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受賞校･受賞園
上位５賞の 受賞校･受賞園

受賞校･受賞園のなかでも大臣賞、
会長賞などの
「上
位5賞」
は、
学校・園庭ビオトープの実践モデルとなる優
れた取り組みであるとして表彰されたもので、
特に際
立って秀でていると評された特徴をもとに各賞が決定
されています。
★ 上位5賞は発達段階の枠にとらわれるものではありませ
ん。
また、
上位５賞の位置付けに優劣はありません。
★ 日本生態系協会賞、
学校･園庭ビオトープ奨励賞の受賞校･
受賞園は、
別紙の一覧をご覧ください。

環境大臣賞

日本生態系協会賞、学校･園庭ビオトープ奨励賞は、裏面をご覧ください。

文部科学大臣賞
学校･園庭ビオトープの実践モデルとなる優れた取り組みを行うもの
のうち、
特に体験活動や学習活動の内容・成果が秀でているとして表
彰されました。

豊田市立 五ケ丘東小学校（愛知県）
地域にかつてあった自然を学校内外で取り戻すことを
題材に、
各学年の児童が探究するモデル
各学年においてビオトープの活用が行われるように、
教育課
程にビオトープを題材にした学習活動を位置づけています。
調
べ学習や情報発信などさまざまな活動を通じて、
児童の主体
的に学ぶ力が育っています。

国土交通大臣賞

学校･園庭ビオトープの実践モデルとなる優れた取り組みを行うもの
のうち、
特に野生の生きもののすむ
「ビオトープ」
の質が秀でているとし
て表彰されました。

学校･園庭ビオトープの実践モデルとなる優れた取り組みを行うもの
のうち、
特に人と自然が共存するまちづくりにつながる観点が秀でてい
るとして表彰されました。

栃木県立 那須拓陽高等学校（栃木県）

世田谷区立 等々力小学校（東京都）

ビオトープを通じて農業における生物多様性の保全を
模索できる人材を育成するモデル

児童の主体性を育て、
地域の希少な野生の生きものを
救う活動につなげたモデル

学校農場全体を大きなビオトープと考え、
環境悪化の要因と
されてきた農業における生物多様性の保全のあり方を各生徒
が探究しています。
その一環で絶滅に瀕するミヤコタナゴの野
生復帰にも取り組んでいます。

自然を題材とした各教科の授業をかためて行うことで、
児童
自身の想いが高まり、
自らの発想で地域の希少な野生生物を
守ろうとビオトープを拡充しました。
この想いの高まりは他学年
にも波及しています。

ドイツ大使館賞

日本生態系協会会長賞

学校･園庭ビオトープの実践モデルとなる優れた取り組みを行うもの
のうち、
学校･園庭ビオトープを題材にユニークな体験・学習活動を
行っているとして表彰されました。

（学）
青森田中学園青森中央短期大学（青森県）
保育者養成にビオトープを全学体制で活用するモデル
自然の活用に長けた保育者養成に全学体制で取り組んでい
ます。
そのため、
カリキュラムの中にビオトープを活用した授業
を系統的に採用し、
その発展的学習として地域と協働したサー
クル活動を行っています。

学校･園庭ビオトープの実践モデルとなる優れた取り組みを行うもの
のうち、
特に地域とのパートナーシップの観点で秀でているとして表彰
されました。

富田林市立 錦郡幼稚園（大阪府）
園児の感性や思考力を育み、
命を感じながら自然と共
に生活する場を積極的に広げるモデル
園児の発想から始まったビオトープ。
地域の多様な主体と連
携しながら、
心動かされる体験の場を園児と一緒に広げていま
す。
自然環境教育を通し、
豊かな感性や思考力の芽生えを育み、
人間力につなげています。
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発達段階･地域順

学校･園庭ビオトープの、
特に優れた取り組みが表彰されました。

★ 幼稚園･保育所･こども園
（学）山の手学園 平和幼稚園
（北海道）
（社福）しらかば福祉会 しらかば保育園（青森県）
幼保連携型認定こども園 みどりの森（宮城県）
（社福）花畑福祉会 つくばこどもの森保育園
（茨城県）
（社福）
久祐会 東峰保育園（栃木県）
（社福）ひなどり保育園 浦和ひなどり保育園（埼玉県）
（社福）
藤寿会 しののめキッズパーク保育園（埼玉県）
（学）聖明学園 古和釜幼稚園（千葉県）
（学）吉岡学園 まどか幼稚園
（千葉県）
（社福）
砂原母の会 そあ保育園（東京都）
（学）東京内野学園 東京ゆりかご幼稚園（東京都）
くらき永田保育園
（神奈川県）
小学館アカデミー西いくた保育園
（神奈川県）
（学）平岡学園 平岡幼稚園
（神奈川県）
新潟市立 沼垂幼稚園（新潟県）

（社福）浄英会 恵和保育園
（新潟県）
（学）鶴来学園 鶴来第二幼稚園（石川県）
（社福）ふれあいの森 東桂保育園（山梨県）
（学）円福学園 幼保連携型認定こども園 円福幼稚園
（長野県）
伊那市立 高遠第２･第３保育園（長野県）
（学）雪見ケ丘学園 幼保連携型認定こども園 井上幼稚園
（愛知県）
（社福）得雲会 青松こども園（愛知県）
富田林市立 青葉丘幼稚園
（大阪府）
西宮市立 高須東保育所（兵庫県）
（社福）杉の実福祉会 高見の森保育園（福岡県）
（社福）心耕福祉会 幼保連携型認定こども園 ひかりの森こども園
（宮崎県）
（学）吉井学園 認定こども園 錦ケ丘幼稚園（鹿児島県）
認定こども園 せんだい幼稚園
（鹿児島県）
（社福）大潟福祉会 妙円寺こども園（鹿児島県）

★ 小･中･高等学校
苫小牧市立 苫小牧東小学校（北海道）
青森県立 五所川原農林高等学校（青森県）
日立市立 大沼小学校
（茨城県）
栃木県立 足利特別支援学校
（栃木県）
伊勢崎市立 赤堀東小学校（群馬県）
川口市立 芝富士小学校
（埼玉県）
所沢市立 清進小学校
（埼玉県）
所沢市立 安松小学校
（埼玉県）
上尾市立 大石北小学校（埼玉県）
越谷市立 大袋東小学校（埼玉県）
滑川町立 宮前小学校
（埼玉県）
印西市立 小倉台小学校（千葉県）
港区立 高輪台小学校（東京都）
江東区立 亀高小学校（東京都）
世田谷区立 中町小学校
（東京都）
北区立 浮間小学校
（東京都）
東京家政大学附属女子中学校･高等学校
（東京都）
桐朋学園小学校
（東京都）
厚木市立 相川小学校（神奈川県）
厚木市立 清水小学校（神奈川県）
砺波市立 出町小学校
（富山県）
静岡市立 松野小学校
（静岡県）

静岡県立 三島南高等学校
（静岡県）
湖西市立 知波田小学校
（静岡県）
名古屋市立 豊田小学校
（愛知県）
刈谷市立 亀城小学校
（愛知県）
豊田市立 寿恵野小学校（愛知県）
大口町立 大口西小学校
（愛知県）
甲賀市立 油日小学校（滋賀県）
滋賀県立 八日市南高等学校
（滋賀県）
大阪市立 北田辺小学校
（大阪府）
大阪市立 矢田西小学校（大阪府）
吹田市立 南山田小学校
（大阪府）
尼崎市立 潮小学校（兵庫県）
三田市立 本庄小学校（兵庫県）
（学）奈良学園 奈良学園中学校･高等学校
（奈良県）
廿日市市立 宮園小学校
（広島県）
大牟田市立 吉野小学校
（福岡県）
古賀市立 舞の里小学校
（福岡県）

★ 大学ほか
東京理科大学 野田キャンパス（千葉県）
福岡工業大学
（福岡県）

学校 園･庭ビオトープ奨励賞

学校･園庭ビオトープの優れた取り組みが讃えられ表彰されました。

★ 幼稚園･保育所･こども園
（社福）大門福祉会 今泉保育園
（栃木県）
清流みずほ認定こども園
（岐阜県）
（社福）峰悠会 おおぞら保育園（群馬県）
西宮市立 瓦木北保育所
（兵庫県）
（社福）ゆうゆう認定こども園 すみよし愛児園
（山梨県） 日和香幼稚園（福岡県）

★ 小･中･高等学校
入間市立 東金子小学校
（埼玉県）
久喜市立 太田小学校
（埼玉県）
獨協中学･高等学校
（東京都）
世田谷区立 池之上小学校
（東京都）
荒川区立 尾久西小学校
（東京都）
板橋区立 板橋第二小学校
（東京都）
横須賀市立 武山小学校
（神奈川県）
五泉市立 五泉南小学校
（新潟県）
福井県立 福井特別支援学校
（福井県）
海津市立 大江小学校
（岐阜県）
瀬戸市立 萩山小学校
（愛知県）

京都市立 朱雀第四小学校
（京都府）
大阪府立 園芸高等学校
（大阪府）
八尾市立 曙川小学校
（大阪府）
東大阪市立 桜橋小学校（大阪府）
西宮市立 広田小学校
（兵庫県）
岡山市立 岡南小学校
（岡山県）
松前町立 岡田中学校（愛媛県）

★ その他
埼玉県立 総合教育センター江南支所（埼玉県）

大臣賞･会長賞などの「上位５賞」
は、裏面をご覧ください。

