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2020 年７月 2５日（土）Webinar シンポジウム 

「With コロナ時代の保育所経営」報告書 

１．日 時       2020 年 7 月 25 日（土）13：30～15：00 

2．会 場  昭和女子大学 10 号館デジタルラボと各社とをオンラインで結合 

３．パネリスト（敬称略） 轟麻衣子（株式会社ポピンズホールディングス代表取締役社長） 

坂井徹（株式会社 JP ホールディングス代表取締役社長）  

佐久間貴子（株式会社ベネッセスタイルケア取締役）  

Merete L. Kropp（駒沢パークインターナショナルスクール校長） 

坂東眞理子（昭和女子大学理事長・総長） 

モデレーター・司会  八代尚宏（昭和女子大学副学長・グローバルビジネス学部特命教授・現代ビジネス研究所長）

通訳         柏木厚子（昭和女子大学国際学部教授）

４．タイムスケジュール 

5．参加者：最大 340 名（時間帯によってゆらぎあり） 

12：40～ 事前リハーサル 

13：30～ 八代尚宏副学長 開会挨拶・パネリスト紹介 

13：35～ 轟麻衣子氏 プレゼンテーション（8 分） 

13：43～ 坂井徹氏 プレゼンテーション（8 分） 

13：51～ 佐久間貴子氏 プレゼンテーション（8 分） 

13：59～ Kropp 氏 プレゼンテーション（8 分） 

14：07～ 坂東理事長・総長 坂東理事長・総長 コメント・質問（８分） 

14：15～ パネリスト 4 名 コメント（各 5 分）

14：35～ 坂東理事長・総長 坂東理事長・総長 コメント（5 分） 

14：40～ パネリスト 4 名 最終コメント（各 3 分） 

14：52～ 坂東理事長・総長 総括（３分） 

14：55～ 八代尚宏副学長 閉会挨拶・保育大学院紹介 

15：00 終了 
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6．アンケート結果（有効回答数 198 ） 

 ①参加者満足度 

  今回のシンポジウムに参加して良かったと思いますか？ 

   

 

②参加者職業（185 件の回答） 

 

職業 人数 

保育士 65 

ベビーシッター・保育スタッフ・ナニー 18 

保育教諭 3 

幼稚園教諭 2 

保育園（幼稚園）勤務・事務職 11 

保育園施設長 9 

保育園園長 7 

こども園園長 2 

栄養士 3 

看護師 3 

保育事業会社勤務 2 

保育事業経営者 6 

企業経営者 2 

大学教員 6 

教員 3 

教育研究 2 

保育士養成校教員 1 

特別支援学校校長 1 

職業 人数 

小学校特別支援学級介助員 1 

会社員 17 

事務職 3 

団体職員 3 

大学職員 1 

歯科医 1 

小児科医 1 

IT 企業・システムエンジニア 2 

企業内ＡＣＴ担当者 1 

コンサルタント 1 

ソーシャルワーカー 1 

社会保険労務士  1 

建築士 1 

市議会議員 1 

現代ビジネス研究所研究員 1 

総合内装業 1 

大学院生 1 

専門学生 1 

そう思う, 

147

やや思う, 

43

あまり思わ

ない,

6

そう思わない, 1

n.a, 1



コロナコロナ
昭和女子大学大学院福祉社会研究専攻×現代ビジネス研究所
Webinar シンポジウム

パネル出席者（敬称略）

With 時代の

コロナ危機でもっとも大きな影響を受けたのは、対人接触が避けられないエッセンシャルワーカーの保育士です。大人のように社会的距離
が取り難い児童を対象として、どのように対応し、職員のモチベーションや使命感が維持されたのでしょうか。そしてその経験は、第 � 波
の可能性や新たな感染症のリスクもある中で、今後の保育サービスにおいて提供者・利用者の双方にどのような変化やイノベーションを
もたらす可能性があるでしょうか。
大都市圏の保育所は、これまでの量的拡大から、質の向上にも重点を置く必要があります。利用者の多様なニーズに沿った保育サービスの
高付加価値化と、その魅力をアピールしていくことが、今後の保育所経営の大きなカギとなります。行政の定めた仕組みに従えば良い
時代は終わり、経営上の創意と工夫がいっそう求められます。施設の責任者育成へのニーズに対応し、昭和女子大学では、保育・福祉施設
経営に特化した � 年制の社会人大学院コースを ���� 年度から開設予定です（詳しくは http://swubizlab.jp/wp/2020/07/03/20200725webinar.html ）。

お申し込み

会場

zoomにて開催
（参加者に会議URL をご通知します）

このオンライン・シンポジウムでは、こうした観点から保育サービスの前線で活躍する内外の皆様に登壇いただき、その経験や実感をご紹介
いただきます。

参加無料

�/ ��
������������

日時 ����年

下記の URL または QR コードよりお申し込みください。

昭和女子大学現代ビジネス研究所　E-mail : bizlab-office@swu.ac.jp　

���名定員 

保育所経営

ふるってご参加ください

https://forms.gle/xHxfTAHyxVBbgKpo6

お問合せ

（土）

下記の URL または QR コードよりお申し込みください。

昭和女子大学現代ビジネス研究所　E-mail : bizlab-office@swu.ac.jp　

zoomにて開催

昭和女子大学大学院福祉社会研究専攻×現代ビジネス研究所
Webinar シンポジウム

モデレータ
八代 尚宏 （昭和女子大学副学長・グローバルビジネス学部特命教授
　　　　　　　 昭和女子大学現代ビジネス研究所所長）

（先着順） 

八代 尚宏 （昭和女子大学副学長・グローバルビジネス学部特命教授
　　　　　　　 昭和女子大学現代ビジネス研究所所長）

（参加者に会議URL をご通知します）

https://forms.gle/xHxfTAHyxVBbgKpo6

保育所経営
轟 麻衣子（株式会社ポピンズホールディングス代表取締役社長）
坂井 徹 （株式会社JPホールディングス代表取締役社長）
佐久間 貴子 （株式会社ベネッセスタイルケア取締役）
Merete L. Kropp （駒沢パークインターナショナルスクール校長）
坂東 眞理子 （昭和女子大学理事長・総長）

轟 麻衣子（株式会社ポピンズホールディングス代表取締役社長）
坂井 徹 （株式会社JPホールディングス代表取締役社長）
佐久間 貴子 （株式会社ベネッセスタイルケア取締役）
Merete L. Kropp （駒沢パークインターナショナルスクール校長）
坂東 眞理子 （昭和女子大学理事長・総長）
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