
＜第２回総務部会 協議の柱＞ 

 

１ 選考の基準について 

 

    

 

 

 

 

 

   

★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ご検討ください。 

 

２ 決定までの手続きについて 

 

 

  ★第２回総務部会で絞り込みができない場合を見込み、３月７日に再度絞り込み 

のための部会を開催します。 

 

議題（１）校名候補の選定について 

【選考の基準】 

 

 

 

 

 

 

 

他にも観点として・・・ 

・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 

・市内の学校とのバランス など 

 

ただし、●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 

      ●応募した方の公表は行わない 

候補を絞り込むにあたり、総務部会での選定基準を確認する。 

≪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 

（募集結果については別紙参照） 

応募された校名案とその理由をもとに、総務部会として小中学校それぞれ推薦

する校名候補を３～４点程度に絞り込むとともに、推薦する根拠について協議

する。 

校名を決定するまでの流れについて確認する。 



新校名 読み仮名 理　　　　　由

かずさ小学校 かずさしょうがっこう ●上総地区３校の対等統合であり、旧上総町の唯一ある小学
校として、地区の名前を残すことが大切だと思います。た
だ、新しい小学校なので、漢字の「上総」よりも新設校らし
く、平仮名の方が受け入れやすく、また親しみやすいのでは
ないか。
●「上総」の地名を残していくことが古（いにしえ）からの
歴史を尊びながら、将来に生きていく子どもたちに受け継い
でいってほしいという願いを込めた。

上総小学校 かずさしょうがっこう ●上総地区３校の対等統合であり、旧上総町の唯一ある小学
校として、地区の名前を残すことが大切だと思います。
●市が旧町村に１つ小学校は残すと言っているのでまさし
く。
●小糸地区、清和地区の統合小学校の新校名とのバランスも
よい。
●統合により、小櫃・上総地区が今後一緒になってしまうこ
とが考えられるので、「上総」を校名に残し、後世に残して
もらいたい。

上総の森小学校 かずさのもりしょうがっこ
う

●緑豊かな自然の中で育ったことを、いつまでも誇りに思っ
ていてほしい願いから。

上総緑ヶ丘小学
校

かずさみどりがおかしょ
うっがっこう

●旧上総地区の小学校は共に緑あふれる環境の中にある学校
である。旧上総地区３校が統合するので、上総という地名を
残し、さらに緑ヶ丘をつけ加えた。自然が豊かで緑の鮮やか
さを水の清らかさの中で学び合い育ってほしい。

かずさ中央小 かずさちゅうおうしょう
がっこう

●使用校舎の久留里小が３校の真ん中だから。
●上総地区の中心となる学校となって欲しいから。

かずさ燦三小学
校

かずささんさんしょうがっ
こう

●３つの小学校が燦々と輝く生き生きとした学校になってほ
しい願いから。

かずさ三燦小学
校

かずささんさんしょうがっ
こう

●３つの小学校が燦々と輝く生き生きとした学校になってほ
しい願いから。

かずさ泉沢小学
校

かずさいずみさわしょう
がっこう

●旧上総町にあり、亀山湖、松丘、久留里へと流れる小櫃川
がある。子どもたちも湧き出る泉のようにすんだ心になって
ほしいことから。

かずさ輝小学校 かずさかがやきしょうがっ
こう

●上総地区３校の子ども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。

松坂くるり小学
校

まつざかくるりしょうがっ
こう

久坂丘小学校 くさかおかしょうがっこう ●３校の名前を残した。学校自体が移って形が残らないな
ら、名前で残したいから。

久松坂小学校 くまつざかしょうがっこう ●３つの学校が合わさったように感じるから。
●３校の名前が入っているほうがいいと思ったから。
●統合する３校から頭文字をとり、３校の融和を表した。

久松坂ん小学校 くまさんしょうがっこう ●久留里小の「久」と松丘小の「松」と坂畑小の「坂」、あ
とは「ん」を付けた。

くまさ小学校 くまさしょうがっこう ●久留里小の「く」松丘小の「ま」坂畑小の「さ」をあわせ
た。

くまさん小学校 くまさんしょうがっこう ●久留里、松丘、坂畑の上の字をとってくまさんとした。
くるまつざか小
学校

くるまつざかしょうがっこう ●３つの小学校をあわせたらいいと思った。

くるりまつおか
さかはた小学校

くるりまつおかさかはたしょ
うがっこう

小櫃・上総地区　統合小学校　応募結果一覧
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新校名 読み仮名 理　　　　　由

小櫃・上総地区　統合小学校　応募結果一覧

坂畑松丘久留里
小櫃小学校
（坂畑松丘久留
里小学校）

さかはたまつおかくるりおび
つしょうがっこう

●四校が統合するから全ての学校名を入れた新しい学校にし
たいから

るりおか畑小学
校

るりおかはたしょうがっこ
う

●三校の字をみんな入れたいから。

星の里小学校 ほしのさとしょうがっこう ●空気の美しい上総の里は、夜になると満点の星が輝き、そ
の輝きが子どもの未知となる可能性とつながっているように
思い、名付けた。

畑丘の里小学校 はたけおかのさとしょうがっ
こう

●３つの学校の名前を一つにまとめたから。

くるり小学校 くるりしょうがっこう ●江戸時代は、上総地区は、久留里城藩主に統治されてお
り、君津町になる前は、久留里町という時期もあったので、
久留里の地名を使うのはよいと考えた。平仮名にしたのは、
現在の久留里小学校との違いを出し、新しいイメージを持つ
ためである。

久留里小学校 くるりしょうがっこう ●１、久留里は戦国時代に里見氏が築いた久留里城があり、
江戸時代には藩主として大須賀、着いちゃ、境、黒田の殿様
は納めた城下町として知られる。
２、また、小櫃川の舟運を利用した物資の集積地として商業
が栄え、近隣はもとより遠く月崎、飯給方面からも多くの
人々が訪れ商業の街としても栄えてきた。
３、さらに、江戸時代中期に６代将軍徳川家宣、７代家継に
仕え、幕政を主導したばかりではなく、朝鮮通信使改革、閑
院宮家創立、あるいは、「薄翰譜」「西洋紀風」「折りたく
紫の記」等を著した新井白石という儒学者、政治家が幼少期
を過ごした地としても知られている。
４、またＪＲ久留里線が通り、県内でも久留里地区の名前は
誰にでも好まれている。しかも、近年では「日本の名水１０
０選」に選ばれた「生きた水久留里」としても、その名が宣
伝されている。
●久留里城にちなんで「久留里小学校」。使用校舎が久留里
小学校だからというのみならず、当該新学区の多くは歴史的
にも久留里藩域であり、久留里線沿線地域という共通点を持
つ。
また比較的、市・県内外の知名度も高い名称で、現在の久留
里地区のみならず地域名称・地域の結節点たる小学校の名称
に相応しい。
共通点としては他にもいくつかの名称が考えられるものの、
「上総」は旧町名だが、上総国全域に渡る広域名称のため焦
点がぼやけるし、他にも上総の名を冠する名称が千葉県全域
に点在している。
「小櫃川」も共通点だが、小櫃地区・小櫃小が別に存在す
る。
●「久留里」という名前が有名なため。高速で「久留里方
面」などあるように。
●学校の所在地が変わらないのであれば、校名も変わらなく
てよいと考える。地域の人たちにもそのほうがわかりやすい
と思う。
●使用校舎名（地名）が入っていた方が覚えやすく、わかり
やすいと思うため。

くるり青空小学
校

くるりあおぞらしょうがっこ
う

●くるりのまちにはきれいな空があうから。

松丘小学校 まつおかしょうがっこう ●松丘小学校にはいっぱい思い出があるから。
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新校名 読み仮名 理　　　　　由

小櫃・上総地区　統合小学校　応募結果一覧

まつおか小学校 まつおかしょうがっこう ●今の学校が記憶に残るから。
あけぼの小学校 あけぼのしょうがっこう ●松丘中学校の校歌の中に、あけぼの台という言葉がある。

昔、あけぼの台という地名があったと聞いた。歴史について
詳細はわからないが、久留里・松丘・亀山の３地区の子ども
が通う市立保育園も「かずさあけぼの保育園」なので、同じ
名前で親しみやすいと思う。
あけぼのは、夜明けを意味する言葉であり、未来をつくる子
どもたちの学び舎としてふさわしいと思う。

あけぼの台小学
校

あけぼのだいしょうがっこ
う

同上

亀山小学校 かめやましょうがっこう ●住んでいるのが亀山だから。亀山をもっと幅広い人たちに
知らせるため。

雨城小学校 うじょうしょうがっこう ●久留里城の、別名の「雨城」を校名にするのはよいのでは
ないかと考えた。久留里城は、君津市のシンボルである。ま
た、雨城楊枝も君津氏を代表する工芸品なので、郷土の歴史
を感じられる校名だと考えた。

三本松小学校 さんぼんまつしょうがっこ
う

●壬申の乱で敗れた大友皇子が上総の国に逃れたときに、
「松は千年の年を保つものなり」として三本の松を植えた。
新小学校は、３校統合の学校であり、また千年の年を保つよ
うに思いを込めて。

上総国小学校 かずさのくにしょうがっこ
う

●かつての日本の地方行政区分より

君津東小学校 きみつひがししょうがっこ
う

●今後、小櫃小も統合される可能性があることを考え、君津
東小とした。小学校が小櫃・上総地区に２校で続くのであれ
ば、上総掘り発祥の地であることから上総小学校もよいと思
う。

君津小学校 きみつしょうがっこう ●３校すべて君津にある学校だから。
中央小学校 ちゅうおうしょうがっこう ●房総半島のほぼ中央部に位置しているから。
早蕨小学校 さわらびしょうがっこう ●「君津市民の歌」の歌詞より
稲穂小学校 いなほちゅうがっこう ●小櫃・上総地区の印象としては、収穫の時期になると田ん

ぼに稲穂が広がる田園地帯をイメージする。久留里をはじ
め、地下水が有名だが、小櫃・上総地区には、亀山湖、笹川
湖、小櫃川等の豊かな水資源に支えられた田園地帯が形成さ
れている。そんな環境の中で、子どもたちには稲穂のように
実りある学校生活を送り、稲の包む込むイメージから優しく
包み込む人間に育ってほしいという思いを込めた。また、久
留里、小櫃に酒蔵があるが、米から日本酒ができるように巣
立った子どもたちが適応力があるように醸成し育ってほし
い。

紅青山小学校 こうせいざんしょうがっこ
う

●赤・青・緑は色の３原色。３つの地域が一つになり、無限
の色を織り成すことができる。個性豊かに育ってほしいとい
う願いを込めた。

若葉小学校 わかばしょうがっこう ●上総地区は風光明媚な地区で、春は若葉がとても美しく目
に映える。物事の始まり芽吹き時、学校も始まるということ
で、若葉小学校した。

わかば小学校 わかばしょうがっこう ●きみつのいいとろの一番は、自ぜんがゆたかなところだと
思ったので、この「わかば小学校」の名前がにあうと思った
から。

三つ葉小学校 みつばしょうがっこう ●３校がくっつくので。君津市の花ミツバツツジにもかけ
て。

なの花小学校 なのはなしょうがっこう ●花のようにしっかりした生徒と優しい子になって欲しいか
ら。

合体小学校 がったいしょうがっこう ●学校が一緒になるから。
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新校名 読み仮名 理　　　　　由

小櫃・上総地区　統合小学校　応募結果一覧

元気いっぱい小
学校

げんきいっぱいしょうがっこ
う

●全校のみんなが元気で明るい学校になってほしいから。

元気いっぱいま
つおか小学校

げんきいっぱいまつおかしょ
うがっこう

●外でいっぱい遊んで元気になってほしいので。

合交小学校 がっこうしょうがっこう ●合体するから。
合同小学校 ごうどうしょうがっこう ●３つの学校が一緒になるので。
自然小学校 しぜんしょうがっこう
白緑小学校 しりょくしょうがっこう ●自然豊かな緑を残したいから。
緑生小学校 りょくせいしょうがっこう ●自然豊かな緑の中でたくましく生きていけるような学校に

したいから。
しんげき小学校 しんげきしょうがっこう ●とても強そうだから。
たのしい小学校 たのしいしょうがっこう ●学校がたのしいから。
つつじ小学校 つつじしょうがっこう ●市の花から
ともだちいっぱ
い小学校

ともだちいっぱいしょうがっ
こう

●まつおかとか、さかはたからともだちがいっぱいくるか
ら。

なかよし小学校 なかよししょうがっこう ●みんなに仲良しになってほしいから。仲良く遊んでほしい
から。

仲良小学校 なかよししょうがっこう ●仲良しは良いから皆仲の良い学校という意味から。
希来小学校 きらしょうがっこう ●未来への希望をもって歩める子供達を育む思いから。
み来小学校 みらいしょうがっこう ●未来に向かっていってほしいから。
みらい小学校 みらいしょうがっこう ●子供たちが未来に向かって走っていて欲しいから。
ゆめみ小学校 ゆめみしょうがっこう ●夢に向かっていって欲しいから。
はばたき小学校 はばたきしょうがっこう ●夢に向かってはばたいて欲しいから。
わくわく小学校 わくわくしょうがっこう ●今の学校もわくわく楽しいので、新しい学校もそうなって

ほしいから。
●新しい学校が楽しみだから。

亀のろ３小学校 かめのろスリーしょうがっこ
う

●亀の道みたいにつるつるきらきらした小学校にして欲しい
から。
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新校名 読み仮名 理　　　　　由

上総中学校 かずさちゅうがっ
こう

●水と緑の豊かな自然に恵まれた風光明媚な景勝の地である上総の里
は、房総半島の中央に位置している。江戸時代から前橋領、川越藩の
管轄地として存在した上総分領（上総国）は、小櫃川の川船により、
内湾と内陸の交易の中心となり、近郷の文化、政治の中心地でもあっ
た。
校名はその名を聞くことにより、すぐ位置がわかり、地域の歴史がわ
かるうえで大切である。
いま、高校再編で「上総」という名が消えようとしている。そこで、
せめてこの千葉に上総国がかつて存在していたことを示すうえでもこ
の地名を生かしてほしい。それが、古からの歴史を尊びながら将来に
生きていく子どもたちに受け継いでいってほしい願いも込めて希望し
たい。
今まで持っていた「上総高校」のイメージとしてではなく、新しい
「上総の国」としての第一歩としてとらえたい。かつて、上総町とな
るとき小櫃は断固反対して今に至っているという。
これからは小櫃川が清澄山から流れ、豊かな心に広がりゆくように亀
山、松丘、久留里、小櫃が一つになって新しく浸透していくように
「上総」の大きな地域として発展していくことを願いたい。
●房総半島南の旧国名であり、地域名でもある。かつては上総町とい
う行政区分であり、現在でも地域区分や公共施設名でも使われている
「上総」を校名とすることで、４校融合の象徴になると考える。新し
い上総っ子の育成に期待する。
●昔から親しまれている地区の名前と、君津高校と上総高校の統合に
より、上総の名前の学校名がなくなってしまうのは少し寂しさがあ
る。
●各校の校歌にも「上総」「総」という言葉が入っている。

かずさ中学校 かずさちゅうがっ
こう

●ひらがなにすることで新しさや親しみやすさを出すことができる。

小櫃中学校 おびつちゅうがっ
こう

●子どもの減少に伴う統合により、３地区の学校がなくなることはと
ても悲しいことではあるが、これからの事を考えると、当然の事であ
る。新しい学校で子どもたちが仲よく楽しく勉強にスポーツに切磋琢
磨しながら学生生活を送ってほしいと心より願う。小櫃の地にある学
校なので、そのまま小櫃中学校。
●学校の所在地が変わらないのであれば、校名も変わらなくてよいと
考える。
地域の人たちにもその方がわかりやすいと思う。
●小櫃中の校歌にも「流れの元は清澄の」とありマッチしている。おびつ中学校 おびつちゅうがっ

こう
●亀山・松丘・久留里・小櫃は、小櫃川の恵を受け、生活や農業を営
んできた地域。以前、歴史に詳しい方から、小糸川流域に暮らす人
と、小櫃川流域に暮らす人とでは、気質が違うという話を聞いたこと
がある。この地域の暮らしを支えてきた小櫃川から校名をつけるのが
よいと思う。ひらがなにしたのは、現在の小櫃中との違いを出し、新
たな学校としてのイメージを大切にしたいから。

久留里中学校 くるりちゅうがっ
こう

●平成の名水の里として、全国的に知られた地名を残すべき。

かずさ小櫃中学校 かずさおびつちゅ
うがっこう

●４校の対等統合、旧上総町、旧小櫃村、それぞれの地区の思いを入
れた。
また、平仮名で「かずさ」の方が新設校らしく、地区の小学校も「小
櫃小」「かずさ小」となれば市内の方々にわかりやすい。

小櫃・上総地区　統合中学校　応募結果一覧
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新校名 読み仮名 理　　　　　由

小櫃・上総地区　統合中学校　応募結果一覧

小櫃かずさ中学校 おびつかずさちゅ
うがっこう

●旧小櫃村と旧上総町の学校が一つになったことから。
場所もそれまでの地域性もイメージしやすいので。平仮名表記を入れ
ることで新しい学校のイメージも持たせることができる。また、両地
域名を残したい。

小櫃上総中学校 おびつかずさちゅ
うがっこう

●旧小櫃村と旧上総町の学校が一つになったことから。
場所もそれまでの地域性もイメージしやすいので。
●小櫃、上総どちらも残したい。

おびつ上総中学校 おびつかずさちゅ
うがっこう

上総小櫃中学校 かずさおびつちゅ
うがっこう

●学校名に地区名が入っていないとわかりづらい、統合する地区の総
称が上総で馴染みがあるので。
●全ての校歌を見ると、松丘小学校以外「小櫃川」とあった。そして
この上総地区をつなぐ小櫃川。切っても切れないので、その思いで考
えた。

上総・小櫃総合中
学校

かずさおびつそう
ごうちゅうがっこ
う

上総おびつ中学校 かずさおびつちゅ
うがっこう

総櫃中学校 ふさびつちゅう
がっこう

上総中央中学校 かずさちゅうおう
ちゅうがっこう

上総総合中学校 かずさそうごう
ちゅうがっこう

上総緑ヶ丘中学校 かずさみどりがお
かちゅうがっこう

上総村中学校 かずさむらちゅう
がっこう

上総栄中学校 かずささかえちゅ
うがっこう

小久松山中学校 おぐまつやまちゅ
うがっこう

小久丘山中学校 おくおかやまちゅ
うがっこう

●少し言いづらいけど、全ての学校名が入っているし、画数が少なく
書きやすいから。

小久松亀中学校 おぐまつかめちゅ
うがっこう

●それぞれ頭文字を取って。東京に尾久八幡（おぐはちまん）中学校
がある。

小松亀里中学校 こまつかめさと
ちゅうがっこう

久留松亀小中学校 くるまかおちゅう
がっこう

久留松かお中学校 くるまかおちゅう
がっこう

亀松久留小中学校 かめまつくるお
ちゅうがっこう

●小櫃、久留里、松丘、亀山を合わせた名前

小亀松里中学校 こがめまつざと
ちゅうがっこう

小松山里中学校 こまつやまざと
ちゅうがっこう

松山櫃里中学校 まつやまびつり
ちゅうがっこう

●小櫃、久留里、松丘、亀山を合わせた名前
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新校名 読み仮名 理　　　　　由

小櫃・上総地区　統合中学校　応募結果一覧

亀丘櫃里中学校 かめおかびつり
ちゅうがっこう

●小櫃、久留里、松丘、亀山を合わせた名前

丘留里山中学校 おかるりやまちゅ
うがっこう

岳里櫃中学校 がくりびつちゅう
がっこう

小総中学校 おぶさちゅうがっ
こう

●小櫃と上総の融合、校歌にも多く「総」が出てくる。

総櫃中学校 ふさびつちゅう
がっこう

●上総の「総」と小櫃の「櫃」から。

大櫃中学校 おびつちゅうがっ
こう

●人数が増えるから。「小櫃」の字を少しでも残しておきたいから。
もっと有名で大きな学校になってほしい。

●長さ88ｋｍと、千葉県で2番目の長さを誇る「小櫃川」。
流れの源は、清澄となるが、亀山、松丘、久留里、小櫃と
全ての学区を通り、全ての地域住民の皆さんが親しみが持てる名前だ
と思う。
●小櫃地区、上総地区は小櫃川流域に形成された地区なので。
●１、小櫃川には源を清澄山系に発し、やがて木更津・金田の東京湾
に流れ込む。その流域には亀山地区、松丘地区、久留里地区、および
小櫃地区が繋がっている。住民同士の往来も昔よりあり、小櫃川には
どの地区も親近感が寄せられることから、この４地区を網羅する校名
として「小櫃中」を「小櫃川中」の名称にすることに、あまり違和感
がないものと考えられる。
２、小櫃地区の住民にとっても、「小櫃」という地名が残る校名であ
れば、納得できるものと考える。
３、なぜなら、この小櫃という地名は、天智天皇死去後、その長男の
大友皇子（明治天皇により後に弘文天皇のおくりなを賜った）と皇弟
の大海人皇子（後の天武天皇）が皇位継承を巡って争った「壬申の乱
（６７２年）」という古代最大の内乱に敗れた大友皇子が、遠くこの
地に逃れるも夢ついえて、自死したときの御首箱が「櫃（小さい
箱）」であった。初めて人々は尊称をもって「御櫃（おびつ）」とい
う文字に記したが、皇子は敗者につき、その後小さな櫃（小櫃）を改
めたとの伝説がこの小櫃という地名として残されたと古老に聞く。こ
のことから、「小櫃中」と期待するものの、他地区のことを考慮する
ときに「小櫃」という文字を残し、県下に知れる「小櫃川」の「川」
をとり、「小櫃川中学校」と提案したい。
４、なお、この小櫃地区には日本最南端の出羽三山霊場地があり、そ
の山頂からは箱根山、富士山、丹沢山、日光連山、筑波山、東京スカ
イツリー、および眼科に東京湾の青い海原が望めるという地としても
知られ、近年は圏央道木更津東ＩＣと直結したことから、誰にでも想
定できる校名としてふさわしいと思う。
●小櫃川の上流から中流に位置する４地区の各地区に共通する名称は
「小櫃川」である。地理的にも小櫃川とともに栄えてきた、歴史的に
も分かりやすい名称のため。

おびつがわちゅう
がっこう

小櫃川中学校
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新校名 読み仮名 理　　　　　由

小櫃・上総地区　統合中学校　応募結果一覧

小里川中学校 こさとがわちゅう
がっこう

●この辺の地域の大切な自然を守ってほしいから。

河畔中学校 かはんちゅうがっ
こう

●小櫃川のそばにある学校が集まって出来る学校だから。

東部大志中学校 とうぶたいしちゅ
うがっこう

●上総とか小櫃とかにこだわらず、生徒一人一人に確固たる志を持
ち、大きく羽ばたいてほしいという意味。

君津東中学校 きみつひがしちゅ
うがっこう

●君津市の東に位置するため。学校名から場所が分かる方がよい。
●君津市の東に位置する学校であり、太陽が昇る「東」、君津市のフ
ラッグシップである市名と同じ君津中に対して東にあること。また、
県内高校では東校は優秀な高校が多いことから、イメージがよい。
●統合後の学区が広くなり、市域の東側に位置する中学校となること
から。
●市域の広い君津市の東部全体を学区とする学校であるため。
●君津市の東部の大半をしめる学区となる学校となることから。

君津東部中学校 きみつとうぶちゅ
うがっこう

●君津市の東部にある中学校だから

東部中学校 とうぶちゅうがっ
こう

上総東中学校 かずさひがしちゅ
うがっこう

●上総地区が３つ入っていたから

房総中央中学校 ぼうそうちゅうお
うちゅうがっこう

●房総半島の中央に位置するため。

千葉中央中学校 ちばちゅうおう
ちゅうがっこう

●千葉県のちょうど中心となる位置にある学校だから。

上総中央中学校 かずさちゅうおう
ちゅうがっこう

●上総地区の中央となる学校となってほしいから。

中央中学校 ちゅうおうちゅう
がっこう

●房総半島のほぼ中央部に位置しているから。

明倫上総中学校 めいりんかずさ
ちゅうがっこう

●明治１５年から３０年代に、小櫃には明倫小学校、明倫尋常補習
科、明倫高小等があった。地名に基づかない貴重な校名だった。中学
校の名称は、この歴史的な名称を残すとともに、名前のごとく「明る
く人の道をはずさない」生徒に育ってほしいとの願いから。

望陀中学校 もうだちゅうがっ
こう

●望陀郡から取りました。
●「望」→遠くを見渡す。眺め。　「陀」→地の平らかならぬさま。
江戸時代以降、小櫃川流域（上流部～河口）を「上総国望陀郡」と
言った。
※古代は「畔蒜郡」（横田～亀山）後に「畔蒜庄（あびるしょう）」
（木更津・袖ヶ浦）が「望陀郡」
●歴史的名称として、新校名の管轄区域は旧望陀郡の東部にあたる。
君津市民歌の２番の歌詞に「古い歴史の周淮・望陀、おもかげ残す城
がある」とある。小櫃中に上総地区の３中学校が統合するにあたり、
望陀中学校とし、望陀の名前を後世に残したい。
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新校名 読み仮名 理　　　　　由

小櫃・上総地区　統合中学校　応募結果一覧

南望陀中学校 みなみもうだちゅ
うがっこう

●望陀郡南部を包括する学校として「南望陀」。当該新校区は旧望陀
郡の南部に当たるため。
新校区は丘陵地帯で過疎化が進み厳しい状態にあるが、望陀南部の
代々の住民が受け継いだ伝統と精神、団結の新しい象徴として、また
地域の若者に、そうした歴史を引き継ぎ、希望を持って地域の新たな
担い手になって欲しいという願いを込めて命名を提案する。
ただし、木更津市内に上望陀・下望陀という字名が既にある点が懸念
となる。
次点として、新校区の共通名称としては「小櫃川」「久留里」も考え
られるが、
それぞれ小櫃地区、久留里地区に引っ張られた印象をやや持たせかね
ないか。また望陀郡の上手・小櫃川上流域という意味で「上望陀」が
考えられるが、
上述の通り同地名が別にある。

畔蒜中学校 あびるちゅうがっ
こう

●望陀郡の中央より南はみな畔蒜郡に属していた（のちに望陀郡とな
る）
●畔蒜という名称は「和名抄」の中に出てくる古代律令制下の行政区
画であり、小櫃川の上流域をさした。後に望陀郡の一部となった。畔
蒜郡の郡庁は下郡（現在の小櫃と馬来田の境）にあったとされてい
る。
これまでの学校再編の動きの中で、統合先の小櫃中の名称をそおまま
使用することは、上総地域の住民の反発を招くことが懸念される。こ
れまでの４中学校名以外から決定することが望ましいと思われる。
君津市民歌の中に望陀というフレーズがあるが、望陀では、余りにも
範囲が広すぎるきらいがある。
小糸中と清和中の統合校の名称が周准の東で周東中と経緯にならっ
て、畔蒜中学校が望ましいのではないか。

あびる中学校 あびるちゅうがっ
こう

もうとうちゅう
がっこう

●旧地名の望陀郡の東に位置することから、望陀の東で望東とした。

ぼうとうちゅう
がっこう

●対象地域は、かつての望陀郡の東に位置しており、その「望」を
とった。ここに通う子どもたちが未来に向かって希望を持って通うよ
うに。

望南中学校 ぼうなんちゅう
がっこう

●畔蒜郡（古代）→畔蒜荘（中世）→北荘と南荘に分かれる。
北荘は現在の横田～馬来田、南荘は現在の亀山～下郡を指す。

君津望南中学校 きみつぼうなん
ちゅうがっこう

同上

畔南中学校 はんなんちゅう
がっこう

同上

上総国中学校 かずさのくにちゅ
うがっこう

●かつての日本の地方行政区分より

君更津中学校 きみさらづちゅう
がっこう

●君津市と木更津市が合併した場合の自治体名として有力であり、こ
の場合に市のフラッグシップである市名と同じ名称となりうるため。

きみさらづ中学校 きみさらづちゅう
がっこう

●近隣４市にゆかりがある名称です。小櫃、上総の広い地域が一緒に
なるのですから、この名前がふさわしいと思う。

白山中学校 はくさんちゅう
がっこう

●久留里の「城」を白に。豊かな里山から山。白は純真な心を表し、
山は広く大きな心と健全で強い体を表す。

望東中学校
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新校名 読み仮名 理　　　　　由

小櫃・上総地区　統合中学校　応募結果一覧

上総白山中学校 かずさはくさん
ちゅうがっこう

●小櫃の白山神社は元、郷社として近隣を代表する神社である。上総
と小櫃を代表する白山を合わせてつけた。

三本松中学校 さんぼんまつちゅ
うがっこう

●壬申の乱で敗れた大友皇子が上総の国に逃れたときに、「松は千年
の年を保つものなり」として三本の松を植えた。大友皇子は、小櫃、
久留里、松丘、亀山地区すべてにゆかりがある。そんな人物の千年の
年を保つという思いを込めて。

大友中学校 おおともちゅう
がっこう

●学校の名前は、どこにあるかが大事であると思う。とはいえ、小櫃
という名称をそのまま使うとさしさわりがある。統合後に使う校舎の
ある地名にゆかりがある大友皇子から。

四つ葉中学校 よつばちゅうがこ
う

●四つ葉のように４地区、４校がくっつくので、幸せな学校になって
ほしい。
●４つの学校の歴史と伝統を一つにまとめていくことから。

クローバー中学校 くろーばーちゅう
がっこう

●４つの地域が一つになることを４つ葉のクローバーにたとえ、そこ
に通う子どもたちの幸せを願った。

君津若葉中学校 きみつわかばちゅ
うがっこう

●君津青葉高校の前の中学校なので、若葉から青葉へ育ってほしい願
い

若葉中学校 わかばちゅうがっ
こう

●君津青葉高校があるので、その前期ということで「若葉」という字
を使う。新しい学校の子どもたちが若葉のように生き生きと育ってほ
しい。
●歴史ある各学校の若人たちが集い、学ぶ学校としてふさわしいと考
えた。（千葉県の「葉」、若人の「若」）

青葉中学校 あおばちゅうがっ
こう

●４つの異なる地域にある学校を１つにするにあたり、これまでの名
称や地域名を採用することは、「４つの学校の内、１か所に吸収統合
されるのではなく、４つが新たな１つの学校になる」という再編の趣
旨にそぐわない。よって新たな名称を考えるべきである。そこでこの
地域の状況を見渡したときに、近隣の「君津青葉高校」が以前の「君
津農林高校」から既に新たなイメージを確立しており、地域における
統制の取れたイメージとして「青葉」の名称を採用する事が良いと考
えます。

早蕨中学校 さわらびちゅう
がっこう

●「君津市民の歌」の歌詞より

稲穂中学校 いなほちゅうがっ
こう

●小櫃・上総地区の印象としては、収穫の時期になると田んぼに稲穂
が広がる田園地帯をイメージ。久留里をはじめ、地下水が有名だが、
小櫃・上総地区には、亀山湖、笹川湖、小櫃川等の豊かな水資源に支
えられた田園地帯が形成されている。そんな環境の中で、子どもたち
には稲穂のように実りある学校生活を送り、稲の包む込むイメージか
ら優しく包み込む人間に育ってほしいという思いを込めた。また、久
留里、小櫃に酒蔵があるが、米から日本酒ができるように巣立った子
どもたちが適応力があるように醸成し育ってほしい。

君津緑中学校 きみつみどりちゅ
うがっこう

君津みどり中学校 きみつみどりちゅ
うがっこう

緑中学校 みどりちゅうがっ
こう

●小櫃、久留里、松丘、亀山には緑が豊かなので。

みどり中学校 みどりちゅうがっ
こう

●自然豊かで緑がいっぱいだから。

緑川中学校 みどりかわちゅう
がっこう

●緑と川に囲まれた地域だから。
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小櫃・上総地区　統合中学校　応募結果一覧

桜坂中学校 さくらざかちゅう
がっこう

●どの中学校も坂の両端に桜が４月に咲くので
そしてきれいだし、艶やかな感じでとても良いと思った。

桜中学校 さくらちゅうがっ
こう

●小櫃地区、上総地区には、桜がきれいな所があり、誰からも好かれ
る名前である。市の名前でも新たに採用した市もあり、全国どこでも
親しまれ、愛される名前である。金八先生も桜中学である。

美桜中学校 みおうちゅうがっ
こう

●美しい心を持っていただきたい希望と、春の花である桜で「美桜」
と付けた。

たちばな中学校 たちばなちゅう
がっこう

●小櫃川には弟橘姫の伝説がある。また、橘は日本原産の柑橘類。初
夏に５弁の花を咲かせる。この花のように４つの地域が合わさり、新
たな１つとして、生徒が凛とした花を咲かせることを期待してつけ
た。

紫陽花中学校 あじさいちゅう
がっこう

●紫陽花の花は４つの花弁。そして、色も紫、白などどれも美しい。
４つの地域から集まる生徒がそれぞれの色を大切に成長してほしいと
いう願いから。

紫翠中学校 しすいちゅうがっ
こう

●山の木がみずみずしく美しい中学校として
「翠」はみどりとも読む

小櫃の里中学校 おびつのさとちゅ
うがっこう

●小櫃の地に新しい統合校ができるという意味で、里山もイメージ、
また久留里地区の「里」も入る。

四季の里中学校 しきのさとちゅう
がっこう

●春夏秋冬、四季は日本の宝。４つの地区が一つになるが、それぞれ
のよさを併せ持って、美しいハーモニーを奏でてほしいという願いか
ら。城里中学校 しろさとちゅう

がっこう
●４地区を象徴する「里」と久留里の「城」を組み合わせた。

君津清里中学校 きみつきよさと
ちゅうがっこう

●４つの地域は、小櫃川が流れ、名水があり、豊かな里山である。こ
の地で心豊かに育ってほしいという願いを込めた。

君津の森中学校 きみつのもりちゅ
うがっこう

●自然豊かな中、生徒たちが成長して欲しいという思い

里山中学校 さとやまちゅう
がっこう

●君津市の自然豊かな場所に里山のような、「ふるさと」「やさし
さ」を現す学校

君津清山中学校 きみつせいざん
ちゅうがっこう

●小櫃川流域にある地域で、清い川の流れとその豊かな水により、自
然豊かな地域である。子どもたちにも清く澄んだ心と丈夫な体（山の
イメージ）を持った品現になってほしいという願いを込めた。

君津豊山中学校 きみつほうざん
ちゅうがっこう

●豊かな自然、実りの多い里山をイメージした。

澄郷中学校 すみさとちゅう
がっこう

●４つの学校の校歌の中には「小櫃川」や、その流れを歌ったものが
あった。それほど、小櫃地区・上総地区は小櫃川との関わりが深いと
思い、「水」に関わる名前が良いなと思った。学校が変わってから
は、今の故郷・新しい故郷の両方を大切にしてほしいなと思う。小櫃
川に負けないくらい澄んだ心で頑張ってほしいと思う。
小櫃川の澄んだ水と誰が訪れても故郷だと思えるようなこの地区の雰
囲気から考えました。

君津故郷中学校 きみつふるさと
ちゅうがっこう

●皆が通いたくなる故郷のような温かい学校にしてほしいから

上総田園中学校 かずさでんえん
ちゅうがっこう

●所在地をある程度わかるようにして歴史の中の地名を出したい。
位置するイメージを感じさせたい。

四然中学校 しぜんちゅうがっ
こう

●小櫃、久留里、松丘、亀山で４校＝四、自然の「然」で四然。自然
が豊かな学校を、統合しても変わらないでほしい。

自然中学校 しぜんちゅうがっ
こう

●どこの地域にも自然がたくさんあるから。
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新校名 読み仮名 理　　　　　由

小櫃・上総地区　統合中学校　応募結果一覧

森中学校 もりちゅうがっこ
う

●どこの地域にも森があるから。

森四中学校 もりよんちゅう
がっこう

●自然に囲まれた中学校だから。四つの中学校が合体するから。

森林中学校 しんりんちゅう
がっこう

●森のようにどんどん育つようにしたいから。

君津みらい中学校 きみつみらいちゅ
うがっこう

●未来へ羽ばたく生徒の姿をイメージ。君津の未来を担ってほしいと
いう願い。

君津未来中学校 きみつみらいちゅ
うがっこう

●未来に希望をもって育ってほしい。

夢未来中学校 ゆめみらいちゅう
がっこう

上総未来中学校 かずさみらいちゅ
うがっこう

●上総に楽しい未来があるようにという意味から。

丘の夢中学校 おかのゆめちゅう
がっこう

●統合する中学校なので、地域の夢を担った学校であってほしい。地
域の宝になってほしい。

光中学校 ひかりちゅうがっ
こう

南総中学校 なんそうちゅう
がっこう

周北中学校 すほくちゅうがっ
こう

君津東中学校 きみつひがしちゅ
うがっこう

ふさの杜中学校 ふさのもりちゅう
がっこう

新中学校 しんちゅうがっこ
う

学上中学校 がくじょうちゅう
がっこう

創造中学校 そうぞうちゅう
がっこう

ミツバツツジ中学
校

みつばつつじちゅ
うがっこう

美里中学校 みさとちゅうがっ
こう

栄光中学校 えいこうちゅう
がっこう

みどり山中学校 みどりやまちゅう
がっこう

星光中学校 せいこうちゅう
がっこう

●生徒一人一人の星が光り輝くように。

君津大空中学校 きみつおおぞら
ちゅうがっこう

●大空に羽ばたいてほしいという願い。

和中学校 なごみちゅうがっ
こう

●いつの時代でも人と人が繋がり、平和、日本の和といった意味から
「和中学校」がよい。

新翔中学校 しんしょうちゅう
がっこう

●新しい学校なので、新たな気持ちで飛翔する学校に
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新校名 読み仮名 理　　　　　由

小櫃・上総地区　統合中学校　応募結果一覧

織姫中学校 おりひめちゅう
がっこう

●おびつの「び」、くるりの「り」、まつおかの「お」、かめやまの
「め」を１文字ずつとり、小櫃川の清らかなイメージを重ね合わせ
て。夢を織りなすイメージ。

至誠中学校 しせいちゅうがっ
こう

●校訓「至誠」をもとに統合した学校がまごころをもって進んで欲し
いという願いを込めて

四校総合中学校 よんこうそうごう
ちゅうがっこう

●四校が一緒になって、総合になったから。

上総総合中学校 かずさそうごう
ちゅうがっこう

君津総合中学校 きみつそうごう
ちゅうがっこう

●君津市の４つの中学校が集まっているから。木更津総合もあるし総
合とつくとかっこいいから。

総合中学校 そうごうちゅう
がっこう

小櫃・上総総合中
学校

おびつかずさそう
ごうちゅうがっこ
う

●新しい学校の生徒が「もとの学校は違うけれど、仲良くしてほし
い」や「４つの学校が集まって、より良い学校になってほしい」とい
う願いをこめて。

小櫃上総統合中学
校

おびつかずさとう
ごうちゅうがっこ
う

●現在の小櫃中学校に上総地区の３中学校が統合するので、小櫃の校
名は残し、上総をつけ加え、４つの中学校が統合するので。

上総統合中学校 かずさとうごう
ちゅうがっこう

●上総の中学校が統合したから。

上総伝統中学校 かずさでんとう
ちゅうがっこう

●それぞれの中学校の伝統を知り、その伝統を大事にしていきたいの
で。

上総統一中学校 かずさとういつ
ちゅうがっこう

●上総の４校が統一するので。

統一中学校 とういつちゅう
がっこう

君津第一中学校 きみつだいいち
ちゅうがっこう

君津第二中学校 きみつだいにちゅ
うがっこう

日本第一中学校 にほんだいいち
ちゅうがっこう

合同中学校 ごうどうちゅう
がっこう

自戦中学校 じぜんちゅうがっ
こう

●自分のやりたいことに自由に取り組む。何でも挑戦する。

集中中学校 しゅうちゅうちゅ
うがっこう

●色々な学校が集まったので、集中して欲しいから

友だち中学校 ともだちちゅう
がっこう
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