
ソニー教育財団 2016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（1 校）       

諏訪市立中洲小学校 長野県 「科学する心」を豊かに育む 自分づくり・ふるさとづくり 
～予想し検証を重ねながら対象”自然事象”に迫る子ども～ 

■優秀校（14 校）      

六ヶ所村立尾駮小学校 青森県 福井市美山中学校 福井県 
山形大学附属小学校 山形県 富士見町立富士見中学校 長野県 
匝瑳市立八日市場第二中学校 千葉県 豊川市立西部中学校 愛知県 
袖ケ浦市立蔵波小学校 千葉県 今治市立乃万小学校 愛媛県 
千葉市立作新小学校 千葉県 愛媛大学教育学部附属小学校 愛媛県 
千葉市立花園中学校 千葉県 北九州市立藤松小学校 福岡県 
横浜市立白幡小学校 神奈川県 山鹿市立稲田小学校 熊本県 

■奨励校（93 校）         

旭川市立大有小学校 北海道 千葉市立緑町小学校 千葉県 西尾市立平坂中学校 愛知県 

札幌市立二条小学校 北海道 千葉市立宮崎小学校 千葉県 幸田町立幸田中学校 愛知県 

札幌市立円山小学校 北海道 銚子市立第三中学校 千葉県 京都市立洛央小学校 京都府 

美幌町立北中学校 北海道 習志野市立東習志野小学校 千葉県 堺市立八田荘西小学校 大阪府 

十和田市立四和小学校 青森県 国立市立国立第七小学校 東京都 堺市立浜寺石津小学校 大阪府 

八戸市立小中野小学校 青森県 横浜市立井土ヶ谷小学校 神奈川県 姫路市立御国野小学校 兵庫県 

三沢市立三沢小学校 青森県 横浜市立稲荷台小学校 神奈川県 姫路市立妻鹿小学校 兵庫県 

おいらせ町立木ノ下小学校 青森県 横浜市立権太坂小学校 神奈川県 日野町立黒坂小学校 鳥取県 

南部町立向小学校 青森県 小千谷市立小千谷小学校 新潟県 江田島市立江田島小学校 広島県 

上山市立西郷第一小学校 山形県 県立柏崎翔洋中等教育学校 新潟県 江田島市立切串小学校 広島県 

会津若松市立謹教小学校 福島県 長岡市立中之島中央小学校 新潟県 東広島市立河内小学校 広島県 

いわき市立大野第二小学校 福島県 新潟市立東中野山小学校 新潟県 熊野町立熊野中学校 広島県 

いわき市立小名浜第一小学校 福島県 福井市明道中学校 福井県 下関市立向井小学校 山口県 

いわき市立好間第二小学校 福島県 福井市森田中学校 福井県 阿波市立一条小学校 徳島県 

相馬市立桜丘小学校 福島県 岡谷市立岡谷南部中学校 長野県 今治市立鳥生小学校 愛媛県 

田村市立瀬川小学校 福島県 岡谷市立神明小学校 長野県 北九州市立青山小学校 福岡県 

田村市立滝根小学校 福島県 富士見町立富士見小学校 長野県 北九州市立到津小学校 福岡県 

福島市立飯坂小学校 福島県 岐阜市立陽南中学校 岐阜県 北九州市立祝町小学校 福岡県 

福島市立岡山小学校 福島県 瑞浪市立瑞浪中学校 岐阜県 北九州市立合馬小学校 福岡県 

福島市立森合小学校 福島県 瑞穂市立穂積北中学校 岐阜県 北九州市立清水小学校 福岡県 

福島大学附属小学校 福島県 岡崎市立葵中学校 愛知県 北九州市立熊西小学校 福岡県 

天栄村立広戸小学校 福島県 刈谷市立朝日小学校 愛知県 北九州市立曽根東小学校 福岡県 

つくばみらい市立三島小学校 茨城県 刈谷市立朝日中学校 愛知県 福岡市立香椎東小学校 福岡県 

高崎市立吉井西中学校 群馬県 刈谷市立小垣江東小学校 愛知県 福岡市立名島小学校 福岡県 

さいたま市立大谷口小学校 埼玉県 刈谷市立刈谷東中学校 愛知県 長崎市立鳴見台小学校 長崎県 

さいたま市立本太小学校 埼玉県 刈谷市立刈谷南中学校 愛知県 熊本市立銭塘小学校 熊本県 

埼玉大学教育学部附属小学校 埼玉県 刈谷市立日高小学校 愛知県 合志市立西合志東小学校 熊本県 

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 出水市立出水小学校 鹿児島県 

千葉市立院内小学校 千葉県 刈谷市立依佐美中学校 愛知県 鹿児島市立瀬々串小学校 鹿児島県 

千葉市立寒川小学校 千葉県 知立市立知立南小学校 愛知県 
鹿児島大学 

教育学部附属小学校 
鹿児島県 

千葉市立都賀小学校 千葉県 西尾市立西尾小学校 愛知県 薩摩川内市立平佐西小学校 鹿児島県 

  （都道府県コード順） 



ソニー教育財団 2016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一覧 

■最優秀園（2 園） 
社会福祉法人ゆずり葉会  

幼保連携型認定こども園 深井こども園 
大阪府 あそびの足跡～たどると分かるあそびのふり返り～ 

奈良市立都跡こども園 奈良県 
「“もっとおもしろく”で広がる遊びの世界」 

～夢中になって遊ぶ姿を見つめて～ 

■優秀園 審査委員特別賞（1 園） 
幸田町立豊坂保育園 愛知県 『毛ってふわふわ』 

■優秀園（12 園） 
社会福祉法人五倫会 美郷保育園 青森県 社会福祉法人なのはな 菜の花保育園 山梨県 

南陽市立赤湯幼稚園 山形県 社会福祉法人信州福祉会 わかば保育園 長野県 

学校法人くるみ学園 認定こども園  

くるみ幼稚園 
千葉県 社会福祉法人徳雲福祉会 千代川保育園 京都府 

社会福祉法人代々木鳩の会 鳩の森保育園 東京都 京都市立中京もえぎ幼稚園 京都府 

学校法人あおい学園 あおい第一幼稚園 東京都 堺市立みはら大地幼稚園 大阪府 

学校法人恵愛学園 愛泉幼稚園 新潟県 

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 

■奨励園（52 園） 
学校法人ろりぽっぷ学園 ろりぽっぷ幼稚園 宮城県 安城市立城ヶ入保育園 愛知県 

学校法人ろりぽっぷ学園 ろりぽっぷ保育園 宮城県 岡崎市百々保育園 愛知県 

学校法人中沢学園 みなみ若葉こども園 福島県 認定子ども園 岡崎市豊富保育園 愛知県 

社会福祉法人慈育会 若葉台保育園 福島県 社会福祉法人徳雲福祉会 大井保育園 京都府 

二本松市立石井幼稚園 福島県 
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 

二本松市立小浜幼稚園 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 

福島市立岡山幼稚園 福島県 富田林市立新堂幼稚園 大阪府 

福島市立庭塚幼稚園 福島県 富田林市立錦郡幼稚園 大阪府 

川俣町立川俣南幼稚園 福島県 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 社会福祉法人長尾会 長尾保育園 大阪府 

さいたま市立常盤保育園 埼玉県 社会福祉法人長尾会 第２長尾保育園 大阪府 

さいたま市立本太保育園 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 姫路市立御国野幼稚園 兵庫県 

学校法人鴻ノ巣学園 きたかしわ幼稚園 千葉県 奈良市立布目こども園 奈良県 

学校法人岩崎学園 くりの木幼稚園 千葉県 奈良市立六条幼稚園 奈良県 

品川区立大井保育園 東京都 出雲市立高松幼稚園 島根県 

墨田区立立花幼稚園 東京都 出雲市立中央保育所・幼稚園 島根県 

墨田区立第三寺島幼稚園 東京都 
学校法人水谷学園 認定こども園  

北陵幼稚園・北陵保育園 
島根県 

墨田区立柳島幼稚園 東京都 呉市明徳保育所 広島県 

社会福祉法人豊島区社会福祉事業団 

西巣鴨さくらそう保育園 
東京都 丸亀市立城坤幼稚園 香川県 

社会福祉法人龍美 陽だまりの丘保育園 東京都 福岡市立雁の巣幼稚園 福岡県 

学校法人織田学園 おだ認定こども園 東京都 諫早市立諫早幼稚園 長崎県 

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 

社会福祉法人愛育福祉会  

幼保連携型認定こども園 こばと保育園 
宮崎県 

学校法人あおい学園 あおい幼稚園 新潟県 
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 

学校法人山梨学院 山梨学院幼稚園 山梨県 石垣市立いのだ幼稚園 沖縄県 

伊那市立竜東保育園 長野県 そらいろえん 沖縄県 

（都道府県コード順） 




