
＜第２回総務部会 協議の柱＞ 

１ 選考の基準 

 

    

 

 

 

 

 

  ★第２回の総務部会は、校名候補を絞り込むことが主たる目的で開催するものです。 

   事前に推薦する候補を検討ください。 

 

１-２ 決定までの手続き 

 

 

  ★第２回総務部会で絞込みができない場合には、近日中に再度絞込みのために 

   部会を開催します。 

 

２ 校歌、校章について 

 

 

  ★校歌や校章を引き継ぐのか。 

   ※その場合、著作権上問題がないか調査が必要である。 

 

 

  ★校歌、校章を新たにする。 

    ⇒広く募集する（校名も募集したことから） 

     子どもたちにとって・・・新たな学校に対する希望や夢を持つ 

     互いの地域を尊重する 

 

３ 制服（ジャージ）について 

  ★業者等との聞き取りも踏まえ、早めに方向性を打ち出すことが保護者にとってよりよ

いと考える。 

 

 

 

 

候補を絞り込むにあたり、総務部会の委員の基準を確認する。 

（募集結果については別紙参照の上） 

校名及びその理由をもとに、総務部会として推薦する根拠と推薦校名を２～４

点程度に絞り込む。 

校名を決定するまでの流れについて確認する。 

①校名が現在の校名を引き継ぐ場合 

②校名が新たになる場合 

いつの時点から制服を変更するか。 



議題（１）校名候補の選定について 

【選考の基準】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・通学する子どもたちが、夢や希望を持つことができる 

・それぞれの地域にとっても愛着をもつことができる 

  ・お互いの学校や地域を尊重する 

  ・公共機関（教育機関）としてふさわしい 

  ・読み書きが容易で親しみやすいこと 

  ・市内の学校とのバランス 

 

【校名決定までの手続き】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総務部会 

□校名の候補 ２～４点程度絞り込み 

 ・校名とその校名を推薦する理由 

□絞り込んだ候補は優先順位をつける 

運営部 
□総務部会の意見を受けて協議（統合準備室として決定） 

□校名候補２～４点程度を教育委員会へ報告 

教育委員会会議 
□統合準備室の意見を受けて、協議 

□校名候補を 1点に絞り込む 

君津市議会 
□君津市議会へ上程（設置条例の改正） ※12月議会の予定 

□議会の承認を経て、正式決定 

 

《応募要領より》 

① 漢字、ひらがな、カタカナにより表記され、読み書きが容易な名称 

② 地域の自然条件や歴史・文化にちなんだ名称 

③ 児童・生徒や住民等の理想や願いにちなんだ名称 

④ 新しい学校としてふさわしい名称 

※①の条件を満たし、②～④のうち１つ以上に該当すること。 

●応募の数を選定基準とするものではない 

  ●同一名称は全て 1つの案とする 

  ●応募した方の発表は行わない 



 

 

 

 

 

議題（２）校歌、校章について 

◆校歌・校章について検討事項◆ 

 ①校名が現在の校名を引き継ぐ場合 

  ・校章を引き継ぐか 

  ・校歌を引き継ぐか 

    児童生徒の発達段階について配慮が必要 

  ※どちらの場合も中⇒小と変更する場合、著作権を確認する必要がある 

 

 ②校名が新たになる場合 

  ・校歌、校章とも新たに作る・・・校名と同様に捉えると広く募集する 

 

 【校章】 

  ・デザインとそのデザインをつくった思いや理由 

    募集 ⇒絞込み（総務部会） ⇒業者へ依頼 ⇒決定（総務部会） 

 

 【校歌】 

  ・歌詞そのものは難しいと考える。新たな学校として、歌詞に込めたい思いやイメージ、

フレーズを募集する。 

   現在の歌詞から残したいフレーズ・・・引き継ぐことも可能か 

    募集 ⇒歌詞・曲を依頼 ⇒絞込み（総務部会） ⇒決定（総務部会） 

 

 ★校歌・校章については、中学校と小学校でそれぞれ進めていくことになることが想定さ

れる。 

 ★先進事例からは、「通学する子どもたちが夢や希望、誇りを持つ」ことから、統合後に

児童生徒から募集して進めていく手法もある。 

 ★業者への依頼、確認の上修正もあることから、一定の時間がかかることが想定される。 

 

 

 

 

 

 

保護者、児童生徒、地域関係者への周知（準備室だより、ホームページ） 

教育関係機関への周知 

校名変更に伴う諸手続き、備品等の準備 



議題（３） 制服（ジャージ）について 

Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１  統合時 中１ 中２ 中３ 

小５ 小６ 中１ 小糸男 32 23 33 

小６ 中１ 中２ 小糸女 22 34 36 

中１ 中２ 中３ 清和男 13 10 8 

清和女 4 11 1 

 

 （１）方向性 

Ａ 
Ｈ３１年度入学生から順次変

更する 

○保護者の余分な負担はかからない。 

・中２、中３は両校の制服、ジャージが混同する 

・全ての制服がそろうのはＨ３３年度 

Ｂ 
Ｈ３０年度入学生から順次変

更する 

○中１、中２の保護者負担はかからない。 

・両校ともＨ３０年度は中１のみ違う制服となる 

・統合時点中３のみ違う制服が混同する 

※現在のどちらかの制服に合わせ無ければならない可能性

もある。（業者の発注から） 

Ｃ 
Ｈ３１年度全員が新たなもの

に変更する 

○新たな学校のスタートとして、全員がそろう 

・中２、中３の保護者負担 

   ★Ｃ以外は、どこかで必ず制服は混同する時期がある 

    一部のみ制服が違うこと、保護者の負担を考え、卒業生から制服を譲り受けるとい

う手法もある。（クリーニング代のみ負担） 

   ★兄弟姉妹の制服を活用することも可能とすることで、保護者の経済的負担を減らす

ことも一つの方法である。 

 

 （２）スケジュール 

    【業者の関係】 

     ・４月～６月までにプロポーザルを実施 

     ・夏までには契約をすることが望ましい 

     ・１２月ごろから受注 

 

    【保護者】 

     ・対象となる保護者への説明 

     ・１月頃の入学説明会には、確実に説明が必要 

 

     ※業者による保護者説明など実施することも可能 

 



新校名 読み仮名 理由
小糸中学校 こいとちゅうがっこう ●清和は別で残せれば小糸だけでいいと考える。

●体操服等の保護者の負担軽減、学校名の変更による経費の
抑制
●所在地が小糸だから
●小糸が大好きだから
●ジャージや体操服を買い換えないといけない
●伝統を残す
●変わらないで欲しい
●「小糸」は、明治２１年の町村合併によりできた小糸村か
らきており、由来は「小糸川」を挟んで、諸村が点在してい
ることにちなんでいる。
○「小糸」の所以は、戦国時代（１４７０年頃）安房を支配
していた里見氏が勢力拡大を期して北上を始めた際、秋元を
統治していた秋元義正は城を持っていなかった。築城するの
に良い場所もなかった。秋も深まったある夜、１匹の白狐が
現れ、「城を築くならばとりわけてよい土地を私が知ってい
る。１本の白い糸を引いていくから、その後に続いて来い。
その糸が止んだ所、そこがおまえの城を築こうとする地であ
る。甚だ「４神」（天の四方の星座）に叶った方位である
ぞ」と告げた。このお告げに従って（狐の糸：こいと）義正
は城を築いたといわれている。「青鬼白記」（清和村誌よ
り）といわれている。清和中も小糸川の源流部に位置してい
る。
●校歌も小糸中校歌を第一校歌とし、清和中学校を第二校歌
とし両方残す。
　 第一校歌⇒生徒集会　全校集会　式典　すべてで歌う。
　 第二校歌⇒　　×　　　　　　×　　　　○　　式典の
み歌う。
　 式典の時（入学式、合唱コン、卒業式）は両方歌う。

秋元中学校 あきもとちゅうがっこう ●清和天皇の即位式に献上された上総の国の稲穂が大変に喜
ばれ「秋の元」と仰られたことに基づき、それ以後、小糸町
を中心とする地方一体を「秋元」と呼ぶようになった。秋元
城は、もともと小糸城と呼ばれていたが、その名自体は築城
時の伝説から狐糸城と呼ばれていたものが、いつしか小糸に
なったため

新小糸中学校 しんこいとちゅうがっこ
う

●小糸中の伝統を受け継いだまま、新しいものも作っていっ
てほしい

塚原中学校 つかはらちゅうがっこう ●所在地の地名から

塚原緑中学校 つかはらみどりちゅうがっこう●小糸中が塚原にあり、緑は自然と地域の方々に恵まれてい
るのでそれを強調した

小糸清和中学校 こいとせいわちゅうがっ
こう

●校名から「小糸」の文字が消えて、全く新しい名前になる
のは、寂しいです。それは、清和中の卒業生も同じだと思う
●生まれ育った小糸が大好き、清和の方も同じだと思う
●小糸と清和の地名をどちらも残してほしい
●現在の校名を引き継ぎたい
●小糸という名前を残して欲しい。そして、清和という響き
も美しい

小糸中・清和中統合校　応募結果一覧
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新校名 読み仮名 理由

小糸中・清和中統合校　応募結果一覧

小糸・清和中学
校

こいとせいわちゅうがっ
こう

●そのままの名前をくっつけた
●新日鐵住金に因んで

清糸友愛中学校 せいしゆうあいちゅう
がっこう

●小糸地区と清和地区の生徒が共に友情・愛情を持って新し
い学校を育てていくようにという願いを込め

小和中学校 しょうわちゅうがっこう

こわちゅうがっこう

こよりちゅうがっこう

さわちゅうがっこう

小清中学校 こきよちゅうがっこう ●巣立っていく生徒たちにとって、「小清（こきよ）」が
「故郷（こきょう）」となるように
●小糸中、清和中が合併ということで一文字ずつとって

しょうせいちゅうがっこ
う

●小糸中と清和中の両方の伝統を受け継ぐイメージから

こせいちゅうがっこう ●こせいのある中学校

おせいちゅうがっこう ●どちらの学校も残したいから

こうせいちゅうがっこう ●小糸中と清和中の統合で両校ともに名前がなくなるのが、
淋しいと思うので、どちらも一文字ずつ使用
●歴史ある両校をなくしてしまうのはとても悲しいから

糸中学校 いとちゅうがっこう ●小糸の糸の文字を取り入れたいから

清糸中学校 せいしちゅうがっこう ●清和中と小糸中から一文字とって

清和糸中学校 せいわいとちゅうがっこ
う

●清和中と小糸中が仲良くまとまれる願い

糸清中学校 いとせいちゅうがっこう ●同等の統合なので、両地域両校の名を一部残す
●市内（県内）でもどのあたりの中学校かわかる
●地域住民からも納得されるかと思い

糸和中学校 いとわちゅうがっこう ●中島みゆきの名曲「糸」にあるよう縦と横の糸がうまく絡
み合って、
「和」を為し「和」を紡ぐ中学校となるよう願いを込めて
●生徒が仲良く交流して欲しい
●清和中と小糸中から一文字とって

小中秋島中学校 こなかあきしまちゅう
がっこう

●小糸、中、秋元、三島小の名前を全て合わせた
●全部名前が残ると良い

情緑中学校 じょうりょくちゅうがっ
こう

●小糸の「小」＋清和の清和の「青」＝情
●校歌にどちらも「緑」という見解から

青絖中学校 せいこうちゅうがっこう ●小糸と清和の漢字の一部と「光」、「成功」などの前向き
なイメージもあると思いました

●小糸の小と清和の和から一字ずつ
●校舎が昭和の時代に建設されたため、音をかける
●小さくても和やかにとの思いもこめて
●「小」…謙遜の言葉、小さくかわいらしいイメージから多
くの人に愛されるように
●「和」…争いごとがなく、穏やかにまとまった様子。２つ
以上のものを加えたもの
●小さい学校でも和みのある学校に
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新校名 読み仮名 理由

小糸中・清和中統合校　応募結果一覧

清心中学校 せいしんちゅうがっこう ●清和の「清」と小糸は君津の中心なので「心」をとって、
清い心の生徒が育つような校名が良い

鹿野山中学校 かのうざんちゅうがっこ
う

●同地区にある名所から引用
●地名の知名度が期待できる

鹿野麓中学校 しかのろくちゅうがっこ
う

●校歌というものはいろいろな意味で奥深いものがあると考
えますが、統合前の両行ともかなり鹿野の峰を抱きつつ、風
土に育まれる環境にあったのではないかと推察されるので、
その山のふもとの学校という意味合い

鹿野中学校 かのうちゅうがっこう ●両校の校歌に入っていること
●鹿野の峰のふもとにある学校なのでよいと思う

森川中学校 もりかわちゅうがっこう ●清和の森と小糸川の川をとった

小糸川中学校 こいとがわちゅうがっこ
う

●合併前の両校区は小糸川流域であり、共通する地理名称を
用いることで、合併後も生徒が親しみを持って使ってほしい
●君津市内に流れている川の上流にある地区であるため
●中立的な名前が良い、小糸清和中学校は長い

せせらぎ中学校 せせらぎちゅうがっこう ●きれいな水のイメージ
●小さな流れがやがて大河になって海に注ぎ込むように中学
校の未来が大きく広がってゆく感じ
●小さな力が集まって大きな力で物事を成しとける様子をイ
メージ

清小中学校 せいこちゅうがっこう ●かわいいから

清流小糸中学校 せいりゅうこいとちゅう
がっこう

●小糸川の源流から流域地域であり清和地区から小糸地区全
域を流れる清らかな流れの小糸川に準え清和から小糸までつ
ながる意味を込めて

清流中学校 せいりゅうちゅうがっこ
う

●小糸川のイメージより

清水中学校 しみずちゅうがっこう ●きれいな水が流れるこの地域の自然を大切にしたいという
思いから。

小糸川桜中学校 こいとがわさくらちゅう
がっこう

●小糸川沿いの桜の風景を思う浮かべて、桜の美しい景色の
人とずっと繋がっていき残されていきますように

小糸清流中学校 こいとせいりゅうちゅう
がっこう

●美しい小糸川のイメージより

源中学校 みなもとちゅうがっこう ●小糸川の源流から中流域を学区とする学校であり君津市を
支え守ることのできる子供達を育てる教育の発信源となって
欲しい
●人材の源となる学校になって欲しい
●地域の活力の源は若い力子供たちそんな中学校になって欲
しいの
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新校名 読み仮名 理由

小糸中・清和中統合校　応募結果一覧

緑川中学校 みどりかわちゅうがっこう●清和・小糸の豊かな自然をイメージ
●緑りがいっぱい。小糸川の流れを組み込んで
●子どもたちも豊かな自然のように心身共に豊かな成長がで
きるように

美緑中学校 みのりちゅうがっこう ●両校とも豊かな自然に囲まれ、教室からは美しい緑を望む
ことができる。
●生徒には今後も自然を大切にし郷土愛を育んでほしい。
●中学校生活が「みのり」あるものになるように、また「み
りょく」とも読むことができることから、地域に根ざした魅
力ある学校になればと思う。

みどり中学校 みどりちゅうがっこう ●緑が豊かな地域だから。

大糸中学校 おおいとちゅうがっこう ●大きい糸になりたいから

中央中学校 ちゅうおうちゅうがっこ
う

●小糸、清和地区は君津市のほぼ真ん中に位置している。
●君津の真ん中で学び、世界へ羽ばたいてほしいと言う願い

東中学校 ひがしちゅうがっこう ●君津地域の東に位置するから
●東は一日の始まり、新しい学校の始まり、栄えるように

上総中学校 かずさちゅうがっこう ●近くに上総高校があり、統一感を出してみた

かずさ中学校 かずさちゅうがっこう ●近くに上総高校もあるため
●ひらがなにすることで柔らかいイメージ

上総西中学校 かずさにしちゅうがっこ
う

●今よりももっとよい学校にしてほしい

上総東中学校 かずさひがしちゅうがっ
こう

●君津市の中で東に位置しているから

君津東中学校 きみつひがしちゅうがっ
こう

●君津市街から見て東の方角に小糸・清和地区が位置するた
め

君津南中学校 きみつみなみちゅうがっこう●君津市の中学校で最も南に位置するため

君津第一中学校 きみつだいいちちゅうがっこう●君津で最初に合併したから

君津第二中学校 きみつだいにちゅうがっ
こう

●君津中学校の次くらいに多いと思うから
●木更津にも二中があるから

君津中央中学校 きみつちゅうおうちゅう
がっこう

●君津市の真ん中にある
●小糸も清和も関係なく使えるのではないか

小糸第一中学校 こいとだいいちちゅう
がっこう

●シンプルだから

小糸第二中学校 こいとだいにちゅうがっ
こう

●合併して小糸中が清和中と一緒になったから
●清和中と一緒になってまた違う学校になるので
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新校名 読み仮名 理由

小糸中・清和中統合校　応募結果一覧

丘陵中学校 きゅうりょうちゅうがっ
こう

●豊かな自然を誇り鹿野山、小糸川を望む房総丘陵のほぼ中
央に位置し清和地区と小糸地区を一つにまとめ今後もこの地
域の中心として発展する中学校として新しい発想で

山美中学校 さんびちゅうがっこう ●中学校の窓から見える山の連なる景色がとても美しいので
●その山の連なる美しい景色のような、そして木一本一本の
ように、何事もまっすぐな姿勢で挑めるような生徒に育って
ほしい
●この景色を大切に残していきたいという願い

協和中学校 きょうわちゅうがっこう ●心を合わせて、仲よくしてほしいから

小糸美和中学校 こいとびわちゅうがっこ
う

●一人一人が優しく、みんなで支え合って、協力し合って、
美しい学校にしてもらいたいから

仲中学校 なかちゅうがっこう ●みんな仲良く

夢ノ咲中学校 ゆめのさきちゅうがっこう●夢が咲きほこれるような学校になってほしいから

光明中学校 こうめいちゅうがっこう ●生徒一人一人が光り、周りを明るくする学校になってほし
いから

来未中学校 くるみちゅうがっこう

杜の泉中学校 もりのいずみちゅうがっ
こう

●清和地区にある聖徳太子縁の神野寺、日本武尊縁の白鳥神
社、源頼朝縁の三島神社が鎮座しており、神社仏閣も取り巻
く豊かな自然をイメージして、神社などの周りにある木を指
し、「神聖でおごそか」「清らか」などのイメージを伴う
「杜」
●小糸地区の豊かな地下水と国際的に貢献している技術であ
る上総彫りをイメージし、「豊か」、「繁栄」、「発想力」
などのイメージに合う「泉」
●「尊い存在」「唯一無二の特別な存在」「清く美しい
子」、「地域の特性を知ってほしい」、「地域や地域環境が
生み出した技術に誇りを持って欲しい」、「活躍して欲し
い」、「発想力を持った人間に育って欲しい」、「心が豊か
な子に育って欲しい」、「国際的に貢献できる人物になって
欲しい」という願いを込め
●地域に関わる地名を用いないことで、「自由な発想が出来
る子」、「国・地域や人種などの偏見を持たない子」になっ
て欲しいという願いを込め

白水中学校 はくすいちゅうがっこう ●小糸地区はカラー、清和地区は自然薯、それぞれの特産品
であり、
どちらも白い花を咲かせ、カラーの花言葉は「清浄」、自然
薯は「芯の強さ」とある。
●清らかで芯の強い人間になってほしいと言う願いを込めて
『白』
●その花を育むのが豊かな水である。
●この両方を足して、白水としました。
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新校名 読み仮名 理由

小糸中・清和中統合校　応募結果一覧

光星中学校 こうせいちゅうがっこう ●小糸に来た際に星がとても綺麗で美しく、光輝いていて感
動した、未来を担う中学生も、輝く星に負けないよう、希望
に満ち溢れ 未来に向けて日本の星になって、輝いて欲しい

君津蛍の森中学
校

きみつほたるのもりちゅ
うがっこう

●蛍が有名で美しい学校になって欲しいから

さくら中学校 さくらちゅうがっこう さくらのイメージ

白鳥中学校 しらとりちゅうがっこう ●白鳥神社の歴史を踏まえて

周東中学校 すとうちゅうがっこう ●歴史的名称として
○新校の管轄区域は旧周淮郡の東部にあたる
○現在の両地域は平安ごろまで、上総の国、周淮郡（現在の
大和田、貞元、八重原、周南、小糸、清和）であった。源頼
朝の挙兵時に上総国の有力豪族である軍勢に周東・周西の名
が見られる。１３００年ごろ、周東郡内に小糸と秋元が見ら
れる。
●周西、周南中学校に対する関係で地理的理解が分かりやす
い
●双方が迎合された印象を避けるため
●地域の歴史や、地名に興味関心を持っていただく意味から
も提案した

いざなぎ中学校 いざなぎちゅうがっこう ●言葉のひびきがかっこいい

平成中学校 へいせいちゅうがっこう ●小糸、清和の両地区が自分の地区名をと強く希望している
中、平成の時代にお互いに仲良く統合して立派な中学校を目
指してほしい

（新元号）中学
校

●平成が終わり、次の元号の開校となるため。

新和中学校 しんわちゅうがっこう ●統合により新しい輪ができ、和やかな学校生活が送れるよ
う願いをこめて

スカイ中学校 すかいちゅうがっこう ●天まで届くよう成長してほしいという願いから

一中学校 はじめちゅうがっこう ●君津市の歴史で初の合併であり、統合年度が一番早いため

デュエル中学校 ●デュエルマスターが好きだから
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新校名 読み仮名 理由
清和小学校 せいわしょうがっこう ●校歌の共通の歌詞

●清らかな心で、和やかな心で、学びあい共に育ってもらい
たい
●ふるさと「清和」に誇りを持ち、生まれ育った「清和」を
愛し、夢や希望
　　を持ちながら、地域とともに心豊かに輝ける学校になる
ことを願い
●旧清和村の村域であり、清和地区で唯一の小学校であるた
め
●清和という名前を残したい
●清和という名前が昔からずっと好き
●自然がとても豊かで緑の鮮やかさと水の清らかさを連想さ
せる。
●子ども達が伸び伸びと学校生活を送って清和を愛してくれ
るよう願っ
て
●清和という地区に地域の方が愛着を持っているから
●清和源氏という地域に伝わる話が学校名から想起できるよ
う
●一番親しみやすい名前だから
●清和保育園と並んで一体感も出来るから

秋元小学校 あきもとしょうがっこう ●所在地が秋元地区にあるため

三秋小学校 みあきしょうがっこう ●合併になったから

秋島小学校 あきしましょうがっこう ●秋元と三島が合わさるから

清和秋島小学校 せいわあきしましょうがっ
こう

●各学校の名称を取り入れた

秋三小学校

秋山小学校 あきやましょうがっこう ●秋元小学校の秋と自然が豊かな山の緑が混じったイメージ

清和中央小学校 せいわちゅうおうしょう
がっこう

●子供は地域の宝であり地域の中心である清和地区の中央に
位置する小学校としてこれからも地域とともにあるために

清和青葉小学校 せいわあおばしょうがっこ
う

清秋小学校 せいあきしょうがっこう ●清和と秋元の最初の文字を取りました

かずさ小学校 かずさしょうがっこう

清和の森小学校 せいわのもりしょうがっこ
う

●自然の多い環境で楽しい学校生活を送って欲しいという思
い

三島小・秋元小統合校　応募結果一覧
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新校名 読み仮名 理由

三島小・秋元小統合校　応募結果一覧

清和の森の小学
校

せいわのもりのしょうがっ
こう

●九十九谷展望公園から見ると本当に森の中にある清和、た
くさんのグラデーションで森の様子がとてもきれい
●「清和県民の森」もあり、都会や町からも人が集まってく
ることを願い
●「森の小学校」ってどんな素敵な所だろう？「清和の森の
小学校」に行ってみたいなあと思ってもらえたらという名前
のイメージ

清和星の里小学
校

せいわほしのさとしょう
がっこう

●清和中からの星空がとってもきれいで感動したことがあ
る。
●東日笠の移住者みんなが清和は星がとってもきれいに見え
るからという意見で「清和星の里」という自治会名に決めら
れた。星がとてもきれいな清和に移住してくる人が星の数ほ
ど増えたらと願い、夢とロマンと希望を込めて

森小学校 もりしょうがっこう ●森の中に小学校があるから

囲山小学校 いやましょうがっこう ●山に囲まれているので

みどり小学校 みどりしょうがっこう ●緑が多いイメージ。爽やかな感じ。

杜の麓小学校 もりのろくしょうがっこう ●清和地区には、聖徳太子縁の神野寺、日本武尊縁の白鳥神
社、源頼朝縁の三島神社が鎮座しており、神社仏閣も取り巻
く豊かな自然をイメージして、神社などの周りにある木を指
し、「神聖でおごそか」「清らか」などのイメージを伴う
「杜」
●「尊い存在」「唯一無二の特別な存在」「清く美しい子」
と願い
●地域に関わる地名を用いないことで、「自由な発想が出来
る子」、「国・地域や人種などの偏見を持たない子」になっ
て欲しい

冬元小学校 ふゆもとしょうがっこう ●秋元小学校の次の学校だから

アミーゴ小学校 あみーごしょうがっこう ●路線バスの名前と同様
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新校名 読み仮名 理由
小糸小学校 こいとしょうがっこう ●所在地が小糸地区のため

●所在地が校名となっていることが県内でも多いから
●小糸地区にある唯一の小学校だから
●対外的にも分かりやすいから
●現小糸中学校区だから
●小糸小学校の施設は使わなくなるが名前は残り、中小学校
としても小糸地区にあり、違和感が無い
●小学校にふさわしいかわいい校名
●小糸小の名前を残したい
●小糸地区の名前を残すことで郷土愛を育みたい

中小学校 なかしょうがっこう ●学校名は地域住民にとっても思い入れが強い。
●清和地区の新小学校に「清和」、小糸・清和地区の新中学
校に「小糸」が残るのであれば、三島、秋元、小糸が大切に
してきた名前が残るから
●中小が小糸地区という視点から「小糸小」に改名となる
と、中小の保護者・卒業生・地域住民から反対意見が出る可
能性がある。
●ずっと前からあるから

小糸中小学校 こいとなかしょうがっこう ●両校の名前を残したい

小糸・中小学校 こいとなかしょうがっこう ●両校の名が残せるように

こいとなか小学校こいとなかしょうがっこう ●ひらがな表記で親しみやすい
●両校の名をつけ、統合感アップ

中こいと小学校 なかこいとしょうがっこう

糸中小学校 いとなかしょうがっこう ●小糸小、中小の文字をとった
●それぞれの良さを生かし新しい学校を築いて欲しい

小糸中島小学校 こいとなかじましょうがっこう●小糸小の名前も残るし、住所が中島なので両校の名前を取
り入れました

中糸小学校 なかいとしょうがっこう ●両校の文字をとって

小中小学校 こなかしょうがっこう ●両校の文字をとって

糸籾小学校 いともみしょうがっこう ●中小の歴史をたどると最初「籾山小」からなので一文字
「籾」をとり、小糸小は「根本小」「庶子崎小」⇒小糸小あ
ので一文字「糸」をとり、２文字を合わせて「糸籾」とした
●君津市の穀倉地帯の１つ小糸地区にふさわしい

かずさ輝小学校 かずさかがやきしょうがっこう●小糸、中小学校の子供たちの輝かしい未来に向かって行け
るような希望を込めて

君津中央小学校 きみつちゅうおうしょうがっこう●小糸は君津の真ん中ら辺にあるから

小糸中央小学校 こいとちゅうおうしょうがっこう●子供は地域の宝であり、地域の中心である小糸地区の小学
校として小糸小学校、中小学校の両小学校の名前に由来
●これからも地域とともにあるために

中小・小糸小統合校　応募結果一覧

-1-



新校名 読み仮名 理由

中小・小糸小統合校　応募結果一覧

東西小学校 とうざいしょうがっこう ●中小学校、小糸小学校に改名する前の小糸町時代の東小学
校、西小学校を思い起こし
●伝統や熱き想いが継続でき、児童がのびのびと学べる場と
なるよう願いを込めて

周東小学校 すとうしょうがっこう ●歴史的名称として
●君津市には周西、周南があるため
●中小学校のそばに周東城跡があるため

もみやま小学校 もみやましょうがっこう ●もみやまで遊んで楽しかった思い出がたくさんあるから
●統合後の使用校舎の中小学校の原点に立ち返って

小糸川小学校 こいとがわしょうがっこう ●学区内を流れる小糸川から引用
●自然物の名称を取り入れることで親しみが持てる
●統合両校の校歌にあるほど馴染み深い

里山小学校 さとやましょうがっこう ●小糸は自然がいっぱい、雄大な山々に囲まれ、田畑もある
●いつでも、心が安らぐ地域
●小糸に来ると『里の秋』の歌を思いだし、両親の事を思い
だし、自然と感謝の思いが込み上げてくる
●小糸は、『里』という文字が合っているように強く思った

自然小学校 しぜんしょうがっこう

栄の泉小学校 さかえのいずみしょうがっこう●小糸地区は、豊富な地下水の恩恵を受け繁栄してきた地区
●上総堀発祥の碑（春日神社）があり、上総堀りは、国際的
に貢献している技術の一つ
●「地域の特性を知ってほしい」、「地域や地域環境が生み
出した技術に誇りを持って欲しい」、「活躍して欲しい」、
「発想力を持った人間に育って欲しい」、「心が豊かな子に
育って欲しい」また、「国際的に貢献できる人物になって欲
しい」という願いを込め
●地域に関わる地名を用いないことで、「自由な発想が出来
る子」、「国・地域や人種などの偏見を持たない子」になっ
て欲しいという願いを込め

森の水小学校 もりのみずしょうがっこう ●小糸の特産である水、枝豆、森緑

和泉小学校 いずみしょうがっこう ●水が豊富に湧き出ている地域から両校の子ども達が「和」
して「泉」のように力強く成長して欲しい

清らか小学校 きよらかしょうがっこう

叶学校 かないがっこう ●願いが叶う学校

さくら小学校 さくらしょうがっこう ●さくらのイメージ

ホワイト小学校 ほわいとしょうがっこう ●かっこいい名前だから

-2-


