ソニー創業者 井深大と教育助成
戦後、日本の復興のためには理科教育こそ重要だと考えていた井深大は、1946 年に設立した
東京通信工業株式会社（ 現、ソニー株式会社 ）の 経営がようやく軌 道に乗り始めた1959 年に、
先進的な理科 教育に取り組む学 校への助成活動を始 めまし た 。
この教育支援を継続的に発展させるために、「ソニー教育振興財団
（現 、ソニー 教育財団）
」を設立しました。その後、教育への関心は
幼児 教育にも広がり、乳幼児 期の教育の重要性を伝えるさまざま
な提 案を行いました。井深 が残した今も 変 わらぬ 子育てメッセー
ジは、ホームページに掲載の「 心をはぐくむ ― 乳幼児期に大切に
したいこと― 」でお読 みいただけます。
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未来をつくる子どもたち の
「科学 する心 」を育む環 境づくりを
応援しています

1959 年から続く

教育・保育の質の向上に取り組む
先 生方への支援

学校・園への支援
ソニー 教育助成論文

小・中学校の教員対象
全国の教員による自主研究組織「ソニー科学教育研究会」

小・中学校の教育実践、教員を対象にした実践計画、

を支援しています。また、地域を代表する中堅教育を対

幼稚園・保育所・認定こども園の「科学する心を育む

象としたリーダー育成研修も実施しています。

保育実践を募集し、教育助成金とソニー製品を贈呈して
います。

保育者対象

公開授業・実践研究会の開催

保育の質を高める研修会等の開催を支援しています。

優れた実践や研究を教育関係者に広く公開する研究会・

全国の園で行われている優れた保育実践を、冊子やホー

発表会を開催しています。全国から多くの教員や 保育者

ムページで無償公開しています。「明日の保育」をともに

が集まり、学び合い、磨き合う場となっています。

考える「乳幼児のための “科学する心” ネットワーク」に
は、保育者や保育者を目指す学生が多く参加しています。

情熱 ある教育実 践者と
未 来を 生きる子どもたちの
活 動を支 援しています

科学の泉ー子ども夢教室
ノー ベ ル 化 学 賞 受 賞 者の 白 川 英 樹 先 生を 塾 長 に 、
小・中学生が「自然に学ぶ」をテーマに自ら探求する 、
5泊 6日のサマーキャンプを開催しています。

ソニー ものづくり教 室
科学への興味を深めるため、ソニーグループの 技術者が
講師となって行う、小・中学生および高校生を対象にし

ソニー 教育財団の活動について詳しくはホームページをご覧ください

た「ソニーものづくり教室」の開催を支援しています。

