
 ソニー教育財団 2015年度教育助成 入選校・園 

ソニー子ども科学教育プログラム入選校一覧 
■最優秀校（2校）      

福島市立三河台小学校 福島県 自分らしく科学し続ける子どもを育てる 
～科学単元「サイエンスユニット」構想に基づく実践～ 

刈谷市立雁が音中学校 愛知県 科学が好きな生徒を育てる 
体験から感動へ！ 2015雁中サイエンスアクションⅡ 

■優秀校 審査委員特別賞（1校） 
     

山鹿市立稲田小学校 熊本県 科学大好き！稲田っ子の育成（Ⅱ） 
～科学的な見方や考え方を高め合う学習を通して～ 

■優秀校（14校） 
    

三沢市立三沢小学校 青森県 知立市立知立南小学校 愛知県 
かすみがうら市立霞ヶ浦中学校 茨城県 西尾市立鶴城中学校 愛知県 
さいたま市立大谷口小学校 埼玉県 西尾市立西尾小学校 愛知県 
千葉市立こてはし台中学校 千葉県 姫路市立御国野小学校 兵庫県 
横浜市立白幡小学校 神奈川県 下関市立向井小学校 山口県 
小千谷市立小千谷小学校 新潟県 愛媛大学教育学部附属小学校 愛媛県 
富士見町立富士見中学校 長野県 北九州市立青山小学校 福岡県 

■奨励校（91校）         

札幌市立平岸中学校 北海道 横浜市立井土ヶ谷小学校 神奈川県 大山町立大山小学校 鳥取県 
札幌市立円山小学校 北海道 横浜市立瀬谷小学校 神奈川県 日野町立黒坂小学校 鳥取県 
美幌町立北中学校 北海道 柏崎市立鯖石小学校 新潟県 出雲市立乙立小学校 島根県 
八戸市立小中野小学校 青森県 五泉市立五泉中学校 新潟県 奥出雲町立八川小学校 島根県 
八戸市立是川小学校 青森県 長岡市立中之島中央小学校 新潟県 岡山市立七区小学校 岡山県 
新郷村立戸来小学校 青森県 金沢市立杜の里小学校 石川県 倉敷市立玉島東中学校 岡山県 
六ヶ所村立尾駮小学校 青森県 金沢市立安原小学校 石川県 江田島市立切串小学校 広島県 

上山市立西郷第一小学校 山形県 
福井大学教育地域科学部 
附属中学校 

福井県 広島大学附属小学校 広島県 

山形大学附属小学校 山形県 岡谷市立神明小学校 長野県 広島大学附属東雲小学校 広島県 
いわき市立好間第二小学校 福島県 諏訪市立高島小学校 長野県 阿南市立伊島小学校 徳島県 
相馬市立桜丘小学校 福島県 諏訪市立中洲小学校 長野県 阿南市立中野島小学校 徳島県 
福島市立飯坂小学校 福島県 岐阜市立長良中学校 岐阜県 徳島市上八万小学校 徳島県 
福島大学附属小学校 福島県 岐阜市立長良西小学校 岐阜県 吉野川市立川田中小学校 徳島県 
川俣町立川俣小学校 福島県 瑞浪市立瑞浪中学校 岐阜県 今治市立朝倉小学校 愛媛県 
玉川村立須釜小学校 福島県 岡崎市立葵中学校 愛知県 今治市立鳥生小学校 愛媛県 
天栄村立広戸小学校 福島県 愛知教育大学附属岡崎中学校 愛知県 今治市立乃万小学校 愛媛県 
栃木市立栃木中央小学校 栃木県 刈谷市立刈谷東中学校 愛知県 愛媛大学教育学部附属中学校 愛媛県 
さいたま市立太田小学校 埼玉県 刈谷市立刈谷南中学校 愛知県 北九州市立合馬小学校 福岡県 
さいたま市立高砂小学校 埼玉県 刈谷市立亀城小学校 愛知県 北九州市立清水小学校 福岡県 
さいたま市立見沼小学校 埼玉県 刈谷市立住吉小学校 愛知県 北九州市立熊西小学校 福岡県 
さいたま市立本太小学校 埼玉県 刈谷市立日高小学校 愛知県 北九州市立塔野小学校 福岡県 
市原市立市原小学校 千葉県 刈谷市立富士松北小学校 愛知県 北九州市立藤松小学校 福岡県 
匝瑳市立八日市場第二中学校 千葉県 刈谷市立富士松東小学校 愛知県 大津町立美咲野小学校 熊本県 
袖ケ浦市立蔵波小学校 千葉県 刈谷市立富士松南小学校 愛知県 奄美市立屋仁小学校 鹿児島県

袖ケ浦市立蔵波中学校 千葉県 西尾市立西尾中学校 愛知県 鹿児島市立喜入小学校 鹿児島県

千葉県立桜が丘特別支援学校 千葉県 西尾市立平坂中学校 愛知県 鹿児島市立皇徳寺中学校 鹿児島県

千葉市立あすみが丘小学校 千葉県 京都市立洛央小学校 京都府 鹿児島市立西紫原小学校 鹿児島県

千葉市立海浜打瀬小学校 千葉県 貝塚市立北小学校 大阪府 
鹿児島大学教育学部 
附属小学校 

鹿児島県

千葉市立作新小学校 千葉県 堺市立八田荘西小学校 大阪府 さつま町立白男川小学校 鹿児島県

千葉市立緑町小学校 千葉県 姫路市立高浜小学校 兵庫県   

東大和市立第三小学校 東京都 
和歌山大学教育学部 
附属小学校 

和歌山県   

      

（都道府県コード順）
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ソニー幼児教育支援プログラム入選園一覧 

■最優秀園（2園） 

幸田町立大草保育園 愛知県 「綿の種」出会いから始まる科学する心 

社会福祉法人晴朗会 すくすく保育園 大阪府 科学する心を育てる －“浮く”と“あがる”の違いって？－ 

■優秀園 審査委員特別賞（1園） 

奈良市立都跡こども園 奈良県 子ども自ら遊びを創る 
～“もっとおもしろく”につながる保育者のかかわりとは～ 

■優秀園（12園） 
学校法人ろりぽっぷ学園 ろりぽっぷ保育園 宮城県 学校法人山梨学院 山梨学院大学附属幼稚園 山梨県 
南陽市立赤湯幼稚園 山形県 甲良町立甲良東保育センターあおぞら園 滋賀県 
二本松市立川崎幼稚園 福島県 社会福祉法人ゆずり葉会 深井保育園 大阪府 
学校法人岩崎学園 くりの木幼稚園 千葉県 富田林市立錦郡幼稚園 大阪府 
社会福祉法人龍美 陽だまりの丘保育園 東京都 社会福祉法人長尾会 第２長尾保育園 大阪府 

学校法人あおい学園 あおい幼稚園 新潟県 社会福祉法人愛育福祉会 認定こども園  
こばと保育園 宮崎県 

■奨励園（53園） 

学校法人風間学園 ひかり幼稚園 宮城県 
学校法人常磐会学園 認定こども園 
常磐会短期大学付属常磐会幼稚園 

大阪府 

学校法人中沢学園 みなみ若葉こども園 福島県 
学校法人常磐会学園 幼保連携型認定こども園 
常磐会短期大学付属いずみがおか幼稚園 

大阪府 

二本松市立小浜幼稚園 福島県 堺市立みはら大地幼稚園 大阪府 
福島市立庭塚幼稚園 福島県 富田林市立新堂幼稚園 大阪府 
石岡市立やさと中央保育所 茨城県 富田林市立伏山台幼稚園 大阪府 
学校法人ひろし学園 あさひ幼稚園 群馬県 社会福祉法人長尾会 長尾保育園 大阪府 
さいたま市立本太保育園 埼玉県 学校法人長尾学園 長尾幼稚園 大阪府 
学校法人勝田学園 大成幼稚園 埼玉県 社会福祉法人南大阪福祉協会 ひかり保育園 大阪府 
さいたま市立桜木保育園 埼玉県 学校法人七松学園 七松幼稚園 兵庫県 
さいたま市立尾間木保育園 埼玉県 社会福祉法人友愛福祉会 伊丹ひまわり保育園 兵庫県 
学校法人武蔵野学院 
武蔵野短期大学附属幼稚園 

埼玉県 
学校法人行吉学園 
神戸女子大学附属高倉台幼稚園 

兵庫県 

学校法人くるみ学園 認定こども園 くるみ幼稚園 千葉県 姫路市立御国野幼稚園 兵庫県 
学校法人みくに学園 認定こども園 みくに学園 千葉県 出雲市立中央保育所・幼稚園 島根県 

足立区立中島根保育園 東京都 
学校法人水谷学園 北陵認定こども園 
北陵幼稚園・北陵保育園 

島根県 

社会福祉法人砂原母の会 そあ保育園 東京都 出雲市立四絡幼稚園 島根県 
墨田区立立花幼稚園 東京都 呉市安浦中央保育所 広島県 
墨田区立柳島幼稚園 東京都 国立大学法人鳴門教育大学附属幼稚園 徳島県 
社会福祉法人立野みどり福祉会 
立野みどり保育園 

東京都 坂出市立瀬居幼稚園 香川県 

学校法人あおい学園 あおい第一幼稚園 東京都 学校法人認定こども園 若草幼稚園 高知県 
社会福祉法人射水万葉会 射水おおぞら保育園 富山県 学校法人神理学園 神理幼稚園 福岡県 
菜の花保育園 山梨県 福岡市立雁の巣幼稚園 福岡県 
伊那市立高遠第４保育園 長野県 福岡市立和白幼稚園 福岡県 
社会福祉法人信州福祉会 わかば保育園 長野県 諫早市立諫早幼稚園 長崎県 
安城市立城ヶ入保育園 愛知県 社会福祉法人遊亀会 いけだ保育園 長崎県 

岡崎市島坂保育園 愛知県 
社会福祉法人顕真会 
よいこのもり幼保連携型認定こども園 
よいこのもり第２幼保連携型認定こども園 

宮崎県 

岡崎市根石保育園 愛知県 そらいろえん 沖縄県 
社会福祉法人徳雲福祉会 千代川保育園 京都府 

 

 
（都道府県コード順）




