
ソニー教育財団 2017年度教育助成 入選校・園 

2017 年度 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）       

西尾市立西尾小学校 愛知県 西小科学教育プロジェクト 
～実体験を通して科学が好きな子どもを育てる～ 

刈谷市立刈谷南中学校 愛知県 
科学する心を育む刈南中プロジェクト 2017 
～”全員参加”の授業から生まれる感動！ 
感性・主体性・創造性を伸ばす生徒を目指して～ 

■優秀校（11 校） 
     

平川市立柏木小学校 青森県 岐阜市立陽南中学校 岐阜県 

上山市立西郷第一小学校 山形県 刈谷市立小垣江東小学校 愛知県 

匝瑳市立八日市場第二中学校 千葉県 刈谷市立富士松南小学校 愛知県 

千葉市立花園中学校 千葉県 山口大学教育学部附属山口小学校 山口県 

横浜市立権太坂小学校 神奈川県 北九州市立藤松小学校 福岡県 

小千谷市立小千谷小学校 新潟県   

■奨励校（81 校） 
        

北海道教育大学附属旭川小学校 北海道 越生町立越生小学校 埼玉県 堺市立八田荘西小学校 大阪府 

札幌市立円山小学校 北海道 千葉市立こてはし台中学校 千葉県 堺市立浜寺石津小学校 大阪府 

美幌町立北中学校 北海道 千葉市立さつきが丘東小学校 千葉県 姫路市立妻鹿小学校 兵庫県 

三沢市立三沢小学校 青森県 千葉市立高浜中学校 千葉県 東広島市立河内小学校 広島県 

おいらせ町立木ノ下小学校 青森県 千葉市立都賀小学校 千葉県 熊野町立熊野中学校 広島県 

横浜町立横浜小学校 青森県 千葉市立本町小学校 千葉県 下関市立向井小学校 山口県 

秋田市立旭川小学校 秋田県 千葉市立若松小学校 千葉県 阿南市立中野島小学校 徳島県 

秋田市立上新城小学校 秋田県 中央区立城東小学校 東京都 阿波市立土成小学校 徳島県 

山形大学附属小学校 山形県 横浜市立稲荷台小学校 神奈川県 徳島市国府小学校 徳島県 

会津若松市立謹教小学校 福島県 横浜市立白幡小学校 神奈川県 今治市立乃万小学校 愛媛県 

いわき市立小名浜第一小学校 福島県 横浜市立立野小学校 神奈川県 今治市立吉海小学校 愛媛県 

いわき市立好間第二小学校 福島県 佐渡市立相川中学校 新潟県 松山市立道後小学校 愛媛県 

相馬市立桜丘小学校 福島県 長岡市立栃尾南小学校 新潟県 北九州市立大蔵小学校 福岡県 

田村市立滝根小学校 福島県 
新潟市立内野小・中学校  

希望が丘分校 
新潟県 北九州市立上津役小学校 福岡県 

福島市立三河台小学校 福島県 松本市立鎌田小学校 長野県 北九州市立曽根東小学校 福岡県 

福島市立森合小学校 福島県 富士見町立富士見中学校 長野県 北九州市立田原小学校 福岡県 

福島大学附属小学校 福島県 諏訪清陵高等学校附属中学校 長野県 福岡市立照葉小中学校 福岡県 

天栄村立広戸小学校 福島県 静岡市立安西小学校 静岡県 福岡市立能古小学校 福岡県 

稲敷市立新利根小学校 茨城県 刈谷市立朝日中学校 愛知県 合志市立西合志東小学校 熊本県 

かすみがうら市立下稲吉東小学校 茨城県 刈谷市立雁が音中学校 愛知県 山鹿市立稲田小学校 熊本県 

取手市立取手第一中学校 茨城県 刈谷市立刈谷東中学校 愛知県 別府市立上人小学校 大分県 

美浦村立美浦中学校 茨城県 刈谷市立依佐美中学校 愛知県 姫島村立姫島小学校 大分県 

川越市立川越小学校 埼玉県 知立市立知立南小学校 愛知県 出水市立出水小学校 鹿児島県 

さいたま市立大谷口小学校 埼玉県 豊川市立西部中学校 愛知県 鹿児島市立瀬々串小学校 鹿児島県 

さいたま市立上里小学校 埼玉県 西尾市立平坂中学校 愛知県 鹿児島大学教育学部附属小学校 鹿児島県 

さいたま市立芝原小学校 埼玉県 京都市立梅小路小学校 京都府 薩摩川内市立平佐西小学校 鹿児島県 

埼玉大学教育学部附属小学校 埼玉県 京都市立洛央小学校 京都府 南さつま市立阿多小学校 鹿児島県 

  （都道府県コード順） 



ソニー教育財団 2017年度教育助成 入選校・園 
2017 年度 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） 

岡崎市豊富保育園 愛知県 科学する心を育てる ～失敗は大発見のもと！～ 

富田林市立新堂幼稚園 大阪府 科学する心の育成をめざして 

■優秀園 審査委員特別賞（1 園） 

石垣市立いのだ幼稚園 沖縄県 科学する心（学びの芽）を育てる 
～身近な自然とのかかわりをとおして～ 

■優秀園（11 園） 
南陽市立赤湯幼稚園 山形県 加古川市立両荘幼稚園 兵庫県 

社会福祉法人龍美 陽だまりの丘保育園 東京都 奈良市立六条幼稚園 奈良県 

学校法人恵愛学園  

幼保連携型認定こども園 愛泉こども園 
新潟県 

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 

山梨大学教育学部附属幼稚園 山梨県 丸亀市立あやうたこども園 香川県 

京都市立中京もえぎ幼稚園 京都府 
学校法人押野学園  

幼保連携型認定こども園 せんだい幼稚園 
鹿児島県 

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   

■奨励園（61 園） 

札幌市立もいわ幼稚園 北海道 （福）相友会 諏訪保育園 東京都 
（福）堺暁福祉会 幼保連携型 

認定こども園 かなおか保育園 
大阪府 

（福）五倫会 美郷保育園 青森県 
NPO 法人東村山子育てネット 

ワークすずめ つばさ保育園 
東京都 

（学）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 

（福）福振会 津志田保育園 岩手県 
（福）立野みどり福祉会  

立野みどり保育園 
東京都 富田林市立錦郡幼稚園 大阪府 

（学）ろりぽっぷ学園  

ろりぽっぷ幼稚園 
宮城県 

（学）あおい学園  

あおい第一幼稚園 
東京都 

（福）種の会 幼保連携型認定 

こども園 池田すみれこども園 
大阪府 

（学）ろりぽっぷ学園  

ろりぽっぷ保育園 
宮城県 

（学）あおい学園  

あおい幼稚園 
新潟県 （学）長尾学園 長尾幼稚園 大阪府 

（学）中沢学園  

みなみ若葉こども園 
福島県 （福）なのはな 菜の花保育園 山梨県 （福）長尾会 長尾保育園 大阪府 

二本松市立石井幼稚園 福島県 （学）山梨学院 山梨学院幼稚園 山梨県 （福）長尾会 第２長尾保育園 大阪府 

二本松市立小浜幼稚園 福島県 伊那市立高遠保育園 長野県 
（学）西学園 認定こども園  

みどり丘幼稚園 
大阪府 

さいたま市立植水保育園 埼玉県 
（福）信州福祉会  

わかば保育園 
長野県 

（学）七松学園 認定こども園  

七松幼稚園 
兵庫県 

（学）勝田学園 大成幼稚園 埼玉県 静岡市立小島こども園 静岡県 
（福）友愛福祉会 

伊丹ひまわり保育園 
兵庫県 

さいたま市立本太保育園 埼玉県 静岡市立登呂こども園 静岡県 姫路市立中寺幼稚園 兵庫県 

（学）武蔵野学院  

武蔵野短期大学附属幼稚園 
埼玉県 安城市立城ヶ入保育園 愛知県 （学）米子幼稚園 鳥取県 

（学）鴻ノ巣学園 きたかしわ幼稚園 千葉県 安城市立東部保育園 愛知県 出雲市立窪田保育所 島根県 

（学）くるみ学園 認定こども園  

くるみ幼稚園 
千葉県 安城市立錦保育園 愛知県 出雲市立高松幼稚園 島根県 

足立区立中島根保育園 東京都 岡崎市豊富第二保育園 愛知県 （福）鏡福祉会 あおば保育園 広島県 

（学）渡辺学園 東京家政大学附属 

みどりケ丘幼稚園 
東京都 

（福）豊津児童福祉会  

泉の杜保育園 
愛知県 丸亀市立西幼稚園 香川県 

墨田区立柳島幼稚園 東京都 西尾市立鶴城幼稚園 愛知県 まんのう町立琴南こども園 香川県 

（福）種の会 世田谷はっと保育園 東京都 幸田町立大草保育園 愛知県 福岡市立雁の巣幼稚園 福岡県 

特定非営利活動法人東京学芸大 

こども未来研究所 

東京学芸大 学芸の森保育園 

東京都 （福）徳雲福祉会 大井保育園 京都府 諫早市立諫早幼稚園 長崎県 

（学）織田学園 おだ認定こども園 東京都 （福）徳雲福祉会 千代川保育園 京都府 そらいろえん 沖縄県 

（学）錦秋学園 錦秋幼稚園 東京都     
（都道府県コード順） 


