバーケアサービス部共催ならではの講演会を開催

2016年11月19日（土）、シルバーケアサービス部とNPO ポピンズ共催に
よる「第4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。
講師の木之下徹氏は、のぞみメモリークリニック（東京都・三鷹市）で院長
として認知症に携わられ、今回は ①認知症を理解する ②認知症の治療
薬の現状と未来 ③認知症とともによりよく生きる為の取り組みの紹介、と
いう3つのテーマでご講演を頂きました。コミュニティにおける人間関係
構築の視点から、患者だけでなく支える家族の活動も支援する木之下
医師からは大いにヒントを頂きました。

9.  スタンフォード大学での研修旅行に17名が参加

スタンフォード大学にて
キャロル・S・ドゥエック教授と共に

元タカラジェンヌによる歌や音楽は圧巻

8.  芦屋サロンが手がける
　オリジナリティ溢れる華やかなクリスマスが好評

混合介護の解禁を見据え、「邸宅型デイサービス」で多様なニーズにお応
えする芦屋サロンでは、2016年12月8日（木）、クリスマスイベントを開催
しました。ビュッフェ形式のお食事、元宝塚歌劇団星組男役の三城 礼さん
をはじめ、ピアニスト、クラリネット奏者をお呼びし、華やかな演奏会を
行ないました。ご利用者の第九合唱でスタートし、『すみれの花咲く頃』
や『ホワイトクリスマス』は全員で大合唱！顧問で在宅医療の第一人者と
して知られる長尾和宏医師（長尾クリニック）にもご参加頂き、40名以上
の熱気溢れる会となりました。

［お問い合わせ］ポピンズ芦屋サロン 0797-26-8455 または
https://www.poppins.co.jp/vipcare/ashiya/

アメリカ大統領選挙の最中の2016年11月に17名が参加し8日間のスタン 
フォード研修が開催されました。スタンフォード大学の心理学部が関わ
る乳幼児施設をはじめ、5園の施設で見学や実習を行いました。今回は

「Open-Ended」という子ども達の独創的な表現や思考を養うという指導
方法を学びました。また大学構内では、同大のデボラ教授や『マインド
セット“やればできる！”の研究』の著者であるドゥエック教授の講義を
聴き、子ども達に関わる姿勢についても深く学びました。

［お問い合わせ］ポピンズ海外研修担当 03-3447-2181 または
kaigaikenshu@poppins.co.jp
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11.英語が初めてでも大丈夫！ 各シーズンに特別プログラム“Be Our Guest”を開催
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、英語が初めてでも
参加可能な短期プログラム“Be Our Guest”を行っています。ジンジャー
ブレッドハウスやくるみ割り人形の劇を作り上げ、英語だけではなく、五感
を刺激するプログラム、またクリスマスには、サンタとの合唱が行われま
した。イギリスの教育カリキュラムを取り入れ、遊びながら英語と日本語
の習得を目指すエデュケアを是非ご体感ください。プログラムはWebにて
随時更新中です。 www.poppins-palis.jp/

［お問い合わせ］03-5791-2105 または palis@poppins.co.jp サンタからの本のプレゼントに満面の笑み

ポピンズエデュスクール　2017年度合格実績
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、2017年度も嬉しいお知らせが届きました。
私立幼稚園 青山学院幼稚園 麻布みこころ幼稚園 神田寺幼稚園 光塩女子学院幼稚園 白百合学園幼稚園
 浅草寺幼稚園 ドルトンスクール東京 原宿幼稚園 大和郷幼稚園 若葉会幼稚園
 さくらインターナショナルスクール 枝光会附属幼稚園

私立小学校	 青山学院初等部 暁星小学校 慶應義塾幼稚舎 慶應義塾横浜初等部 光塩女子学院初等科
 さとえ学園小学校 成蹊小学校 西武学園文理小学校 桐蔭学園小学部 東洋英和女学院小学部
 宝仙学園小学校 武蔵野東小学校 セントメリーズインターナショナル

横山先生のプログラム監修は開校以来7年目に

12.世界的ピアニスト・横山幸雄先生による
　 親子のためのコンサートを開催

2016年10月9日(日)、アクティブラーニングスクール（東京ミッドタウン）で
ミュージックプログラムの監修を担当するピアニスト横山幸雄先生による
親子のためのコンサートを開催しました。モーツァルト『キラキラ星変奏
曲』、ショパン『幻想即興曲』『英雄ポロネーズ』等、世界的ピアニストに
よる美しい音色は、参加者を魅了。今後も、こうした生演奏の芸術に親子
でふれて頂ける機会を提供していきます。

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

編集長より

近年AIやVRなど先進技術に高い注目が集まる中、子ども達には学力以上に自然や他者
とのふれあい、創造性やコミュニケーション力を培うことが必要となることを最近、より
強く感じています。子ども達の今日1日の小さな心の機微も、また20年後30年後を見据え
た大きな未来にも、いずれにも等しく目を向けられるような、ポピンズならではのより良い
環境を今年度もご提供して参ります。

取締役　轟 麻衣子

10.ハワイでも安心のポピンズで！ 期間限定のプログラムを開催中

高学年からはワイキキビーチにてボディーボード
体験が可能

日系企業としてはハワイ州唯一の公認キッズルーム「ポピンズケイキハワイ」。
シェラトンワイキキのオーシャンビューの部屋で世界中から訪れる子ども
達をお預かりしています。室内でのホリデープログラムは海をテーマに
したジュエリー作りや、ハワイアンカルチャー体験クラス（フラダンスや
ウクレレ教室）。アウトドアで人気のクルーズツアーではウミガメの親子が
挨拶をしにボートに急接近する場面も！春のプログラムは3月15日まで開催
中。詳細はフェイスブックへ。 www.facebook.com/poppinshi

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


