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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）

2021年12月1日（水）–2日（木）
東京都立産業貿易センター
浜松町館
出展申込締切日：7月20日（火）

保育博ウエスト

2022年7月20日（水）–21日（木）
マイドームおおさか
新会場にて拡大開催！

最新情報はこちらから
保育博ウエスト 検索

www.hoikuhaku.com

来場登録所

総合インフォメーション／
プレスカウンター

内
場
会

ソーシャル
ディスタンス

オンライン、
デジタルツールの活用

商談時の
飛沫予防対策 飲食禁止

手指消毒マスクの着用

• 会場内の3密防止のため、現状の国の感染症対
策に基づく、会場の収容規定人数を超えた場合
は入場制限を実施いたします。

• 出展者とも最低1mの距離を保ち、大声で話す
ことは避けてください。事前・後日アポイント
などの活用にて当日の商談が必要以上に長引か
ないようにしてください。

• 名刺交換、資料収集も可能な限りデジタル版を
ご活用ください。

• 商談や訪問したブースは可能な限り、日時、相
手先担当者を記録してください。

後
期
会

主催者による
感染者情報の提供

• 来場後に感染が発覚した場合は速やかに主催者事務
局までご連絡ください。

• 感染発生時の感染経路特定等の理由により、ご登録
いただいた最低限必要となる個人情報を政府機関・
自治体の要請により開示することがあります。

手指消毒時
場
入

マスクの着用 検温

ご協力いただけない場合は入場いただけません。ま
た、体調がすぐれない方、過去2週間以内に日本から
出国／入国した方、新型コロナウイルスに感染し陰性
結果が出てから、または、濃厚接触者と接触してから
2週間が経過していない方の来場はお断りします。

※新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）の
　インストールと起動、大阪コロナ追跡システムへの
　ご登録をお願いします。

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
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出展相談も
お気軽に！

〒102－0072　東京都千代田区飯田橋 1－3－2 曙杉館7F
Tel. 03－3262－8456　Fax. 03－3262－8442
     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）

協 賛

グランフロント大阪 北館 B2F　
ナレッジキャピタル コングレコンベンションセンター

10:00-17:002021年7月6日　－7日火 水
保育博実行委員会主　催

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

メッセフランクフルト ジャパン（株）オーガナイザー

大阪府 / 大阪市 / 大阪観光局後　援 （一社）母子栄養協会協　賛
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会場内フロアレイアウト

出展者リスト 最新情報はwww.hoikuhaku.comにてご確認ください。 五十音順

※└は共同出展 2021年6月25日現在



主催者セミナー

エデュケーショナルセミナー

出展者プレゼンテーション

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

出展者による自社製品・サービスのプレゼンテーション

ルーム 1+2   会 場

ルーム7   会 場

ルーム7   会 場

7月7日（水）
10:30–11:30 これからの就学前施設の在り方を考える

（福） 大阪誠昭会
理事長

　田中 啓昭
みなさんは自園の特長を声高らかに言えますか？またそれに共感してくれる人や仲間がどれだけいますか？
少子高齢化が加速する令和の時代に求められる就学前施設の在り方とは？　
（福）大阪誠昭会が運営する認定こども園・保育園の事例から考えます。

12:00–13:00 保育 ICTで保育者、保護者を支援。働きやすい育児DX社会へ！
Connected 
Industries（株） 
代表取締役

園田 正樹

（株）パパスマイル
代表取締役CEO 
ベビーテックアワード
ジャパン2021 審査委員長

永田 哲也

優れた育児支援事業でありながら、手続きや運用の煩雑さで利用率や生産性が上がらない問題は、
保育 ICTの活用で解消が可能です。保育者・保護者が働きやすく、子どもたちが安心して成長できる
育児DX社会の実現に行政の協働も始まりました。病児保育運営支援システム「あずかるこちゃん」の
Connected Industries（株） 園田代表とともに事例紹介・ディスカッションします。

13:30–15:00 保育業界の時流×経営2021  in大阪
～社福のトップランナーが今考えること～　

（福）檸檬会
理事長

前田 効多郎

茶々保育園
グループ
理事長

迫田 健太郎

（株）カタグルマ　
代表取締役社長

CEO

大嶽 広展
社会福祉法人の中で保育事業のトップランナーと呼ぶにふさわしい、
（福）檸檬会 前田理事長と茶々保育園グループ 迫田理事長が、今経営
で大切にしていること、業界の未来、あるべき経営の姿を語る90分です。

15:30–16:30 保育士が辞めない！働きやすい保育職場づくりの7つのポイント 大阪青山大学 
健康科学部 子ども教育学科　

准教授
　黒澤 祐介

働きやすい保育職場をどうつくればいいのでしょうか？
保育カンファレンスや働きやすい職場条件の研究からみえてきた、人間関係、園内研修、マネジメント、
ワークライフバランスなど、７つの視点から考えましょう。

7月6日（火） （敬称略）

10:30–11:30 令和時代の保育・幼児教育を考える 大阪総合保育大学　大学院
教授

 （教育学博士；専門：保育学・
幼児教育学・乳児保育）

　大方 美香
子どもは遊びを通してどのような体験をしているのでしょうか。遊びながら「今、何が育ちつつある」のか、 
子どもなりの探究をしています。保育・幼児教育の奥深さと令和の時代に求められることを考えてみましょう。

12:00–13:00 未来に必要な生きる力・非認知能力を育む「キッズアプローチ」 （株）キッズコーポレーション
ホールディングス

代表取締役
　大塚 雅一2020年の教育改革により、今こそ必要とされている「子ども主体の保育」。学力テストでは測れない 

「生きる力」=「非認知能力」を育む手法「キッズアプローチ」について、具体的な保育事例と共にお伝えします。

13:30–14:30 地方自治体にとって必要な保育園とは？
田原本町長（奈良県）
　森 あきひろ日本の人口減少は現実です。待機児童、保育士不足など、少子化と保育ニーズの課題が混在する中、 

地方自治体は何を考え、どのように取り組むのか、保育園園長出身の町長が保育事業の未来を語ります。

15:00–16:30 絵本作家と編集人がいざなう「絵本の世界」へようこそ！ （株）フレーベル館
取締役

JPIC読書アドバイザー

木村 美幸
画家・絵本作家

　H@L
絵本の歴史・ジャンル・読み聞かせの仕方、実際の絵本の作り方などを学びます。
ワークショップを通して想像力を駆使し、楽しみながら絵を描いてみましょう。
明日からの保育実践にきっと役立ちます！

7月6日（火） （敬称略）

10:15–11:00 今考えたい乳幼児の食事～最新のガイドを基に～
（一社）母子栄養協会

管理栄養士
　奥野 由授乳・離乳の支援ガイド、保育所におけるアレルギー対応ガイドライン、教育・保育施設等における事故防止および

事故発生時の対応のためのガイドライン等、官公庁発表のガイドの最新情報と現場での対応についてお伝えします。

12:40–13:25 withコロナ時代の求人・採用・定着化のポイント （一社）NICCOT Partners
代表理事

産業カウンセラー
　桑子 和佳絵待遇の差別化による求人広告では人材確保が難しい昨今。保育業界でも「求職者目線」でのソーシャルリクルーティ

ング等を進める必要があります。これからの求人・採用、そして定着化のポイントを具体的にご紹介します。

16:00–16:45 withコロナ時代の安心安全な情報発信 ～注意点と対応策～
NPO法人イーランチ

理事長
　松田 直子withコロナ時代において、園でも動画配信やSNS等の利用が広がりました。新しいテクノロジーを積極的に活用する

ことは園の運営に欠かせない要素ですが、あわせてネット利用のリスクと対応策を確認しておきましょう。

7月7日（水）
10:15–11:00 脳と体を育む樹上と原野の体育遊び

安田式体育遊び研究所
所長

　居関 達彦共感力と安全能力を育む体育遊びの展開、活動意欲と自己成長認識力が高まる環境構成と言葉かけ、“燃える集団”と
なって技能向上遊びが伝承する方法を、実践映像と樹形図を通してご紹介します。

12:40–13:25 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、感染対策の基本は昔から変わっていません。根拠のある正し
い対策をおこなうための情報をお伝えします。 協力：サラヤ（株）

16:00–16:45 企業主導型保育事業における最新情報＆大胆予測2021 （一社）全国企業主導型
保育事業連合会

会長
　木村 義恭

全国の企業主導型保育事業実施者が入会する（一社）全国企業主導型保育事業連合会（略称：全企保連）。内閣府
とも定期的に意見交換などを行う当連合会が、企業主導型保育事業の最新情報と今後の予測をお伝えします。

（敬称略）

各プログラムの聴講は、6月30日（水）までに公式ウェブサイトにて聴講
申込いただいた方が優先となります。当日席は空席があった場合のみご
案内いたします。各プログラム開始前に各セミナー会場受付にてお問合
せください。
お時間に余裕をもって各プログラムにご参加ください。

本セミナーでは、ワークショップとして参加者に絵を描いていただきますので、ご参加される方は色鉛筆（数色）を
ご持参ください。事務局では画用紙2枚のみのご用意となり、文具はご用意いたしません。

各プログラム聴講のご案内

展示会場

ルーム1+2
主催者セミナー

来場登録所来場登録所

主催者事務局主催者事務局
総合インフォメーション／プレスカウンター総合インフォメーション／プレスカウンター

ルーム7

エデュケーショナルセミナー
出展者プレゼンテーション

i

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。

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。聴講無料・事前申込優先

7月6日（火） 時　間 7月7日（水）
せかいと園で紡ぐ新しいSDGs ～園と私たちの実践ストーリー～

（株）シンクアロット　前出 貴則
明日葉保育園　青葉台園　園長　高橋 果苗

11:30–12:10
せかいと園で紡ぐ新しいSDGs ～園と私たちの実践ストーリー～

（株）シンクアロット　前出 貴則
志のぶ幼稚園　園長　岡 秀樹

『新五感』 ～気になる子の困りごとを解決する遊具の選び方～

（株）アネビー　
発達支援コンサルタント　齋藤 弘司

13:50–14:30
抗ウイルス・抗菌フローリングを使って衛生的で安心・安全な
保育園を創る。

 朝日ウッドテック（株）

安全・安心な保育施設づくりに向けた、外装材のご提案
ケイミュー（株）

商品企画・技術開発部長　藤田 新次
パナソニック（株）ライフソリューションズ社

近畿電材営業部　電材営業開発部　三木 小百合

14:50–15:30

経営者・先生・子供たちの心を繋ぐ言葉の教育
～実施園に見る保育の一体感～

NPO法人 日本幼児教育振興會
理事　井出 美樹恵


