
ソニー教育財団 2021年度教育助成 入選校・園・入選者

[小・中学校対象]ソニー子ども科学教育プログラム
2021年度 教育実践論文 入選校一覧
■最優秀校（2 校）

横浜市立立野小学校 神奈川県 自然に浸り、じっくり観察し、新たな価値を創造する
子ども

刈谷市立朝日中学校 愛知県 朝中サイエンスエクスペリエンスⅢ
～探究的な授業作りを目指して～

■優秀校（6 校）

国立大学法人福島大学附属小学校 福島県 刈谷市立刈谷南中学校 愛知県

諏訪市立中洲小学校 長野県 北九州市立木屋瀬小学校 福岡県

富士見町立富士見中学校 長野県 国立大学法人鹿児島大学教育学部附属小学校 鹿児島県

■奨励校（62 校）

札幌市立白石中学校 北海道 匝瑳市立八日市場第二中学校 千葉県

遠軽町立丸瀬布中学校 北海道 袖ケ浦市立蔵波中学校 千葉県

おいらせ町立下田小学校 青森県 千葉市立有吉中学校 千葉県

田子町立田子小学校 青森県 千葉市立磯辺中学校 千葉県

国立大学法人山形大学附属小学校 山形県 千葉市立大宮中学校 千葉県

郡山市立明健小学校 福島県 千葉市立金沢小学校 千葉県

国立大学法人福島大学附属中学校 福島県 千葉市立さつきが丘中学校 千葉県

北塩原村立裏磐梯小学校 福島県 千葉市立千城台南中学校 千葉県

中島村立滑津小学校 福島県 千葉市立花園小学校 千葉県

かすみがうら市立下稲吉東小学校 茨城県 千葉市立誉田中学校 千葉県

つくばみらい市立伊奈中学校 茨城県 千葉市立本町小学校 千葉県

足利市立矢場川小学校 栃木県 千葉市立若松中学校 千葉県

さくら市立氏家中学校 栃木県 相模原市立淵野辺小学校 神奈川県

真岡市立物部小学校 栃木県 横浜市立井土ヶ谷小学校 神奈川県

さいたま市立大宮西小学校 埼玉県 横浜市立大岡小学校 神奈川県

さいたま市立沼影小学校 埼玉県 横浜市立白幡小学校 神奈川県
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横浜市立西柴小学校 神奈川県 北九州市立浅川小学校 福岡県 

佐渡市立金泉小学校 新潟県 北九州市立深町小学校 福岡県 

胎内市立胎内小学校 新潟県 北九州市立光貞小学校 福岡県 

山梨学院小学校 山梨県 北九州市立八枝小学校 福岡県 

国立大学法人静岡大学教育学部附属静岡中学校 静岡県 北九州市立湯川小学校 福岡県 

安城市立錦町小学校 愛知県 北九州市立横代小学校 福岡県 

岡崎市立小豆坂小学校 愛知県 福岡市立笹丘小学校 福岡県 

刈谷市立小垣江東小学校 愛知県 宇城市立豊野小学校 熊本県 

刈谷市立亀城小学校 愛知県 国立大学法人熊本大学教育学部附属小学校 熊本県 

京都市立花背小中学校 京都府 菊陽町立菊陽西小学校 熊本県 

国立大学法人大阪教育大学附属平野小学校 大阪府 大分市立長浜小学校 大分県 

和歌山市立木本小学校 和歌山県 薩摩川内市立東郷学園義務教育学校 鹿児島県 

国立大学法人和歌山大学教育学部附属小学校 和歌山県 枕崎市立枕崎小学校 鹿児島県 

阿南市立津乃峰小学校 徳島県 南九州市立松山小学校 鹿児島県 

徳島市加茂名小学校 徳島県 南さつま市立益山小学校 鹿児島県 

（都道府県コード順 ） 
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[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
2021年度 保育実践論文 入選園一覧
■最優秀園（2 園）
社会福祉法人さがみ愛育会
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 自然が与えてくれる感動をもっと身近に
～語り合う中で繋がり、広がる世界～

京都市立明徳幼稚園 京都府 つながり 対話することで 深まる思考

■優秀園 審査委員特別賞（1 園）
学校法人鈴蘭台学園 認定こども園
いぶき幼稚園 兵庫県 「新しい園生活」を自ら築き上げる 5歳児の姿

■優秀園（11 園）

札幌市立手稲中央幼稚園 北海道 大和郡山市立郡山西幼稚園 奈良県

学校法人中沢学園 みなみ若葉こども園 福島県 総社市立山手幼稚園 岡山県

社会福祉法人千葉明徳会 明徳土気こども園 千葉県 丸亀市立西幼稚園 香川県

京都市楽只保育所 京都府
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

社会福祉法人堺暁福祉会
幼保連携型認定こども園 かなおか保育園

大阪府 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

株式会社ロック・フィールド
元気の木保育室 兵庫県

■優良園（15 園）

（福）陣場福祉会 認定こども園 杉の子 山形県 （福）山際福祉会 たけのこ保育園 三重県

港区立白金台幼稚園 東京都 大津市立伊香立・真野北幼稚園 滋賀県

（学）白梅学園
白梅学園大学附属白梅幼稚園

東京都 草津市立矢倉幼稚園 滋賀県

（学）恵愛学園 幼保連携型認定こども園
愛泉こども園

新潟県 京都市立楊梅幼稚園 京都府

（福）岡山福祉会
岡山幼保連携型認定こども園

新潟県 芦屋市立打出保育所 兵庫県
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（学）七松学園 認定こども園 
七松幼稚園 

兵庫県 
（学）水谷学園 認定こども園 
北陵幼稚園・北陵保育園 

島根県 

幼保連携型認定こども園 
奈良市立都跡こども園 

奈良県 （福）つわの清流会 直地保育園 島根県 

出雲市立上津幼稚園 島根県 

■奨励園（50 園） 

札幌市立きくすいもとまち幼稚園 北海道 豊郷町立愛里保育園 滋賀県 

川俣町立川俣南幼稚園 福島県 （福）徳雲福祉会 大井こども園 京都府 

川俣町立富田幼稚園 福島県 京都市立翔鸞幼稚園 京都府 

（学）勝田学園 大成幼稚園 埼玉県 
（学）瓜生山学園 認可保育園 
こども芸術大学 

京都府 

（公財）鉄道弘済会 戸田駅前保育所 
（おひさま保育園） 

埼玉県 京都市改進保育所 京都府 

（学）鴻ノ巣学園 きたかしわ幼稚園 千葉県 （株）いろどり 伏見いろどり保育園 京都府 

（株）Noah International Kids Academy Noah 
北千住校 

東京都 
（福）心育会 幼保連携型認定こども園 
 さつきこども園 

大阪府 

（福）砂原母の会 そあ保育園 東京都 
（福）裕榮福祉会 認定こども園 
 玉櫛たちばな保育園 

大阪府 

葛飾区立水元幼稚園 東京都 （福）裕榮福祉会 花たちばな認定こども園 大阪府 

墨田区立立花幼稚園 東京都 （学）常磐会学園 認定こども園 大阪府 

中央区立京橋朝海幼稚園 東京都 常磐会短期大学付属常磐会幼稚園" 大阪府 

（学）錦秋学園 錦秋幼稚園 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 

（福）喜慈会 子中保育園 神奈川県 
（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）あおい学園 あおい幼稚園 新潟県 （株）なーと こどもなーと摂津保育園 大阪府 

（福）清心福祉会 幼保連携型認定こども園 
 清心こども園 

石川県 
（福）照治福祉会 
阿武山たつの子認定こども園 

大阪府 

（福）さくら会 幼保連携型認定こども園 
 さくら認定こども園 

福井県 芦屋市立西蔵こども園 兵庫県 

伊那市立上の原保育園 長野県 加古川市立尾上幼稚園 兵庫県 

伊那市立西箕輪南部保育園 長野県 （福）堺暁福祉会 きらり保育園 兵庫県 

伊那市立美篶保育園 長野県 奈良市立伏見こども園 奈良県 

（福）信州福祉会 わかば保育園 長野県 出雲市立古志幼稚園 島根県 
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豊田市立根川こども園 愛知県 （特非）あいあいの杜 あいあい保育園 岡山県 

西尾市立鶴城幼稚園 愛知県 （福）鏡福祉会 あおばこども園 広島県 

（福）森友会 ひかりの森保育園 福岡県 
（福）さつき福祉会 
 さくらさくら幼保連携型認定こども園 

宮崎県 

（学）湖東学園 幼保連携型認定こども園 
 にしばる 

熊本県 （大）鹿児島大学教育学部附属幼稚園 鹿児島県 

（福）森友会 よいこの森こども園本園 大分県 （福）どろんこ会 前原どろんこ保育園 沖縄県 

（都道府県コード順 ） 
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[小・中学校の教員対象]ソニー子ども科学教育プログラム 
2021年度 教育実践計画 入選者一覧 

佐々木雄一郎／福島市立大森小学校（福島県） 

テーマ： 
問題解決を通して学びを深め、自然を愛する子どもを育む 
～福島の自然と関連づけた理科教育の実践から～ 

沼尻淳／学校法人新渡戸文化学園 新渡戸文化小学校（東京都） 

テーマ： 知的好奇心を高め、知をアップデートする力を育む 
「ハイブリッド型・科学者の時間」の実践 

古野博／学校法人成城学園成城学園初等学校（東京都） 

テーマ： 考えることが楽しくなる探究授業の開発を目指して 

津田真秀／京都教育大学附属京都小中学校（京都府） 

テーマ： 小学校高学年における情報活用能力の獲得を目指した 
現実事象を解明する教科横断的授業の実践 

花田峻介／北九州市立祝町小学校（福岡県） 

テーマ： 自分の力で物事を考え、自分の力で物事を生み出していく力を育む理科教育 
～地域の題材を活かし、子どもの「はてな」を引き出すには～ 

（敬称略） 




