
第 6 回ユネスコスクールＥＳＤアシストプロジェクト 助成校一覧 

 

ユネスコスクールでの ESD活動を応援するため、日本ユネスコ協会連盟と三菱東京ＵＦＪ銀行は

「ＥＳＤアシストプロジェクト」によるユネスコスクールへの活動助成を行っています。今年度は

102校から申請をいただき、審査委員会による厳正なる審査の結果、助成101校が正式に決定致しま

したので、ご連絡いたします。 

<助成校> 

1 北海道キリスト教学園湖畔幼稚園 北海道 24 多摩市立豊ヶ丘小学校 東京都 

2 小樽市立高島小学校 北海道 25 大田区立赤松小学校 東京都 

3 斜里町立ウトロ小中学校 北海道 26 目黒区立五本木小学校 東京都 

4 北海道上ノ国高等学校 北海道 27 江東区立八名川小学校 東京都 

5 北海道斜里高等学校 北海道 28 清瀬市立清明小学校 東京都 

6 気仙沼市立大谷中学校 宮城県 29 多摩市立落合中学校 東京都 

7 気仙沼市立鹿折小学校 宮城県 30 多摩市立東愛宕中学校 東京都 

8 白石市立白川小学校 宮城県 31 多摩市立聖ヶ丘中学校 東京都 

9 栗原市立高清水小学校 宮城県 32 多摩市立青陵中学校 東京都 

10 大和町立鶴巣小学校 宮城県 33 多摩市立鶴牧中学校 東京都 

11 只見町立朝日小学校 福島県 34 稲城市立稲城第六中学校 東京都 

12 宇都宮市立一条中学校 栃木県 35 昭和女子大学附属昭和中学校・高等学校 東京都 

13 藤岡市立鬼石小学校 群馬県 36 横浜市立幸ヶ谷小学校 神奈川県 

14 国際学院中学校高等学校 埼玉県 37 横浜市立永田台小学校 神奈川県 

15 千葉市立白井小学校 千葉県 38 特定非営利活動法人横浜シュタイナー学園 神奈川県 

16 成田市立公津の杜小学校 千葉県 39 新潟大学教育学部附属長岡小学校 新潟県 

17 麗澤中学・高等学校 千葉県 40 見附市立見附小学校 新潟県 

18 小笠原村立小笠原小学校 東京都 41 南魚沼市立大巻中学校 新潟県 

19 多摩市立聖ヶ丘小学校 東京都 42 信州大学教育学部附属松本中学校 長野県 

20 多摩市立愛和小学校 東京都 43 高岡市立成美小学校 富山県 

21 多摩市立永山小学校 東京都 44 金沢市立千坂小学校 石川県 

22 多摩市立連光寺小学校 東京都 45 金沢市立四十万小学校 石川県 

23 多摩市立多摩第三小学校 東京都 46 金沢市立大野町小学校 石川県 



47 金沢市立森山町小学校 石川県 74 国立大学法人神戸大学附属中等教育学校 兵庫県 

48 金沢市立西小学校 石川県 75 神戸市立葺合高等学校 兵庫県 

49 勝山市立荒土小学校 福井県 76 奈良市立富雄北幼稚園 奈良県 

50 勝山市立勝山中部中学校 福井県 77 奈良市立済美小学校 奈良県 

51 岐阜市立島小学校 岐阜県 78 奈良市立佐保小学校 奈良県 

52 岡崎市立男川小学校 愛知県 79 奈良市立月ヶ瀬中学校 奈良県 

53 一宮市立浅井北小学校 愛知県 80 奈良市立平城西中学校 奈良県 

54 新城市立作手中学校 愛知県 81 橿原市立畝傍中学校 奈良県 

55 名古屋市立菊井中学校 愛知県 82 橋本市立紀見小学校 和歌山県 

56 愛知県立刈谷高等学校 愛知県 83 岩見町立岩見北小学校 鳥取県 

57 名古屋市立名東高等学校 愛知県 84 岡山市立津島小学校 岡山県 

58 学校法人中部大学 春日丘高等学校 愛知県 85 岡山市立三勲小学校 岡山県 

59 愛知県立みあい特別支援学校 愛知県 86 岡山市立京山中学校 岡山県 

60 名張市立北中学校 三重県 87 清心中学校・清心女子高等学校 岡山県 

61 彦根市立城西小学校 滋賀県 88 岡山県立美作高等学校 岡山県 

62 彦根市立中央中学校 滋賀県 89 福山市立駅家西小学校 広島県 

63 彦根市立西中学校 滋賀県 90 三次市立安田小学校 広島県 

64 京都市立紫竹小学校 京都府 91 広島県立大門高等学校 広島県 

65 京都外大西高等学校 京都府 92 ナーザリー富田幼児園 徳島県 

66 特定非営利活動法人 京田辺シュタイナー学校 京都府 93 大牟田市立駛馬北小学校 福岡県 

67 豊中市立上野小学校 大阪府 94 大牟田市立羽山台小学校 福岡県 

68 大阪市立高殿小学校 大阪府 95 北九州市立すがお小学校 福岡県 

69 大阪市立関目東小学校 大阪府 96 大牟田市立白光中学校 福岡県 

70 大阪市立御幸森小学校 大阪府 97 大牟田市立米生中学校 福岡県 

71 大阪市立鶴見橋中学校 大阪府 98 大牟田市立橘中学校 福岡県 

72 寝屋川市立第十中学校 大阪府 99 大牟田市立歴木中学校 福岡県 

73 大阪府立春日丘高等学校 大阪府 100 福岡県立武蔵台高等学校 福岡県 

   101 金武町立中川小学校 沖縄県 

 


