
平成31年度 夢・未来プロジェクト実施校一覧 

 

【公立学校】 

                                      

 

 

 
（平成30年度 300校） 

                         

 

【私立学校】 

校種 小学校 中学校・高等学校 計 

校数 4校 11校 15校 

                        （平成30年度は15校） 

（１）「YOKOSO」プログラム 137校 

千代田区立麹町幼稚園 港区立赤羽幼稚園 新宿区立市谷幼稚園 

新宿区立鶴巻幼稚園 新宿区立牛込仲之幼稚園 新宿区立余丁町幼稚園 

新宿区立花園幼稚園 新宿区立大久保幼稚園 新宿区立西新宿子ども園 

台東区立清島幼稚園 台東区立台桜幼稚園 台東区立石浜橋場こども園 

江東区立平久幼稚園 江東区立元加賀幼稚園 江東区立第三大島幼稚園 

江東区立大島幼稚園 江東区立みどり幼稚園 品川区立台場幼稚園 

品川区立八潮わかば幼稚園 目黒区立げっこうはらこども園 杉並区立高井戸西子供園 

杉並区立堀ノ内子供園 練馬区立光が丘むらさき幼稚園 府中市立小柳幼稚園 

日野市立第四幼稚園 中央区立明正小学校 中央区立月島第一小学校 

中央区立日本橋小学校 港区立麻布小学校 新宿区立落合第六小学校 

墨田区立緑小学校 墨田区立小梅小学校 江東区立小名木川小学校 

品川区立御殿山小学校 品川区立伊藤小学校 目黒区立中目黒小学校 

大田区立中富小学校 大田区立徳持小学校 大田区立久原小学校 

大田区立南六郷小学校 世田谷区立烏山北小学校 中野区立桃花小学校 

杉並区立杉並第一小学校 杉並区立杉並第二小学校 杉並区立杉並第四小学校 

豊島区立池袋第三小学校 北区立王子第一小学校 北区立岩淵小学校 

北区立浮間小学校 北区立滝野川第五小学校 荒川区立瑞光小学校 

荒川区立第二瑞光小学校 荒川区立第二峡田小学校 板橋区立板橋第二小学校 

板橋区立板橋第六小学校 板橋区立板橋第八小学校 板橋区立紅梅小学校 

板橋区立高島第一小学校 練馬区立豊玉南小学校 練馬区立上石神井小学校 

足立区立弘道第一小学校 足立区立綾瀬小学校 足立区立中川北小学校 

足立区立千寿小学校 葛飾区立青戸小学校 葛飾区立細田小学校 

江戸川区立西一之江小学校 江戸川区立一之江小学校 江戸川区立下小岩第二小学校 

江戸川区立上小岩小学校 八王子市立鹿島小学校 八王子市立弐分方小学校 

八王子市立横川小学校 八王子市立鑓水小学校 八王子市立緑が丘小学校 

立川市立柏小学校 武蔵野市立第四小学校 三鷹市立大沢台小学校 

三鷹市立中原小学校 府中市立武蔵台小学校 府中市立南白糸台小学校 

昭島市立拝島第二小学校 町田市立町田第三小学校 町田市立町田第四小学校 

町田市立小山小学校 町田市立相原小学校 町田市立山崎小学校 

町田市立図師小学校 福生市立福生第三小学校 東大和市立第二小学校 

東大和市立第五小学校 清瀬市立清瀬第四小学校 清瀬市立清瀬第七小学校 

東久留米市立第二小学校 多摩市立西落合小学校 西東京市立上向台小学校 

西東京市立栄小学校 千代田区立神田一橋中学校 江東区立深川第一中学校 

江東区立大島中学校 大田区立大森東中学校 杉並区立荻窪中学校 

北区立飛鳥中学校 北区立明桜中学校 練馬区立豊玉第二中学校 

練馬区立光が丘第二中学校 江戸川区立松江第三中学校 八王子市立四谷中学校 

校種 
幼稚園 

こども園 
小学校 中学校 高等学校 

特別支援 

学校 
計 

校(園) 

数 
34園 187校 42校 24校 13校 300校 



小平市立小平第六中学校 小平市立上水中学校 日野市立七生中学校 

国分寺市立第一中学校 瑞穂町立瑞穂中学校 大島町立第一中学校 

東京都立青山高等学校 東京都立総合芸術高等学校 東京都立練馬工業高等学校 

東京都立王子総合高等学校 東京都立蔵前工業高等学校（定） 東京都立本所高等学校 

東京都立小岩高等学校 東京都立山崎高等学校 東京都立青梅総合高等学校 

東京都立府中工業高等学校 東京都立農業高等学校 東京都立北特別支援学校 

東京都立あきる野学園 東京都立志村学園 東京都立水元特別支援学校 

東京都立板橋特別支援学校 （私）国立学園小学校 （私）十文字中学校 

（私）富士見丘中学高等学校 （私）文京学院大学女子高等学校 （私）関東第一高等学校 

（私）昭和第一学園高等学校 （私）藤村女子中学高等学校  

 

 

（２）「Welcome」プログラム 32校  

中央区立泰明小学校 中央区立常盤小学校 墨田区立言問小学校 

江東区立南陽小学校 江東区立越中島小学校 江東区立浅間竪川小学校 

江東区立有明小学校 目黒区立烏森小学校 世田谷区立塚戸小学校 

北区立袋小学校 板橋区立北野小学校 練馬区立向山小学校 

足立区立東渕江小学校 足立区立栗原北小学校 足立区立千寿双葉小学校 

江戸川区立江戸川小学校 江戸川区立松本小学校 府中市立府中第十小学校 

昭島市立拝島第一小学校 調布市立染地小学校 町田市立鶴川第四小学校 

日野市立滝合小学校 狛江市立狛江第三小学校 あきる野市立西秋留小学校 

あきる野市立一の谷小学校 東大和市立第三中学校 東京都立富士高等学校附属中学校 

東京都立総合工科高等学校（定） 東京都立豊多摩高等学校 東京都立墨田特別支援学校 

（私）光塩女子学院初等科 （私）蒲田女子高等学校  

 

（３）「自分にチャレンジ」プログラム 146校 

中央区立豊海幼稚園 中央区立日本橋幼稚園 新宿区立落合第三幼稚園 

新宿区立淀橋第四幼稚園 台東区立根岸幼稚園 台東区立大正幼稚園 

江東区立川南幼稚園 江東区立なでしこ幼稚園 目黒区立ひがしやま幼稚園 

中央区立阪本小学校 中央区立月島第三小学校 港区立南山小学校 

新宿区立天神小学校 文京区立千駄木小学校 台東区立千束小学校 

台東区立石浜小学校 墨田区立外手小学校 墨田区立二葉小学校 

墨田区立八広小学校 江東区立臨海小学校 江東区立香取小学校 

江東区立第五大島小学校 江東区立豊洲北小学校 品川区立三木小学校 

品川区立第一日野小学校 品川区立中延小学校 目黒区立油面小学校 

目黒区立大岡山小学校 大田区立都南小学校 世田谷区立用賀小学校 

世田谷区立烏山小学校 世田谷区立祖師谷小学校 世田谷区立砧南小学校 

世田谷区立希望丘小学校 渋谷区立富谷小学校 中野区立西中野小学校 

中野区立南台小学校 中野区立みなみの小学校 杉並区立杉並第七小学校 

豊島区立池袋第一小学校 北区立八幡小学校 荒川区立第三瑞光小学校 

板橋区立北前野小学校 板橋区立金沢小学校 練馬区立小竹小学校 

練馬区立中村西小学校 練馬区立練馬第二小学校 練馬区立石神井小学校 

練馬区立大泉第六小学校 足立区立西新井小学校 足立区立宮城小学校 

足立区立亀田小学校 葛飾区立住吉小学校 葛飾区立木根川小学校 

葛飾区立中之台小学校 葛飾区立西亀有小学校 江戸川区立南小岩第二小学校 

江戸川区立大杉第二小学校 江戸川区立二之江第三小学校 江戸川区立新堀小学校 

八王子市立第二小学校 八王子市立横山第二小学校 八王子市立城山小学校 

八王子市立椚田小学校 武蔵野市立千川小学校 三鷹市立井口小学校 

三鷹市立東台小学校 青梅市立新町小学校 府中市立若松小学校 

昭島市立東小学校 調布市立第三小学校 調布市立飛田給小学校 

町田市立つくし野小学校 小平市立小平第七小学校 小平市立小平第八小学校 

小平市立小平第十小学校 小平市立花小金井小学校 日野市立潤徳小学校 



日野市立平山小学校 日野市立南平小学校 日野市立仲田小学校 

日野市立七生緑小学校 東村山市立化成小学校 東村山市立萩山小学校 

東村山市立久米川小学校 東村山市立秋津東小学校 国分寺市立第九小学校 

東久留米市立第六小学校 東久留米市立小山小学校 東久留米市立南町小学校 

武蔵村山市立第二小学校 武蔵村山市立第四小学校 多摩市立東寺方小学校 

多摩市立聖ヶ丘小学校 あきる野市立屋城小学校 あきる野市立草花小学校 

西東京市立谷戸小学校 瑞穂町立瑞穂第一小学校 瑞穂町立瑞穂第四小学校 

港区立青山中学校 墨田区立桜堤中学校 大田区立貝塚中学校 

大田区立御園中学校 世田谷区立船橋希望中学校 杉並区立阿佐ヶ谷中学校 

杉並区立東原中学校 杉並区立富士見丘中学校 荒川区立第五中学校 

板橋区立加賀中学校 練馬区立石神井中学校 練馬区立練馬東中学校 

足立区立江南中学校 足立区立伊興中学校 八王子市立横山中学校 

立川市立立川第四中学校 昭島市立多摩辺中学校 福生市立福生第二中学校 

東大和市立第二中学校 東久留米市立中央中学校 西東京市立田無第二中学校 

檜原村立檜原中学校 八丈町立大賀郷中学校 東京都立光丘高等学校 

東京都立高島高等学校 東京都立飛鳥高等学校（定） 東京都立足立新田高等学校 

東京都立紅葉川高等学校 東京都立葛飾商業高等学校 東京都立本所工業高等学校 

東京都立農産高等学校（定） 東京都立野津田高等学校 東京都立砂川高等学校 

東京都立大島海洋国際高等学校 東京都立町田の丘学園 東京都立鹿本学園 

東京都立江東特別支援学校 東京都立中野特別支援学校 東京都立武蔵台学園 

東京都立青山特別支援学校 東京都立臨海青海特別支援学校 （私）成蹊小学校 

（私）菅生学園初等学校 （私）東京家政大学附属女子中学校 （私）正則学園高等学校 

（私）東洋女子高等学校 （私）国本女子高等学校  

（私）：私立学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




