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 ソニー教育財団 2012年度教育助成 入選校・園 
■ソニー幼児教育支援プログラム 入選園
最優秀園（２園）

社会福祉法人慈育会 若葉台保育園 福島県 ホントに身近な自然を見つめて「科学する心」を育む

墨田区立立花幼稚園 東京都 幼児の体験の深まりを探る　～アゲハチョウの幼虫との出会いを通して～

優秀園（８園）
社会福祉法人五倫会 中郷保育園 青森県 社会福祉法人晴朗会 すくすく保育園 大阪府
学校法人中沢学園 みなみ若葉幼稚園 福島県 富田林市立錦郡幼稚園 大阪府
刈谷市立富士松北幼稚園 愛知県 社会福祉法人長尾会 第 2長尾保育園 大阪府
幸田町立大草保育園 愛知県 学校法人鹿児島竜谷学園 和光幼稚園 鹿児島県

奨励園（３６園）
社会福祉法人花山福祉会 花山保育園 北海道 岡崎市六名南保育園 愛知県
学校法人風間学園 ひかり幼稚園 宮城県 刈谷市立住吉幼稚園 愛知県
学校法人中沢学園 会津若葉幼稚園 福島県 刈谷市立富士松北保育園 愛知県
学校法人ポーロニア学園 みずき野幼稚園 茨城県 刈谷市立富士松南幼稚園 愛知県
さいたま市立七里東保育園 埼玉県 社会福祉法人久昌会 いぼばらこども園 愛知県
さいたま市立武蔵浦和保育園 埼玉県 学校法人栄光学園 栄光八事幼稚園 愛知県
学校法人くるみ学園 くるみ幼稚園 千葉県 学校法人常磐会学園 常磐会短期大学付属泉丘幼稚園 大阪府
社会福祉法人砂原母の会 砂原保育園 東京都 社会福祉法人ゆずり葉会 深井保育園 大阪府
品川区立大井保育園 東京都 社会福祉法人友愛福祉会 伊丹ひまわり保育園 兵庫県
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
世田谷区立上用賀保育園 東京都 学校法人水谷学園 北陵幼稚園 島根県
港区立港南幼稚園 東京都 学校法人神理学園 神理幼稚園 福岡県
立川市立柏保育園 東京都 熊本市立隈庄幼稚園 熊本県
日野市立第七幼稚園 東京都 社会福祉法人顕真会

よいこのもり保育園・よいこのもり第２保育園
宮崎県

学校法人あおい学園 あおい第一幼稚園 東京都
学校法人武蔵野東学園 武蔵野東第二幼稚園 東京都 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
社会福祉法人さくらぎ会 さくらぎ保育園 東京都 社会福祉法人上名福祉会 つるみね保育園 鹿児島県
学校法人山梨学院 山梨学院大学附属幼稚園 山梨県 社会福祉法人あおぞら福祉会 あおぞら保育園 沖縄県
岡崎市立広幡幼稚園 愛知県

■ソニー子ども科学教育プログラム 入選校
最優秀校（2校）

西尾市立中畑小学校 愛知県 科学が好きな子どもを育てる中畑アクションプラン
-「はてな？」「なるほど」「もっと！」と実感できる学校・地域でサイエンス -

刈谷市立富士松中学校 愛知県 科学が好きな生徒を育てる新富士中プロジェクト
～主体性、創造性、感性を高める新規開発計画～

審査委員特別賞（2校）
七戸町立天間東小学校 青森県 諏訪市立中洲小学校 長野県

優秀校（14校）
札幌市立豊成養護学校 北海道 山梨学院大学附属小学校 山梨県 小林市立小林小学校 宮崎県
国立大学法人福島大学附属小学校 福島県 富士見町立富士見中学校 長野県 宮崎市立本郷小学校 宮崎県
さいたま市立下落合小学校 埼玉県 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
銚子市立第一中学校 千葉県 東広島市立河内小学校 広島県 鹿児島市立郡山小学校 鹿児島県
五泉市立愛宕中学校 新潟県 北九州市立熊西小学校 福岡県

奨励校（83校）
十和田市立南小学校 青森県 千葉市立新宿中学校 千葉県 出雲市立朝山小学校 島根県
六ヶ所村立泊小学校 青森県 千葉市立蘇我中学校 千葉県 東広島市立寺西小学校 広島県
南部町立名久井小学校 青森県 国立大学法人千葉大学教育学部附属小学校 千葉県 国立大学法人広島大学附属三原小学校 広島県
新郷村立戸来小学校 青森県 横浜市立井土ヶ谷小学校 神奈川県 熊野町立熊野東中学校 広島県
白石市立白石第一小学校 宮城県 上越市立城北中学校 新潟県 岩国市立麻里布小学校 山口県
羽後町立羽後中学校 秋田県 見附市立見附小学校 新潟県 阿波市立御所小学校 徳島県
上山市立西郷第一小学校 山形県 金沢市立中央小学校 石川県 徳島市南井上小学校 徳島県
いわき市立小名浜第一小学校 福島県 金沢市立杜の里小学校 石川県 吉野川市立川田中小学校 徳島県
相馬市立桜丘小学校 福島県 松川町立松川東小学校 長野県 高松市立木太南小学校 香川県
福島市立岡山小学校 福島県 岐阜市立長良東小学校 岐阜県 今治市立鳥生小学校 愛媛県
福島市立三河台小学校 福島県 土岐市立土岐津中学校 岐阜県 今治市立波止浜小学校 愛媛県
川俣町立川俣小学校 福島県 瑞穂市立牛牧小学校 岐阜県 国立大学法人愛媛大学教育学部附属中学校 愛媛県
三春町立三春小学校 福島県 揖斐川町立北和中学校 岐阜県 北九州市立合馬小学校 福岡県
猪苗代町立長瀬小学校 福島県 岡崎市立葵中学校 愛知県 北九州市立貫小学校 福岡県
稲敷市立東中学校 茨城県 岡崎市立福岡中学校 愛知県 北九州市立日明小学校 福岡県
稲敷市立高田小学校 茨城県 岡﨑市立美川中学校 愛知県 北九州市立松ヶ江北小学校 福岡県
神栖市立深芝小学校 茨城県 国立大学法人愛知教育大学附属岡崎中学校 愛知県 長崎市立鳴見台小学校 長崎県
美浦村立大谷小学校 茨城県 刈谷市立雁が音中学校 愛知県 熊本市立西原小学校 熊本県
栃木市立栃木第四小学校 栃木県 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 刈谷市立富士松北小学校 愛知県 大分市立春日町小学校 大分県
さいたま市立大宮北小学校 埼玉県 刈谷市立平成小学校 愛知県 学校法人池田学園池田小学校 鹿児島県
さいたま市立大宮東中学校 埼玉県 刈谷市立依佐美中学校 愛知県 鹿児島市立西谷山小学校 鹿児島県
さいたま市立道祖土小学校 埼玉県 豊田市立高岡中学校 愛知県 鹿児島市立東谷山小学校 鹿児島県
さいたま市立桜木小学校 埼玉県 西尾市立西尾小学校 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
さいたま市立仲町小学校 埼玉県 西尾市立西尾中学校 愛知県 薩摩川内市立川内小学校 鹿児島県
木更津市立中郷中学校 千葉県 貝塚市立北小学校 大阪府 南さつま市立阿多小学校 鹿児島県
千葉市立こてはし台中学校 千葉県 姫路市立勝原小学校 兵庫県 竹富町立竹富小中学校 沖縄県
千葉市立作新小学校 千葉県 米子市立彦名小学校 鳥取県
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