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会長挨拶
新型コロナウイルスは、私たちの日常を変えました。4月に緊急事態宣言が発令され、
私たちは不安を抱きながら生活を続けています。一方で、オンラインは私たちに新たな
可能性を広げてくれました。第11回ポピンズ国際乳幼児教育学シンポジウムは、感染
防止のため、初めて世界3カ国をオンラインで結び、乳幼児教育のご専門の先生方に
国境を越え、時差を越えて登壇いただきました。当日は、約5,000名の皆様にご参加いた
株式会社
ポピンズホールディングス
代表取締役会長

だきました。また、ポピンズは、オンライン保育やオンライン育児相談、オンライン学童
をいち早くスタートし、現在250カ所、約2,500名のお子様たちに届けています。この
模様はNHKなどでも詳しく紹介されています。ポピンズは、全国で322カ所の保育園や
学童を運営していますが、こうしたシンポジウムを通じて、世界の最先端の幼児教育の
考え方を学び、日本の幼児教育の質を高め、保育所で子どもたちにグローバルな意識を
教えていける保育士のいる環境づくりができるよう、これからも精進してまいります。

1. 第11回ポピンズ国際乳幼児教育学シンポジウムをオンライン開催
11年目を迎えたポピンズ国際乳幼児教育学シンポジウムは「Withコロナで
変わる保育のあり方」と題し、Zoomにより米英日3カ国4地域を弊社社長の
轟がモデレーターを務めリアルタイム・同時通訳付で繋ぐ、初のグローバル
オンライン開催として劇的進化を遂げました。第1部は米国ハーバード大学
教育大学院プロジェクトゼロとの研究成果についてベロニカ・マンシーヤ
上級主任研究員による基調講演と米・日各園での実践報告の発表、第2部
は弊社が例年海外研修を実施している米国スタンフォード大学附属ビング
ナーサリースクールのジェニファー・ウィンターズ校長、英国ナニー養成大学
ノーランド・カレッジのジャネット・ローズ校長や東 京大学 大学院教育学
研究科長の秋田喜代美教授など、乳幼児教育分野における豪華な専門家
陣を加えたパネル討論の2部構成で、約5,000名の皆さまから事前参加登録
を頂き、視聴後の満足度も99％の高評価を頂戴しました。

社長挨拶
初のオンライン開 催となった第 1 1回ポピンズ 国 際 乳 幼児 教 育 学シンポジウムで
モデレーターを務めました。世界中で、新型コロナによって保育、幼児教育の重要性が
再認識されていることを実感しました。日本では現在、待機児童問題が多くの自治体
で 解 消され 始め、今後は「保育園淘汰 時 代」がやってきます。つまり、保 護 者様が
「 はいれる保育園」ではなく「お子様を通わせたい保育園」を自由に選べるようになる
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のです。私たちが目指すのは、今も、これからも「選ばれる園」であること。ポピンズ
では、コロナ前よりも良い日常「ベターノーマル」を実現すべく「オンライン保育」など
新たな取り組みを行っています。ですが、まだまだ道半ばです。コロナとの戦いも続いて
います。緊急事態宣言下、ウイルスの不安と戦いながら最前線を支えてくれたヒーロー
の保育スタッフともにポピンズは今後も働く女性の支援を力強く進めてまいります。
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2.「先生の声が聞きたい」、その想いに応えるためオンライン保育開始
ポピンズでは緊急事態宣言発令翌日、4月8日に「オンライン保育」を開始
しました。4歳の女の子の「先生の声が聞きたい」とのつぶやきがきっかけ
です。双方向のコミュニケーションを基本に、お子様にとって大切な“日常”
を保ち、普段ナーサリーや学童で行っているエデュケアをオンラインにて
実施いたしました。新しい生活様式に代わり、保育のあり方が大きく変わ
ってきています。今後も皆さまのご要望を頂きながら、オンラインとリアル
な触れ合いを相互に行うハイブリッド型な新たな保育スタイルのご提供に
オンライン保育での読み聞かせは、リーディング
よりもストーリーテリングを！

努めて参ります。

3. 在宅でもお子様に最高水準の教育を。オンラインナニーサービスをスタート
新型コロナウイルス感染予防のため、緊 急事態宣言が解除された現在
も、総体的に保護者様の在宅勤務は増え、お子様の保育園や幼稚園を
自粛するご家庭があることや小学校の分散登校が続いている等からお子様
がご自宅で過ごす時間が増えています。不安もまだ多い中、保護者様の
育児のサポート・お子様の教育のサポートをさせていただきたいと考え、
今回「オンラインナニーサービス」を開始いたしました。ポピンズの「オン
ライン保育」同様、オンラインだけの学びの場ではなく、オフラインの学び
にも展開できる「オンラインとオフラインのハイブリッド型で支える」ナニー
サービスを提供し、
「ベターノーマル」な日常を支えます。

オンラインナニーとのリズム遊びに集中

［お問合せ］03-3447-6131 または order@poppins.co.jp

4. 保護者様の育児のお悩み解決に。スーパーナニーによるオンライン育児相談スタート
保護者様が抱える育児のお悩みに、ポピンズのトップオブナニーである
スーパーナニーがオンラインで対応する新サービスを開発いたしました。
日本国内で増える核家族化の影響や、ワンオペ育児など、子育ての悩みを
相談する相手が近くにいない保護者様に向けて育児経験が豊富で数多く
のお子様のお世話経験があるプロフェッショナルのシッター「スーパー
ナニー」が産前産後の赤ちゃん相談やトイレトレーニング、受験相談から
室内遊びのご紹介まで様々な育児に関するお悩みにアドバイスいたします。
オンラインで対応しますため、国内・海外問わずご相談いただけます。
ポピンズスーパーナニーは お 子 様 だ け で は
なく、ママとパパの味方

詳細はこちらから https://coubic.com/poppins-online
［お問合せ］03-3447-6131 または ikuji@poppins.co.jp

5. DX部の開設について
ポピンズは1月に、DX（デジタルトランスフォーメーション）部を開設いた
しました。ＤＸ部は、オンライン保育をはじめとするオンライン事業の推進
や、AIやIoT等、最新のデジタル技術を活用した、新規事業の立ち上げや
事業改革を推進致します。立上げにあたり、IBMやYahooで幹部を務め
た顧問の皆様にご協力を賜り、また社外からデジタル人財も採用致しま
した。今後も、お客様にとって、更に魅力的で便利なサービスをご提 供
すべく、業界初の取り組みも含めて、積極的に挑戦致します。
DX部メンバーが集合
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6. ポピンズナーサリースクール新規開園情報
2020年3月から2020年6月までに18園が開園し、ポピンズが運営している
施設は全国322カ所になりました。

［2020年3月開園］
ポピンズナーサリースクール（レジャー業、千葉県）
［2020年4月開園］
ポピンズナーサリースクール恵比寿南（認可）
ポピンズナーサリースクール蔵前（認可）
ポピンズナーサリースクールあざみ野（認可）
ポピンズナーサリースクール西東京（認可）
ポピンズナーサリースクール妙典（認可）
ポピンズナーサリースクール三鷹下連雀（認可、学童、一時預かり、親子広場）
ポピンズナーサリースクールイオンモール津田沼（認可）
N-Kids（日本工営 事業所内保育所）

ポピンズナーサリースクール妙典

［2020年6月開園］
オリンパスキッズガーデン八王子（オリンパス 事業所内保育所）
ポピンズナーサリースクール恵比寿南

7. 第10回地域連携講演会開催
2月14日（金）シルバーケアサービス部とNPOポピンズとの共催で「在宅
介護を安心・快適にする三つの秘訣」というテーマで医療法人社団裕和
会理事長、長尾和宏医師を講師にお迎えし地域連携講演会を開催いた
しました。高齢化社会の中、在宅介護はとても身近なテーマになっていま
す。長尾医師は、長く在宅医療に携われ、2 ,0 0 0人以上の患者を在宅で
看取られた経験をもとに在宅介護の秘訣についてご講義くださいました。
会場には医療や介護の専門職をはじめ、在宅で家族を看取りたいという
強い思いを持たれたご家族の皆様の姿も多くみられました。

多くのご家族や医療福祉関係者等が会場に集
いました

8.『ポピンズの成長エンジンは“愛”』新卒サプライズ企画を実施！
2020年度ポピンズは、138名の保育士・栄養士
の新卒社員を迎えました。勤務初日、新卒社員
へ保護者の皆様からエールの手紙を渡す『サプ
ライズ企画』を行いました。新型コロナウイルスの
影響で入社式を延期したものの保育の最前線を
支える新卒社員を会社として全力で応援したい
との思いからです。施設長が手紙を読み終え、
一人ひとりに手渡すシーンでは驚きと共に感動の
涙に包まれました。その後入社1カ月が経ち、
今度は新卒 社員から保 護 者の皆様 へお礼の
お手紙を『新卒サプライズアンサー企画』として、
いつも温かく応援してくださる保護者の皆様へ、
保護者様からの手紙と新入社員の幼少時
の写真

新入社員勤務初日のサプライズ企画
の様子

社 会人として 経 験を積み 始めた 新卒 社 員が
その思いを手紙にしたため、投函いたしました。
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9. ALS スクール専門講師によるオンラインプログラムの実施
東京ミッドタウンにあるポピンズアクティブラーニングスクールは、現在
通常に近い形での運営を再開しておりますが、休校期間に、お子様がご自宅
で過ごされる時間をさらに有意義なものにしていただきたいとの想い
から、スクール専門講師によるオンラインプログラムの実施と動画配信を
行いました。アート、ダンス、ランゲージ、マス＆サイエンスの講師陣による
工夫を凝らした動画により、保護者の皆様から「レベルが高く、魅力的な
プログラムに感銘を受けた」「自粛で退屈な中、子どもが楽しんでいる姿
アナウンサー松波 順子さんによるランゲージ
プログラム
画面の向こう側のお子様方に笑顔で語りかけ
ます

を見られて親として嬉しかった」と、大変ご好評をいただきました。今夏
には毎週日曜開催のサンデープログラムも再開予定ですので、皆様の
ご参加をお待ち申し上げております。
［お問合せ］03-5785 -2131 または activelearning@poppins.co.jp

10.PALIS 新様式でのスクール再開！多彩なサマープログラム！
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、生後11カ月から
就学前のお子様をお預かりしています。コロナウィルスの影響で4月・5月は
オンラインレッスンを実施しました。画面を通して先生と会えて、お子様も
とても嬉しそうでした。音楽に合わせて歌ったり踊ったり、スクリーンが
たくさんの笑顔であふれました。6月から安心安全な新様式でスクールを

サークルタイムにはフェイスシールドを使用

再開。今 年のサマープログラムも人気講師によるダンス・ミュージック・
アートなどを盛り込んだ多彩なプログラムを実施する予定です！期間は
9月4日まで。PALIS ANNEX（学童）では小学校3年生までご参加頂け
ます！皆様のご参加お待ちしております。
詳細はHPへ
http://www.poppins-palis.jp/
［お問合せ］03-5791-2105 または palis@poppins.co.jp

創造力をかきたてる楽しいクラフトがたくさん！

11.ポピンズ・ケイキ・ハワイの最新状況
日本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』。ポピンズ・ケイキ・ハワイが入るシェラトンワイキキホテルは、7月
末現在、改装をしております。ポピンズ・ケイキ・ハワイは、現在営業を行っ
ておりません。ポピンズ・ケイキ・ハワイでは、お子様を再びお迎えするため
に、DHS（Department of Human Services、ハワイ州福祉局）のガイド
ラインに従って安心安全を最優先に“Health Policy”を作成。衛生用品を
整えたりスタッフに安 全研修を行ったりして、お子様にも保護者様にも
安心してハワイで特別な楽しいひと時を過ごして頂けるよう、スタッフ一同
準備に励んでおります。またお子様の笑顔に会える日を心 待ちにしてい
ます。
最新の情報は下記にてご確認ください。
［フェイスブック］www.facebook.com/poppinshi
ワイキキビーチの水が今まで見たことがないほ
どきれいに！

［ご予約・お問合せ］www.poppins.co.jp/hawaii/contact_reservation/
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