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保育博は大阪と東京で年2回開催!

保育博（東京開催）

2022年11月21日（月）–22日（火）

2023年7月19日（水）–20日（木）

東京国際フォーラム

保育博ウエスト
マイドームおおさか

新会場にて拡大開催!

同会場にて拡大開催!

最新情報はこちらから

保育博ウエスト 検索

www.hoikuhaku.com

〒102-0072  東京都千代田区飯田橋 1-3-2 曙杉館7F
Tel 03-3262-8456     　visit@hoikuhaku.com
　 www.hoikuhaku.com

お問合せ：保育博事務局　メッセフランクフルト ジャパン（株）

マイドームおおさか 10:00–17:00

2022年7月20日  －21日水 木
保育博実行委員会主　催

メッセフランクフルト ジャパン（株）オーガナイザー

パステルIT新聞〔（株）サンロフト〕 / ベビーテック 〔（株）パパスマイル〕メディアパートナー

大阪府 / 大阪市 / 大阪観光局後　援 （一社）母子栄養協会協　賛

マスク着用
（不織布マスク推奨） こまめな手洗い消毒 体温測定 ソーシャルディスタンス

新型コロナウイルス感染拡大予防対策へのご協力をお願いいたします。

協　賛

会場内フロアレイアウト出展者リスト　 最新の出展者情報はこちらから検索できます。五十音順

詳しくは
2-D001ブース
にお越しください！

ウェブサイトはこちら！

保育施設に製品
が直接届く！ ポイントも貯まる！

様々なギフトカードに
交換可能！

（株）A-Z 2-E010
（株）アーテック 2-D008
IKONIH(アイコニー ) 2-B002
（株）浅尾 3-C001
朝日化工（株） 2-C011
（株）アスカ 2-C012
アステピア（株） 2-E012
あそんでまなぶ！/ （株）ユニティ 3-D001
アダムズ / 堀井公認会計士事務所 2-F002
（株）アネビー 2-A001
アルインコ（株） 2-C009
（株）インスパイア 2-F005
WEL-KIDS / （株）ウェルキッズ
└（株）エヴォルブド・インフォ 2-D007

UCHIDAS（ウチダス） / （株）内田洋行 3-D002
（株）ウッドワン 2-E003
永大産業（株） 2-A011
エール（株） 3-A002
（株）エコテック 2-A010
（株）エス・テム 2-D002
（株）F.K.Solutions 3-D006
（株）MJ 3-B004
オークヴィレッジ（株） 3-C003
オーダーメイドエプロンELEWORK（株）/ エレグランス 2-F004
（株）オートワークス京都 3-D003
（株）おぎそ 3-B006
おまかせ保育システム / 三和マッチ（株） 3-C002
オンライン英会話 本気イングリッシュ 2-H002
カシオ計算機（株） 2-F001
（株）カタグルマ 2-F009
（株）学研教育みらい 2-E006
キッズコネクト（株） 2-C002
（株）kids plus
├ （株）アクティブラーニングアカデミー
└ （株）エンペイ

2-E008

キヒラサービス（株） 2-E002
（株）キムラタン / cocolin 3-A001
キャラメル / （株）ビッツ 2-H003
（株）給食企画体 3-C006
キリン児園児服 / 中村被服（株） 2-G005
くぼたのうけん / （株）城南進学研究社 2-C008
グレープシティ（株） 2-E009
ケアフォート（株） 2-H005
光源舎オートプロダクツ（株） 2-D013
CoFa / （株）シーズ製品計画 2-A002
小山メディカルサービス（株） 2-D003
サーモス（株） 2-E011
三信化工（株） 3-D004
サントレ・言葉の教育 / NPO法人 日本幼児教育振興會 2-F013
ジェイセップ九州（有） 2-G001
（株）シャイン 2-D011
（株）JOINT CREW 2-C005
（株）シンクアロット 2-F007
すくすくOisix 2-E013
STUDIO Life（株） 2-D010
Zumbini 2-G002
（株）セリオ 2-G006
（一社）全国企業主導型保育事業連合会 2-F011
大王製紙（株） 2-D014
チームビルディングス（株） 2-B011
中部土木（株） 2-B008
手ぶら登園 / BABY JOB（株） 3-A003
（株）テラモト 2-C001
東亜コルク（株） 2-D006
（株）時設計 2-A013
中西金属工業（株） 2-G004
（株）ニシハタシステム 3-B002
ニチレイマグネット（株） 2-B010
日産車体（株） 3-D005
（株）日本標準 3-C004

（株）ニホン・ミック 2-E014
日本ルフト（株） 2-C014
（株）ネオキャリア / ヒトシア保育 3-A006
ののじ（株） 2-F006
（株）BUY THE WAY  /  保育box 2-C007
パステル IT新聞 / （株）サンロフト 2-F003
（株）Pastoral Dog 2-B007
Happy Life Creators（株） 2-G003
P＆Gジャパン（同） / パンパース 2-D001
（株）ビティー 2-E001
PiPit登園 / ビットスター（株） 2-H006
baby�s fun! 2-C010
ベビモニ / EMC Healthcare（株） 2-D012
ほいくis 3-B005
保育専門M＆Aセンター / （株）リアドバンス 2-A008
（株）ミールケア 3-A005
（株）メイト 3-C005
（株）ヤクルト本社 2-D009
ユニオンビズ（株） 2-A009
幼年教育出版（株） 2-D005
（株）LWL 2-H001
ルクミー / ユニファ（株）  2-H004

※└は共同出展 2022年7月7日現在
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主催者特別セミナー
業界の著名人による必見のセミナー・トークショー

園関係者の皆様の日々の業務に直結する、知識・情報を業界のエキスパートが講演

3F セミナーエリア（120席）   

7月21日（木）
10:30–11:30 すべての人が子育てを楽しいと思える社会にする為に、保育所にできる事

NPO法人 全国小規模保育協議会 理事
ぬくもりのおうち保育（株）

 代表取締役／保育士

　上野 公嗣
核家族化、個人主義が進み、孤育てに悩んでいる保護者が増えています。待機児童問題は解決しますが、保育所と
して、地域の子育てを支えていく為に何ができるか、一緒に考える時間にしたいと思います。

12:00–13:00 一人ひとりの子どものよさが活かされる保育・幼児教育を考える
大阪総合保育大学

教授

　瀧川 光治
遊びの中で、一人ひとりの子どもたちがそれぞれの個性を発揮し、よさが活かされることで、豊かな遊びとなって 
いきます。子どものトキメキ、ヒラメキ、気づき・発見の事例から具体的に考えていきましょう。

13:30–15:00 保育施設における新たな時代に必要な組織づくりと人材育成
（株）カタグルマ
代表取締役社長

／CEO

大嶽 広展

（福）ちとせ交友会
理事長

山口 哲史

「考えさせるを考える」をモットーに、全国で60以上の認可保育園等を運営する（福）ちとせ交友会の
山口理事長と、テクノロジーを活用した保育施設の組織・人材育成クラウドを展開する（株）カタグル
マ代表取締役社長／CEOの大嶽氏に、最新の組織・人材育成のあり方についてお話しいただきます。

15:30–16:30 選ばれない園がたった1年間で超人気の園に変わった理由
保育士／子育てアドバイザー／

顧問保育士

　てぃ先生
評判の良くない園がどのようにして人気の園になったのか。どうして募集もかけずに優秀な保育士が集まってくる 
ようになったのか。全容を解明します。

7月20日（水） （敬称略）

10:30–11:30 少子化時代の保育の多様性を考える 大阪教育大学  教育学部 
家政教育部門  教授／
大阪教育大学附属 
天王寺小学校  校長

　小崎 恭弘
2021年の出生数は過去最低の80万人です。それに伴い待機児童は減少傾向にあり、本当の意味での選ばれる保育の
時代が来ました。その様な少子化の理解を進め、それらに対応する保育の多様化について考えます。

12:00–13:00 保育園だけじゃない、多角経営の経緯と展望からみる家族の笑顔があふれる 
幸せ創造カンパニーを目指した経営

（株）SERIOホールディングス
代表取締役社長

　若濵 久

「仕事と家庭の両立応援」「未来を担う子どもたちの成長応援」をミッションに主婦層向けの就労支援事業、小学生を 
対象とした放課後事業、未就学児童を対象とした保育事業、園庭の緑化を行うセリオガーデンを展開する中で目指す 
「家族を笑顔にする事業」についてお話しします。

15:00–16:30 －保育博 Seedsプロジェクト－若手経営者が考えるこれからの保育
今現場で輝く若手経営者（Seeds）発掘＆業界人を育てるバックアップセミナー

激動の保育業界において「理想の保育園」づくりのため現場は今何
に迷い、どこに光を見出しているのか？新しい視点から様々な工夫
を実践する園長お二人が、日々の園運営での取り組みや課題につ
いてリアルに語り、さらに多数若手経営者が門を叩く（福）ChaCha 
Children ＆ Co.の迫田理事長が公開コンサルティングを行います。

（福）ChaCha 
Children ＆ Co. 

理事長

迫田 健太郎

（福）みずものがたり 
おへそグループ

統括園長

　吉村 直記

ドルフィン・ブランチ
こども園北長瀬／
ドルフィン・グレース
こども園杜の街 園長

　　贄田 征子

13:30–14:30 保育業界で注目される公私連携の実情と今後のあり方

公立民営化とは少し異なる「公私連携型」の民間移管とは。
仲川げん奈良市長と奈良市初の公私連携型移管を受けた法人が 
これからの民営化のあり方について語ります。 奈良市長

仲川 げん

ファシリテーター

（福）檸檬会
副理事長

（大阪総合保育大学
非常勤講師）

　青木 一永

（福）希望の会
理事長

　國原 智恵

7月20日（水） （敬称略）

10:15–11:00  保育は貧困の入り口～親子丸ごと「子育ち」をサポートできる社会へ～
大阪子どもの貧困

アクショングループ代表／
NPO法人 CPAO理事長　 

　徳丸 ゆき子

日本の子どもの貧困率は13.5%。17歳以下の子どもたちの7～8人に1人（約260万人）が、貧困状態にあります。
また子どもの貧困は親の貧困でもあります。子どもをサポートするためにも、親丸ごとサポートができる保育園の役割
は重要です。現場から見える実態と課題について合わせてご紹介いたします。

12:40–13:25  弁護士保育士が教える　コロナ禍で必要な園の危機管理
レーヴ法律事務所 弁護士

保育士

　柴田 洋平
園の顧問弁護士を務める中で、コロナに関わる多数の相談・依頼を受けています。その経験から、今必要な園の危機
管理（感染対策、関係者の感染時対応、情報管理など）についてお話しします。

14:30–15:15  保育者のためのアンガーマネジメント colorful communications代表・
日本アンガーマネジメント協会

アンガーマネジメントコンサルタント

　野村 恵里
怒ることは、悪いことではありません。自分自身や子ども、保護者のイライラにストレスなく向き合っていけるアンガー 
マネジメントの活用方法をお伝えします。毎日の保育がちょっぴり楽になるヒントをお伝えします。

16:00–16:45  組織づくり・人材育成を勘と経験からデジタル管理に変革する方法 （株）カタグルマ
カスタマーサクセス部

部長

　近藤 めぐみ
保育の�質�への転換が業界の課題となる一方で、保育人材を取り巻く環境は日々変化しています。園のマネジメントや
人材育成の最適化を図るための仕組み作りの一環として、デジタルの活用方法についてお伝えします。

7月21日（木）
10:15–11:00  園における好き嫌い対応～「嫌い」の理由を考える～

（一社）母子栄養協会
認定講師・管理栄養士

　奥野 由
幼児期における食の悩みの一つである好き嫌いについて、幼児の体や心の発達・食品のおいしさの定義から紐解き
ます。

11:30–12:15  保育園での感染対策～子どもと職員を守るためにできること～ 箕面市立病院
感染制御部

副部長

　四宮 聡
新型コロナウイルスで感染症に注目が集まっていますが、感染対策は基本的な知識が重要です。根拠のある正しい
対策を行うための情報をお伝えします。

12:40–13:25  幼児期に学ばせておきたい10のポイント！
（一社）日本育脳協会

理事

浦部 順子
小中高の教科書が変わったことで、幼児期の『心・身体・脳（知育）』へアプローチが今まで以上に重要になっています！
講演では何が変わったかと、園での指導に取り入れて欲しい10のポイントについてお話しします。

14:30–15:15  目からウロコの共感遊びで 身のこなしと安全能力が劇的向上！
安田式体育遊び研究所

所長

居関 達彦
怪我を減らす安全能力向上遊びと、楽しく技能向上へ繋がる遊びの展開の秘訣をお届けします。1歳から段階的に 
ホップステップジャンプと繋がる遊びの樹形図を元に、20種の実践映像にて公開致します。

16:00–16:45  ポスト待機児童時代　選ばれる園づくり
（一社）全国企業主導型

保育事業連合会
会長

　木村 義恭

既に認可保育園でも充足率が低下し、多くの園で希望するすべての子どもが入園出来る時代に入りました。認可外
保育施設、小規模、企業主導型保育事業は不利だと思っていませんか？子どもや保護者にとって選択筋が増えると
いう事はあなたには選ばれるチャンスが増えるということ。設立の精神を可視化し共有しましょう！

7月20日（水）
11:30–12:10  幼稚園・保育園のためのSDGs　海外・日本の事例から考える実践 （株）シンクアロット

取締役
　漆間 康介昨今耳にしない日はないSDGsというキーワード。企業だけでなく、幼稚園・保育園業界でも注目が集まる一方、どのよう

に取り組めばよいか参考になる情報は多くありません。今回は、弊社の国際交流サービス「EN-TRY」を通じて、海外・国内
の幼稚園・保育園様から得た最新事例をもとに、SDGsの具体的な取組やアプローチをお話しします。

（敬称略）

会場

エデュケーショナルセミナー 2F セミナーエリア（60席）   会場

出展者プレゼンテーション 2F セミナーエリア（60席）会場

出展者による自社製品・サービスのプレゼンテーション

● 展示会場への入場、およびプログラムへの参加には見本市への 
来場登録が必要です。登録を済ませてから各会場へお越しください。

● プログラム開始15分前より、各セミナーエリア前で受付開始とさせて
いただきます。

● お時間に余裕をもって各プログラムにご参加ください。

各プログラムの講師・内容は予告なく変更となる場合がございます。聴講料無料／事前予約不要（先着順）／完全入替制

小間番号：2-F007


