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 ソニー教育財団 2011年度教育助成 入選校・園 

奨励校（76校）
札幌市立山の手小学校 北海道 千葉市立緑町中学校 千葉県 東広島市立河内小学校 広島県
十和田市立滝沢小学校 青森県 中野区立上鷺宮小学校 東京都 熊野町立熊野東中学校 広島県
白石市立白石第二小学校 宮城県 府中市立新町小学校 東京都 徳島市富田小学校 徳島県
多賀城市立城南小学校 宮城県 府中市立府中第一小学校 東京都 鳴門市鳴門西小学校 徳島県
羽後町立羽後中学校 秋田県 横浜市立井土ヶ谷小学校 神奈川県 石井町石井小学校 徳島県
国立大学法人福島大学附属小学校 福島県 新発田市立五十公野小学校 新潟県 石井町浦庄小学校 徳島県
福島市立三河台小学校 福島県 金沢市立中央小学校 石川県 今治市立鳥生小学校 愛媛県
三春町立三春小学校 福島県 金沢市立杜の里小学校 石川県 国立大学法人愛媛大学教育学部附属中学校 愛媛県
稲敷市立東中学校 茨城県 富士見町立富士見小学校 長野県 北九州市立大蔵小学校 福岡県
稲敷市立高田小学校 茨城県 関市立武儀東小学校 岐阜県 北九州市立大谷小学校 福岡県
神栖市立深芝小学校 茨城県 瑞穂市立牛牧小学校 岐阜県 北九州市立鴨生田小学校 福岡県
つくばみらい市立谷和原中学校 茨城県 湖西市立白須賀小学校 静岡県 北九州市立熊西小学校 福岡県
龍ケ崎市立長山中学校 茨城県 岡崎市立六ッ美西部小学校 愛知県 北九州市立藤松小学校 福岡県
龍ケ崎市立龍ケ崎西小学校 茨城県 刈谷市立雁が音中学校 愛知県 長崎市立小榊小学校 長崎県
東海村立白方小学校 茨城県 刈谷市立刈谷南中学校 愛知県 玉名市立大野小学校 熊本県
栃木市立栃木中央小学校 栃木県 刈谷市立富士松中学校 愛知県 大分市立春日町小学校 大分県
栃木市立栃木南中学校 栃木県 刈谷市立双葉小学校 愛知県 宮崎市立本郷小学校 宮崎県
高崎市立豊岡小学校 群馬県 西尾市立鶴城中学校 愛知県 奄美市立屋仁小学校 鹿児島県
さいたま市立下落合小学校 埼玉県 西尾市立中畑小学校 愛知県 国立大学法人鹿児島大学教育学部附属小学校 鹿児島県
さいたま市立針ヶ谷小学校 埼玉県 西尾市立西尾小学校 愛知県 鹿児島市立郡山小学校 鹿児島県
印西市立いには野小学校 千葉県 堺市立西百舌鳥小学校 大阪府 鹿児島市立玉江小学校 鹿児島県
木更津市立中郷中学校 千葉県 姫路市立勝原小学校 兵庫県 鹿児島市立西谷山小学校 鹿児島県
国立大学法人千葉大学教育学部附属小学校 千葉県 姫路市立城乾小学校 兵庫県 薩摩川内市立川内小学校 鹿児島県
千葉市立寒川小学校 千葉県 境港市立余子小学校 鳥取県 竹富町立竹富小中学校 沖縄県
千葉市立新宿中学校 千葉県 米子市立淀江小学校 鳥取県
千葉市立都賀中学校 千葉県 出雲市立朝山小学校 島根県

■ ソニー幼児教育支援プログラム 入選園

■ソニー子ども科学教育プログラム 入選校

最優秀園（2園）
社会福祉法人謝徳会 るんびにー保育園 愛知県

大和郡山市立片桐西幼稚園 奈良県

優秀園（12園）
学校法人中沢学園 会津若葉幼稚園 福島県 社会福祉法人晴朗会 すくすく保育園 大阪府
二本松市立川崎幼稚園 福島県 奈良市立六条幼稚園 奈良県
品川区立東五反田保育園 東京都 出雲市立東幼稚園 島根県
糸魚川市立中央保育園 新潟県 国立大学法人 広島大学附属幼稚園 広島県
伊那市立西箕輪南部保育園 長野県 社会福祉法人芽豆羅の里 芽豆羅保育園 大分県

岡崎市井田保育園 愛知県 学校法人津曲学園 
鹿児島国際大学附属鹿児島幼稚園 鹿児島県

奨励園（39園）
札幌市立白楊幼稚園 北海道 刈谷市立住吉幼稚園 愛知県
社会福祉法人花山福祉会 花山保育園 北海道 刈谷市立双葉保育園 愛知県
学校法人手稲学園 おおぞら幼稚園 北海道 刈谷市立富士松北保育園 愛知県
南部町立名川幼稚園 青森県 刈谷市立富士松北幼稚園 愛知県
学校法人風間学園 ひかり幼稚園 宮城県 学校法人大和学園 豊田大和幼稚園 愛知県
国立大学法人 山形大学附属幼稚園 山形県 社会福祉法人久昌会 いぼばらこども園 愛知県
社会福祉法人慈育会 若葉台保育園 福島県 学校法人 帝塚山学院幼稚園 大阪府
学校法人峰学園 すぎの子幼稚園 
社会福祉法人峰悠会 おおぞら保育園 群馬県 学校法人常磐会学園 

常磐会短期大学付属常磐会幼稚園 大阪府

学校法人一の割学園 認定こども園 一の割幼稚園・にこにこ園 埼玉県 学校法人常磐会学園 常磐会短期大学付属泉丘幼稚園
いずみがおかえん 大阪府

学校法人くるみ学園 くるみ幼稚園 千葉県 社会福祉法人友愛福祉会 伊丹ひまわり保育園 兵庫県
学校法人岩崎学園 くりの木幼稚園 千葉県 大和郡山市立郡山南幼稚園 奈良県
品川区立源氏前保育園 東京都 出雲市立鳶巣幼稚園 島根県
品川区立八潮北保育園 東京都 学校法人水谷学園 北陵幼稚園 島根県
墨田区立立花幼稚園 東京都 社会福祉法人しらゆり会 しらゆり保育園 島根県
世田谷区立南奥沢保育園 東京都 学校法人済世学園 済世第二幼稚園 福岡県
学校法人駿河台大学 駿河台大学第一幼稚園 東京都 学校法人別府大学 別府大学附属幼稚園 大分県
日野市立第五幼稚園 東京都 社会福祉法人愛育福祉会 こばと保育園 宮崎県
学校法人武蔵野東学園 武蔵野東第二幼稚園 東京都 学校法人鹿児島竜谷学園 和光幼稚園 鹿児島県
みどりこ園 神奈川県 社会福祉法人勢理客福祉会 勢理客保育園 沖縄県
岡崎市根石保育園 愛知県

最優秀校（2校）
北見市立光西中学校 北海道 わくわく・どきどき　理科は楽しい！　～学ぶ楽しさを実感できる授業を目指して～

国立大学法人愛媛大学教育学部附属小学校 愛媛県 未来を拓く授業の創造～創造性と感性の育成～
優秀校（14校）
七戸町立天間東小学校 青森県 銚子市立第一中学校 千葉県 土岐市立土岐津中学校 岐阜県
丸森町立丸舘中学校 宮城県 五泉市立愛宕中学校 新潟県 岡崎市立葵中学校 愛知県
いわき市立小名浜第一小学校 福島県 学校法人山梨学院山梨学院大学附属小学校 山梨県 刈谷市立富士松北小学校 愛知県
川俣町立川俣小学校 福島県 諏訪市立中洲小学校 長野県 筑後市立水田小学校 福岡県
さいたま市立大宮北小学校 埼玉県 富士見町立富士見中学校 長野県

(都道府県コード順)

(都道府県コード順)


