
ソニー教育財団 2020年度教育助成 入選校・園 
[小・中学校対象]ソニー子ども科学教育プログラム  
2020年度 教育実践論文 入選校一覧 

■最優秀校（2 校） 

国立大学法人千葉大学教育学部附属小学校 千葉県 科学が好きな子どもの育成 

旭市立干潟中学校 千葉県 
科学が好きな子どもを育てる 
「原点とは何か？」～本当に理科が好き
な子どもを目指して～ 

■優秀校（12 校） 

南部町立剣吉小学校 青森県 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 川上村立川上中学校 長野県 

横浜市立井土ヶ谷小学校 神奈川県 刈谷市立朝日中学校 愛知県 

横浜市立立野小学校 神奈川県 国立大学法人愛媛大学教育学部附属小学校 愛媛県 

学校法人山梨学院山梨学院小学校 山梨県 北九州市立木屋瀬小学校 福岡県 

諏訪市立中洲小学校 長野県 大分市立長浜小学校 大分県 

■奨励校（74 校） 

旭川市立大有小学校 北海道 いわき市立渡辺小学校 福島県 

遠軽町立丸瀬布中学校 北海道 郡山市立明健小学校 福島県 

十和田市立ちとせ小学校 青森県 田村市立都路小学校 福島県 

十和田市立藤坂小学校 青森県 川俣町立川俣小学校 福島県 

十和田市立南小学校 青森県 川俣町立富田小学校 福島県 

おいらせ町立下田小学校 青森県 北塩原村立裏磐梯小学校 福島県 

南部町立向小学校 青森県 国立大学法人福島大学附属小学校 福島県 

山形市立第六小学校 山形県 稲敷市立新利根中学校 茨城県 

会津若松市立城西小学校 福島県 土浦市立下高津小学校 茨城県 

いわき市立泉小学校 福島県 さくら市立氏家中学校 栃木県 

いわき市立小名浜第一小学校 福島県 
国立大学法人宇都宮大学共同教育学部附
属中学校 

栃木県 

いわき市立汐見が丘小学校 福島県 さいたま市立高砂小学校 埼玉県 
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さいたま市立沼影小学校 埼玉県 京都市立錦林小学校 京都府 

幸手市立上高野小学校 埼玉県 京都市立九条弘道小学校 京都府 

千葉市立あすみが丘小学校 千葉県 京都市立室町小学校 京都府 

千葉市立金沢小学校 千葉県 京都市立洛中小学校 京都府 

千葉市立さつきが丘東小学校 千葉県 姫路市立高浜小学校 兵庫県 

千葉市立本町小学校 千葉県 姫路市立安室東小学校 兵庫県 

学校法人成蹊学園成蹊小学校 東京都 国立大学法人兵庫教育大学附属中学校 兵庫県 

学校法人成城学園成城学園初等学校 東京都 国立大学法人広島大学附属三原小学校 広島県 

横浜市立相沢小学校 神奈川県 阿南市立平島小学校 徳島県 

佐渡市立金泉小学校 新潟県 徳島市加茂名小学校 徳島県 

佐渡市立新穂中学校 新潟県 今治市立乃万小学校 愛媛県 

三条市立大崎学園 新潟県 北九州市立枝光小学校 福岡県 

新潟市立白新中学校 新潟県 北九州市立合馬小学校 福岡県 

十日町市立中条小学校 新潟県 北九州市立小石小学校 福岡県 

国立大学法人上越教育大学附属中学校 新潟県 北九州市立星ケ丘小学校 福岡県 

国立大学法人富山大学人間発達科学部附属小学校 富山県 北九州市立光貞小学校 福岡県 

白山市立北星中学校 石川県 北九州市立八枝小学校 福岡県 

岡崎市立岩津小学校 愛知県 北九州市立湯川小学校 福岡県 

岡崎市立大門小学校 愛知県 熊本市立桜木東小学校 熊本県 

刈谷市立雁が音中学校 愛知県 菊陽町立菊陽西小学校 熊本県 

刈谷市立刈谷南中学校 愛知県 南関町立南関第三小学校 熊本県 

刈谷市立富士松南小学校 愛知県 薩摩川内市立東郷学園義務教育学校 鹿児島県 

刈谷市立依佐美中学校 愛知県 枕崎市立枕崎小学校 鹿児島県 

西尾市立佐久島しおさい学校 愛知県 南九州市立宮脇小学校 鹿児島県 

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 

（都道府県コード順 ） 

  



ソニー教育財団 2020年度教育助成 入選校・園 
[幼稚園・保育所・認定こども園対象]ソニー幼児教育支援プログラム 
2020 年度 保育実践論文 入選園一覧 

■最優秀園（2 園） 

学校法人仙台みどり学園 
幼保連携型認定こども園 やかまし村 

宮城県 
身近な生き物との日々の出会いの中で紡ぎ
だされる科学する心の芽生えとは～このさ
かなはなんというさかな？けやきのもり水
族館日誌から～ 

世田谷区立希望丘保育園 東京都 
虫のようにしなやかに野草のようにたくま
しい心を育てる～のっぱらプロジェクトの
取り組み～ 

■優秀園 審査委員特別賞（1 園） 

企業主導型保育所 保育園 にじのおうち 滋賀県 「“おもしろい”みーつけた！！」 
0・1・2歳児の科学する心 

■優秀園（7 園） 

社会福祉法人檸檬会 レイモンド新三郷保育園 埼玉県 京都市立明徳幼稚園 京都府 

NPO法人東村山子育て支援ネットワーク 
すずめ つばさ保育園 東京都 

社会福祉法人照治福祉会 
阿武山たつの子認定こども園 

大阪府 

大津市立伊香立・真野北幼稚園 滋賀県 社会福祉法人芽豆羅の里 幼保連携型認定
こども園 めずらこども園 大分県 

京都市楽只保育所 京都府 

■優良園（13 園） 

札幌市立手稲中央幼稚園 北海道 （学）共立学園 認定こども園 新光明池幼稚園 大阪府 

（大）千葉大学教育学部附属幼稚園 千葉県 （学）七松学園 認定こども園 七松幼稚園 兵庫県 

（福）喜慈会 子中保育園 神奈川県 加古川市立加古川幼稚園 兵庫県 

（福）檸檬会 レイモンド川崎保育園 神奈川県 姫路市立曽左幼稚園 兵庫県 

（福）さがみ愛育会 幼保連携型認定こども園 
 愛の園ふちのべこども園 

神奈川県 
（学）水谷学園 認定こども園 
 北陵幼稚園・北陵保育園 

島根県 

草津市立矢倉幼稚園 滋賀県 
（福）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 

京都市立楊梅幼稚園 京都府 

■奨励園（47 園） 

札幌市立はまなす幼稚園 北海道 （福）五倫会 美郷こども園 青森県 

札幌市立もいわ幼稚園 北海道 （学）中沢学園 認定こども園 会津若葉幼稚園 福島県 
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（学）中沢学園 みなみ若葉こども園 福島県 （福）信州福祉会 わかば保育園 長野県 

（福）高田幼児 幼保連携型認定こども園 
 ひかり 

福島県 高浜市立高浜南部幼稚園 愛知県 

川俣町立川俣南幼稚園 福島県 西尾市立鶴城幼稚園 愛知県 

川俣町立富田幼稚園 福島県 （福）どんぐり会 どんぐり保育園 滋賀県 

君津市立常代保育園 千葉県 （福）徳雲福祉会 大井こども園 京都府 

（福）檸檬会 レイモンド汐見丘保育園 千葉県 南丹市立八木中央幼児学園 京都府 

足立区立中島根保育園 東京都 （大）京都教育大学附属幼稚園 京都府 

（福）砂原母の会 そあ保育園 東京都 （株）なーと こどもなーと保育園 大阪府 

北区立浮間保育園 東京都 
（福）堺暁福祉会 幼保連携型認定こども園 
 あかつき保育園 

大阪府 

墨田区立寺島保育園 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 

千代田区立番町幼稚園 東京都 
（福）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 

（学）育英幼稚園 東京都 （株）なーと こどもなーと摂津保育園 大阪府 

（学）織田学園 おだ認定こども園 東京都 箕面市立なか幼稚園 大阪府 

（学）錦秋学園 錦秋幼稚園 東京都 芦屋市立打出保育所 兵庫県 

（学）あおい学園 あおい幼稚園 新潟県 
（福）堺暁福祉会 幼保連携型認定こども園 
 きらり保育園 

兵庫県 

（福）岡山福祉会 岡山幼保連携型認定こども園 新潟県 西脇市立しばざくら幼稚園 兵庫県 

（福）浄勝会 幼保連携型認定こども園 
 出雲崎こども園 

新潟県 奈良市立富雄北幼稚園 奈良県 

（大）福井大学教育学部附属幼稚園 福井県 勝央町立高取保育園 岡山県 

（大）山梨大学教育学部附属幼稚園 山梨県 東広島市立御薗宇幼稚園 広島県 

伊那市立高遠保育園 長野県 丸亀市立城東幼稚園 香川県 

伊那市立西春近北保育園 長野県 
（福）モロナイ会 幼保連携型認定こども園 
 モロナイ保育園 

熊本県 

伊那市立西箕輪南部保育園 長野県 
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