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代表ご挨拶　

「最高水準のエデュケアと介護サービスで社会に貢献する」との理念のもと、30年間走り
続けてきたポピンズですが、働く女性とそのご家族への支援を通じて今、最も感じる
のは社会の大きな変化です。制度や法律の変革はもとより、注目すべきは「働く環境」
と「価値観」の変化ではないでしょうか。ICTやAIの発達により世界や時間という壁が
取り払われ、大きな変化のうねりの中にいる今、この目まぐるしい時代に育つお子様たち
の未来が幸せであるために、私たちが今、すべきことは何か。企業理念はまっすぐに変
わることなく、一方で時代にフィットするサービスを求め常に変化し続ける、そんなポピンズ
でありたいと強く思います。

株式会社 ポピンズ
代表取締役会長

2.  夏の軽井沢を心ゆくまで楽しめるVIPケアサービスが登場
シルバーケアサービス部では、2018年7月〜9月「夏季限定 軽井沢ポピンズ
VIPケアサービス」を提供します。軽井沢の別荘などに滞在するお客様の
お食事づくり、居室内のお掃除や整理整頓、衣類の洗濯やアイロンがけ、
買物代行、ならびに介護サービス（会員様限定）など、多岐にわたるオーダー
メイドのサービスをご提供します。夏の軽井沢でゆっくり過ごしたいという
ご要望にお応えし登場したVIPサービス、ぜひ多くのお客様のご利用を
お待ちしています。

［お問い合わせ］03-3447-5666 または s.vip@poppins.co.jp

1.  創立30周年記念式典を開催
2018年3月1日、創立30周年を祝してパレスホテル東京にて記念式典を開催
しました。約300名のゲストをお招きし、ナーサリースクールのお子様50名の
歌にて幕をあけた式典では、4月1日付で新しく代表取締役社長に就任した
轟麻衣子、代表取締役会長となった中村紀子がそれぞれに、ポピンズの
グローバル化およびIT化をすすめることを発表。ゲストの皆様の温かい
メッセージと世界を舞台に活躍されているピアニスト横山幸雄先生の華や
かな演目に包まれた素晴らしい式典となりました。新社長のもとポピンズは、
より一層に働く女性を子育てと介護サービスを通じて応援していきます。

代表中村が初の著書を出版
創立30周年を記念し、代表の中村
が日本経済新聞出版社より初の
著書「なぜダメなの？からすべてが
始まる−ポピンズ30年の軌跡−」を 
出版しました。数々の規制や慣習と
闘い、失敗を重ねながらも小さな
組織から成長
していくストー
リーが綴られ 
ています。壁
を乗り越えよ
うとしている人
に踏み出す勇
気を与えてくれ
る一冊です。

3.  経産省『保育現場のICT化・自治体手続等標準化検討会』参画
2017年11月から2018年3月にかけて経済産業省の『保育現場のICT化・
自治体手続等標準化検討会』に参画しました。保育の現場にICT導入を
進め保育士の勤務環境の改善を図ることで、保育の担い手となる人材を
確保し保育士不足の解消を目指し、『保育所と自治体間の給付事務の標準化・
ICT化』と『保育所内のIoT/ICT化』の検討と提言を行う実証事業を行い
ました。引き続き、保育所のICT化推進に貢献していきます。

英ノーランド大学ローズ学長と
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注目の教育現場を学ぶ絶好の機会！ 参加をお待
ちしています。

5.  ハーバードやスタンフォードなど海外研修が開催
英国王室で第3子となるルイ王子が誕生されました。英国王室ではノーランド
大学の卒業生をナニーとする伝統があります。そのノーランド大学で最先端
のナニー教育を学ぶ研修に8月に出発しております。9月9日〜9月16日には
最新の幼児教育について学ぶハーバード大学研修を実施します。今年は
ボストンでレッジョエミリア大展示会を見学する予定です。10月28日〜
11月4日には、グーグル内保育所を初めとする特色ある幼稚園・保育園を
見学するスタンフォード研修を実施します。

［お問い合わせ］03-3447-2119 または kaigaikenshu@poppins.co.jp

4.  英ノーランド大学・ローズ学長ら 特別来日講義
2018年2月ポピンズが30年来提携している、英国で125年の伝統を誇るプロ
のナニー養成校・ノーランド大学のローズ学長、講師エルスペス先生らが 
来日し、ポピンズにて特別講義を行いました。『お子様やご家族との効果的
なコミュニケーション』など3つのテーマで行われたワークショップは
全9回開催、延べ682名のナニー、保育士が参加しました。なかでも、脳科学
の権威でもあるローズ学長の講演『乳幼児期の発達について 神経科学者
が教えること：人とのかかわりの重要性』は質の高いサービスを志す参加者
が数多く参加し、大変盛況となりました。

名門ノーランド大学から新しい知識を獲得

シンポジウム登壇者と轟麻衣子社長（左から
2番目）

7.  第9回ポピンズ国際乳幼児教育学シンポジウム 開催報告
2018年6月東京大学福武ホールにて、第9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
コンピテンス−自然、環境問題への取り組み−』を開催し、保育従事者、行政担当者、研究者ら180人が参加しま
した。第一部はハーバード教育大学院プロジェクトゼロ主任研究員の
ベロニカ・マンシーヤ教授の基調講演に続き、ポピンズナーサリー馬込 
施設長折原麻衣子による研究報告、第二部はベロニカ教授、秋田喜代美
教授（東京大学大学院）、門田理世教授（西南学院大学）、大庭三枝准
教授（福山市立大学）による『これからの子どもたちに必要なグローバル
コンピテンス（グローバル社会を生き抜くための力）とはどのような資質か、
保育者自身はどのようにグローバルコンピテンスを身につけられるのか』を
テーマとしたパネルディスカッションを行い、フロアーからの熱量の高い
質問も飛び交う、活発なディスカッションの場となりました。

両テーマとも参加者の皆様から「老い支度の
素晴らしい参考になった！」とのお声をいただ
きました。

6.  シルバーサービス、NPOポピンズ共催の講演会を開催
2018年2月19日と3月16日、シルバーケアサービス部・NPOポピンズ共催
による「第6回・第7回地域連携講演会」を広尾本社にて開催しました。
今回は「老いへの旅路シリーズ」として第1弾「成年後見制度のそこが知り
たい！」、第2弾「知っておくべき老い支度−法律編−」をテーマに、この分
野の専門家である東京八丁堀法律事務所パートナー弁護士・八杖友一
先生に講演いただきました。第1弾では、老後のさまざまな不安に備える
ため成年後見制度の活用（生前の財産管理、契約支援）、第2弾では相続
制度や遺言制度などについて、分かりやすく解説いただきました。
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保育のプロならスマートシッター 「30分送迎」
が大好評！

要望の声が多かった“30分送迎”など新サービスが拡充！
スマートシッターでは、2018年5月から新たに「30分送迎」「産前産後ケア」
の2つの新サービスを開始しました。「30分送迎」は、有資格者中心の
スマートシッターだからこそ安心安全、かつ30分間から手軽にご利用
可能な送迎サービスです。また、「産前産後ケア」は助産師が「母乳
マッサージ」などの産後ケアや「沐浴指導」などの新生児ケアを行う
助産師限定のサービスです。そして、2018年8月からは多くの企業で採用
されている「内閣府ベビーシッター券」が利用可能となり、新たに東京都
文京区や港区の病児保育助成など、6自治体で助成対象となります。

8.  ポピンズナーサリースクール新規開園情報
2018年4月に過去最多の23ヶ所が開園し、ポピンズが運営している施設は全国210ヶ所になりました。2016年度に
政府が待機児童対策の目玉として創設した企業主導型保育事業の後押しもあり、今年度は新設のうち21ヶ所が
企業主導型保育所となります。

4月開園
ポピンズナーサリースクール方南町（認可）
ポピンズナーサリースクール中葛西（認可）
ポピンズナーサリースクール洗足（認可）
ポピンズナーサリースクール桜台（認可）
ポピンズナーサリースクール東大本郷さくら（コンソーシアム型）
ポピンズナーサリースクール北千住  すみせいキッズ（コンソーシアム型）
ポピンズナーサリースクール武蔵野中町  すみせいキッズ（コンソーシアム型）
ポピンズナーサリースクール鶴見西  すみせいキッズ（コンソーシアム型）
ポピンズナーサリースクール仙台  すみせいキッズ（コンソーシアム型）
ポピンズナーサリースクール栄  すみせいキッズ（コンソーシアム型）
ポピンズナーサリースクールなんば  すみせいキッズ（コンソーシアム型）
ネピア ソダテラス（王子ホールディングス 事業所内保育所）
ひまわり保育園・かしわ（千葉銀行  事業所内保育所）
ハッピーマーチ保育園うらわ（ロッテ  事業所内保育所）
ハッピーマーチ保育園さやま（ロッテ  事業所内保育所）
アフラック  あひるひだまり保育園（アフラック  事業所内保育所）
虎ノ門保育園（アパレル企業  事業所内保育所）
DMG MORI名古屋保育園（DMG森精機  事業所内保育所）
DMG MORI伊賀保育園（DMG森精機  事業所内保育所）
DMG MORI奈良保育園（DMG森精機  事業所内保育所）
東京インテリアナーサリー福岡新宮（東京インテリア家具　事業所内保育所）
‘Ohana nursery school（CKD  事業所内保育所）
4月拡張
NAA保育ルームたんぽぽ（成田国際空港  事業所内保育所）
6月開園
ちゅとらのおうち（中部大学  事業所内保育所）
7月開園
ひまわり保育園・ちば（千葉銀行  事業所内保育所）

ポピンズナーサリースクール方南町

ポピンズナーサリースクール中葛西

ポピンズナーサリースクール東大本郷さくら

アフラック  あひるひだまり保育園
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9.  ワイキキ アロヒラニリゾートでもポピンズがご利用可能に！
2018年7月1日より、ハワイのワイキキアロヒラニリゾート内でも5歳以上のお子様のお預かりを始めました。ポピンズ 
の経験豊かなスタッフがプール、アート、イングリッシュレッスン、遠足など楽しいアクティビティをご用意。また
シェラトンワイキキのポピンズ・ケイキ・ハワイでは今年も引き続きサマープログラムを開催中です。一番人気の

講師のRory先生はディズニー出身者

11.イングリッシュ＆ダンスプログラムがスタート
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2F）では今年度
よりイングリッシュ＆ダンスプログラムを開始しました。初めての外国人
男性ダンス講師とあって、最初はそのダイナミックな動きに驚いたお子様
も、今では軽快な音楽と講師の掛け声に合わせて体を動かし、自然に
英語が身についています。リボンや帽子、柔らかい布など、動きを引き出す
教材と教師が作り出すスピーディーでメリハリのある雰囲気の中で、お子様
の身体能力と豊かな表現力が大きく育まれています。

［お問合せ］03-5785-2131 または activelearning@poppins.co.jp

10.K-BALLET SCHOOLコラボ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、英語が初めての方 
でもご参加頂ける短期サマープログラムをご用意しています。今年は 
K-BALLET SCHOOLの講師が担当するバレエレッスンを含むプログラム
や、ロボットプログラミングのコースなど、ふだん体験することのできない
充実の内容！アートやミュージック、サイエンスをテーマにした今年のサマー
プログラムは7月2日（月）から9月7日（金）まで。この機会にぜひご参加
ください。詳細はHPへ http://www.poppins-palis .jp/

［お問合せ］03-5791-2105 または palis@poppins.co.jp

プールや遠足などアウトドアプログラムが充実

ボディボード＆プール、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』も週2回開催。その他、ビショップミュージアムツアーなど、日替
わりで楽しんでいただけるプログラムを多数ご用意し、皆様のご利用を
お待ちしています。サマープログラムは7月21日（土）〜8月31日（金）で
開催しています。詳細はFBへ www.facebook.com/poppinshi

［ワイキキ アロヒラニリゾートに関するお問合せ］alohilani@poppins.co.jp 
［ご予約］www.poppins.co.jp/hawaii/contact_reservation/

編集長より

真っさらな状態で生まれてきた子どもたちが人種や国籍に捉われず、地球に生きる一人
の人間として世界と繋がることのできる資質“グローバルコンピテンス”とは。
グローバル化が加速する社会で本当に必要なことは、言語習得でも海外経験でもなく、
今いる場所から世界のどこまでも想像を巡らせ、各国で起こる様々な事象を自分ごとと
して見つめることのできる力。それこそが子どもたちの豊かな未来に必要な力であり、
それは純粋無垢、柔軟な幼児期こそ大きく育めると考えています。私たちポピンズが目
指し、実践してきたエデュケアが子どもたちのグローバルコンピテンスという幹の栄養とな
り、大きく枝葉を広げられるよう、これからも邁進してまいります。

株式会社 ポピンズ
代表取締役社長　
轟 麻衣子

熊川哲也氏が率いるK- BALLET SCHOOLと
の初コラボ！


