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ヒューマンホールディングス株式会社の事業子会社で教育事業を運営するヒューマンアカデミー株式会社（本社：東京

都新宿区、代表取締役：岡本 成正）は、チャイルドマインダー養成講座において、日本初となる「BTECレベル3（英国国

家職業資格）」の認証者を輩出いたしました。1月30日に、駐日英国大使サー・ディビット・ウォレン氏のご好意により大使

公邸にて授与式を開催いたしました。 

世界でいち早く構築された英国の「職業資格フレーム」については、日本でも内閣府を中心に「２１の国家戦略プロジェ

クト」の「実践キャリア・アップ戦略」で研究されています。 

 

世界で通用する BTEC 

BTEC（Business and Technical Education Council）は、その人のもつ職能のレベル（どんなことができるのか）を 

グローバルに保証する資格フレームワークです。英国政府が認可する最大の英国国家職業資格付与団体・Edexcel に

よって提供され、英国内はもちろん、ヨーロッパ各国やアジアなど、世界 100 カ国以上 200 以上の大学や約 100 の専門

団体にて認められています。ロールプレイングやケーススタディをふんだんに取り入れたカリキュラムで、知識だけでなく、

実際に“できる”実務能力を身につけることを目的としています。 

ヒューマンアカデミーのチャイルドマインダー養成講座は、2011 年 4 月より日本で初めて BTEC 認定スクールとなり、

このたび BTEC プログラムを修了した約 300 名が、日本初の英国国家職業資格 BTEC レベル 3 に認証されました。 

 

世界で活躍できる人材の育成を 

ヒューマンアカデミーでは、益々、広がる国際人材交流を重んじ、日本だけではなく世界で通用する保育人材を育成す

る所存です。BTEC 認定のカリキュラムは課題が多く、専門知識やスキルだけではなく、チームワーク、問題解決能力、

創造的思考力、自己管理、積極性、思慮深さ等のソフトスキルも重視されています。より質の高い教育プログラムの提供

により、世界で活躍する修了生の輩出を目指します。 

 

 

 

 

 
 

会社概要 

ヒューマンアカデミー株式会社 

●代表者 ：代表取締役  岡本 成正 

●所在地 ：東京都新宿区西新宿 7‐5‐25 西新宿木村屋ビル１Ｆ         ●資本金 ：１,０００万円 

 

 

 

 

ヒューマングループ広報担当 http://www.athuman.com 

Tel．03-5925-6557 Fax．03-5925-6545 
〒160-0023 東京都新宿区西新宿 7-5-25 

西新宿木村屋ビル １Ｆ 

 

このリリースに関するお問い合わせ  ヒューマンアカデミー株式会社 広報担当：原まで   

 ＴＥＬ：（03）5925‐6557  ＦＡＸ：（03）5925‐6545  E-ｍａｉｌ： kouhou@athuman.com 

ヒューマンアカデミー チャイルドマインダー養成講座 

日本初、「BTEC レベル３（英国国家職業資格）」の認証者を輩出 
～ 1 月 30 日 駐日英国大使公邸にて授与式を開催 ～ 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヒューマンアカデミー  http://haa.athuman.com/ 

1985 年の創設以来、社会人教育の「ヒューマンアカデミー」（全国 30 拠点）、全日制教育の「総合学園ヒューマンアカ 

デミー」（全国17拠点）、国際教育の「ヒューマン国際大学機構」「ＭＢＡ」「日本学校」（全国7拠点）をはじめ、幅広い年代

を対象とする継続教育を全国で展開しています。 

  講座数は約 800 講座のラインナップがあり、目的に合わせた選択が可能です。また、修了後はグループ内人材事業 

「ヒューマンリソシア株式会社」が就職、転職をバックアップ。専門のカウンセリングスタッフが適職相談から、就職指導 

まできめ細やかに対応します。※拠点数（平成 23 年 12 月末現在） 

ヒューマンアカデミー チャイルドマインダー養成講座の特徴  ～保育から管理・運営といったビジネスまで網羅～ 

 
ポイント 1 国内初の BTEC 認定スクール 

 
メリット 1 実践に役立つカリキュラム 

実際に「できるようになること」を重視し、カリキュラムや課

題を開発しています。 
 

メリット 2 BTEC 認定で得られる信頼 

BTECレベル3認定講座であるため、大切なこどもの成長を

任せられる人材として大きな信頼感を得られます。 
 

メリット 3 学習成果の品質を保証 

認定校のカリキュラムから実施状況、講師や講師による評

価内容まで再評価することで、学習の品質を保証していま

す。 

ポイント 2 

米国 MEDIC FIRST AID International, Inc. による専門プ

ログラム「小児メディックファーストエイド」を取り入れてい

ます。MFA プログラムとは、蘇生法と救護法の療法の基

本スキルを同時に習得するプログラム。修了時には、小

児救急救護法国際認定カードが発行されます。 

世界 140 カ国で採用される 
国際的救護法を習得 

安心して学べるトータルサポートシステム ポイント 3 

受講前から修了後まで、4 つのサポートで完全バックアップ 

エントリー

サポート 

個別 

スキルアップ 

サポート 

キャリア形成 

サポート 

就職・転職 

サポート 

ポイント 4 
ACE 認定校として 
修了後の独立開業を支援 

日本チャイルドマインディング＆エデュケア協会（ACE）は、チ

ャイルドマインダー認定資格の実施・認証や、チャイルドマイ

ンダー・保育希望者・企業の三者の仲介者として働く女性の

支援を行うなど、様々な活動を通じて、離職後の女性の社会

復帰や家庭的保育における教育力向上を図る団体です。 日

本チャイルドマインディング＆エデュケア協会は、児童福祉の

現場へ良質な人材を安定供給するために、全国的なチャイル

ドマインダー養成・普及を行うとともに、独立を目指す人の支

援や活動のサポートを行います。 

 

受講前            受講中              修了 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヒューマンアカデミーが日本初の認定スクールとして発足してから、すでに３００名以上の資格認定

者を出しました。これを機に今後、BTEC が日本での認知度が高まること、日本の BTEC 認定者が

グローバルに通用する人材として、保育の現場で一層活躍していただくことを期待しております。 

本日は、英国職業資格基準 BTEC を皆さまにご紹介できま

すことと、チャイルドマインダー養成講座認定証書授与式を英

国大使館で開催できますことを、大変うれしく存じます。 

BTEC のチャイルドマインダープログラムは 2011 年４月に 

駐日英国大使  

サー・ディビット・ウォレン氏

よりご挨拶をいただきました 

駐日英国大使公邸にて 

BTEC 認定証授与式が 

とりおこなわれました。 
 

参列者数：129 名（認定者） 

2012 年 1 月 30 日（月）  一、 開式 

一、 駐日英国大使 サー・ディビット・ウォレン氏挨拶 

一、 Edexcel 国際部門代表 パトリック・ケイシー氏祝辞、BTEＣ講話 

一、 認定証授与式 

一、 ヒューマンアカデミー東日本代表 加藤公輔より謝辞 

一、 ヒューマンアカデミー講師 塙彗子より贈る言葉 

一、 ヒューマンホールディングス株式会社  

代表取締役社長 佐藤朋也挨拶 
一、 閉式 

サー・ディビット・ウォレン駐日大使 

Ｅｄｅｘｃｅｌ 国際部門代表 

パトリック・ケイシー氏より、 

お祝いの言葉と BTEC につ

いてお話していただきました 

BTEC は世界 100 ヶ国以上 

200 以上の大学、約 100 の専 

門団体、8 ヶ国の政府に認めら 

れています。各コースにおける専門知識やスキル

だけでなく、チームワーク、問題解決能力、創造的

思考力、自己管理、積極性、思慮深さ等のソフトス

キルを重視しています。 

パトリック・ケイシー氏 

いよいよ認定証授与式

が始まります 
塙講師と北川講師が、お一人ず

つ名前を読み上げていきます。 

塙講師からお一人ずつ名前が読

み上げられます。 

認定者代表として、平田佐代子さん

が、Edexcel ミシェル・ロンバー女史

より認定証を授与されました 



 
今回、世界的に権威のある BTEC の

認定を受け、英国国家職業資格である

チャイルドマインダーの資格を授与いた

だけることを誇りに思います。私は大学

で保育を学び、現在は保育園に勤務し

ていますが、チャイルドマインダーの講

義の内容は、非常に興味深く多くのこと

を教わりました。知らなかったこと、初め

て気がついたことだけではなく、むしろ今

までないがしろにしていたことや見過ごし

ていたことがたくさんありました。 

「BTEC 認定チャイルドマインダー」は

スタートラインです。常にこどものより良

い成長や発達を考えながら、より多くの
子ども達を笑顔にしたいと思います。 

加藤 公輔さん 

Edexcel 参列者プロフィール 

パトリック・ケイシー 

エデクセル 国際部門代表 

英国最大の認定期間エデクセルのインター

ナショナル・ディレクター。18 年にわたり、先

進国、新興国双方の政府や産業のニーズを

支援する教育サービス事業でマネジメントお

よびリーダーシップの経験を積んできた。弁

護士の資格を持ち、MBA、国際ビジネスMSｃ

の資格も有する。 

教育と、資格認定、テクノロジー、コンテンツ

が世界中で学びを進化させ、人生を変えると

全力を傾け続けている。 

ミシェル・ロンバー 

エデクセル アジア・パシフィック社長 

1997 年ピアソンに参加したミシェルはピア

ソングループでさまざまな財務のポジショ

ンを歴任した後、香港でフィナンシャル・タ

イムズのアジア太平洋地区財務責任者

（CFO）に就任。現在は、シンガポールを

拠点にＥｄｅｘｃｅｌの新規市場担当としてベ

トナム、タイ、フィリピン、カンボジア、ラオ

ス、ミャンマー、グアムを担当し、この地区

の政府、企業との戦略的関係構築に携わ

っている。 

認定者を代表して、

加藤公輔さんが謝

辞を読まれました 

ヒューマンホールディングス㈱ 

代表取締役社長 佐藤 朋也 

BTEC レベル 3 認定を受けられた皆さ

ま、誠におめでとうございます。BTEC セン

ターの認定を受けたということは、我々の提

供する教育そのもの、授業を担当いただく

講師の皆さま、学ばれたここにいらっしゃる

皆さまが“グローバルスタンダードである”と

いう証です。 

こどもたち一人ひとりを大切に尊重する

チャイルドマインダーはまさに今、必要とさ

れています。皆さまにはともに日本の保育

シーンを変えるパートナーとなっていただ

けるよう、ご協力をお願いするとともに、グロ

ーバルに通用する人材として一層活躍し

ていただくことを期待しております。 

弊社社長 佐藤より

祝辞とご挨拶 

パトリック氏、加藤さん、ミシェル女史 

ディビット駐日英国大使と佐藤朋也社長 

←授与式後、お庭に

移動して全員で写真

を撮影しました 

たくさんのお祝い→ 

のお花が届きました 


