
大和田小・坂田小の統合に伴う新しい校名募集（集計結果） 

 

君津市教育委員会 

１ 募集期間 

令和２年８月２０日(木)～９月２２日(火・祝)まで 

 

２ 応募方法 

   郵送、ＦＡＸ、応募箱投函、君津市ホームページ（応募フォーム） 

 

３ 応募総数 

  269件（108案） ※案は、同一校名を１と考えた場合 

 

４ 集計結果 ※詳細別紙 

(1) 応募方法 

【郵 送】1件 

【電 話】1件 

【ＦＡＸ】7件 

【応募箱投函】84件 

【応募フォーム】176件   

  

 (2) 応募者住所 

【県】県内（262)  県外（2） 無記載（5） 

【市】市内（231） 市外（14） 無記載（17） 

【学区】周西中学校区（169） 

 

 (3) 応募者立場 

在校生(63) 卒業生(59) 一般(144) 無記載(3) 

 

５ 周知方法 

  【応募箱設置】周西中学校区（3校）、周西公民館、中央図書館、学校再編推進課 

【回覧】自治会回覧8/6～（周西中学校区） 

【広報】広報きみつ９月号 

【配付】周西中学校区（3校）･･･全校児童生徒 

美和幼稚園、暁星君津幼稚園、人見こども園、サンライズキッズ保育園 

･･･周西中学校区在住の保護者 

  【掲示】大和田社宅および独身寮（12枚） 

君津高校、イオンタウン君津、ヤックスドラッグ人見店、君津駅跨線人道橋 

  【ＳＮＳ】市公式ＬＩＮＥ、ツイッター、メール配信 

  【ラジオ】かずさｆｍ（かずさインフォメーションきみつ） 



 

順 校名案 件数 

１ 
山の上小 

（山ノ上１，やまのうえ１含む） 
３３ 

２ 君津小 ２３ 

３ 坂
さか

和田
わ だ

小 １４ 

４ 
大坂田小 

（おおさかだ、おおさかた） 
１３ 

5 
大和坂小 

（やまとざか、やまとさか） 
１１ 

6 坂の上小 １０ 

７ 大和田小、周西北小 ９ 

９ 
君津西小、大坂

おおさか

小、丘の上小 

          （おかの上１含む） 
７ 

１２ 坂和
さ か わ

小 ５ 

１３ 和坂
わ さ か

小、 大和坂田小、  坂田小、周西小、人見ヶ浦
ひ と み が う ら

小 

（やまとさかた、おおわさかた） 
４ 

１８ 
坂田大和田小、君津山の上小、 つつじヶ丘小 

                 （躑躅ヶ丘小１含む） 
３ 

２１ 

新坂田小、大田小、周西山の上小、君津第一小、人見小、 

獅子山小、令和小、緑小、 大和田坂田小 

                （おおわださかだ小 1含む） 

２ 

３０ 

君田小、坂田山の上小、周西西小、君丘小、君が丘小、坂田ヶ丘小、 

令和未来小、あさひ小、山の手小、君津中央小、君津大坂小、 

君津日鉄小、君津未来小、しあわせ小、ヒルズ小、君津光明小、 

君和田小、青空小、坂田大小、山上小、北小、大誠小、大坂山小、 

周淮（すえ）小、望みの丘小、青葉小、大田坂小、和田坂小、 

大森坂小、さくらの山小、西周西小、坂田の丘小、周山（すやま）小、 

ひろがる小、高尚（こうしょう）小、君津の丘小、君津夢が丘小、 

二田（にた）小、世翔（せしょう）小、山の上汐風（しおかぜ）小、 

海の見える丘小、君津湊小、三つ葉小、末末（すえずえ）小、つつじ小、 

周西の丘小、新大和田小、爾今（じこん）小、君津鉄人小、未来の丘小、 

星連（しょうれん）小、明晴小、開晴小、雅周准（みやびすえ or みやびすず）小、 

周准（すえ orすず）小、坂田丘の上小、周北小、周西山小、周西東小、 

坂山大小、ミライ大坂小、大坂・丘の上小、月小、和田小、 

君津総合小、三津葉小、大坂和田小、坂上小、山幸小、山交小、 

新みどり小、桜ヶ丘小、太陽小、うみ小 

１ 

参 考 

※欄内順不同 

◆校名件数の多い順に並べ替え（108 案／269 件） 



カテゴリー別分類

①既存の校名を継承したもの
・ひらがな含む

②既存の校名を組み合わせたもの
・１文字ずつ取ったものも含む

③全く新しいもの
・歴史にちなんだ名前
・地理的な特徴を表した名前
・「君津」を冠した名前
・位置や方角を冠した名前
・既存の校名を含めているが新しい意味を持つもの



①既存の校名を継承したもの

・大和田小（８） ・坂田小（４）

②既存の校名を組み合わせたもの

坂和田小（１４）大坂田小（１３）大和坂小（１１）
大坂小（７）坂和小（５）和坂小（４）大和坂田小(４)
坂田大和田小（３）大田小（２）大和田坂田小（１）
大坂和田小（１）坂田大小（１）大田坂小（１）
和田坂小（１）和田小（１）大森坂小（１）
大坂山小（１）ミライ大坂小（１）二田小（１）



③全く新しいもの

人見ヶ浦（４）
獅子山（２）
人見（２）
君津光明（こうめい）（１）
大和坂（やまとざか）（１）
星連（しょうれん）（１）
周淮（すえ）（１）
周准（すえ・すず）（１）
雅周准（みやびすえ・すず）（１）

歴史にちなんだ名前

人見神社より



～の上

地理的な特徴を表した名前

～の丘

～の山

山の上（３３）坂の上（１０）丘の上（６）おかの上（１）
君津山の上（３）周西山の上（２）坂田山の上（１）坂田丘の上（１）

大坂・丘の上（１）山の上汐風（１） ※坂上（１）

～ヶ丘

周西の丘（１）坂田の丘（１）君津の丘（１）望みの丘（１）
未来の丘（１）海の見える丘（１） ※君丘（１）

つつじヶ丘（躑躅ヶ丘１含む）（３）
桜ヶ丘（１）君が丘（１）坂田ヶ丘（１）君津夢が丘（１）

さくらの山（１） ※大坂山（１）周山（１）周西山（１）

※最後に「上」「丘」「山」がつくもの



位置や方角を冠した名前

周西北（９）君津西（７）周西西（１）西周西（１）
北（１）周北（１）周西東（１）

「君津」を冠した名前

君津（２３）君津西（７）君津山の上（３）
君津第一（２）君津中央（１）君津大坂（１）
君津日鉄（１）君津未来（１）君津総合（１）
君津光明（１）君津の丘（１）君津夢が丘（１）
君津湊（１）君津鉄人（１）※君田（１）君和田（１）君が丘（１）

※君津の「君」を表すもの



自然や未来志向などを表した名前

周西（４）新坂田（２）大和田（１）新大和田（１）

既存の校名を含めているが新しい意味を持つ名前

緑（２）新みどり（１）
青葉（１）三つ葉（１）三津葉（１）
うみ（１）青空（１）太陽（１）あさひ（１）月（１）
令和（２）令和未来（１）未来の丘（１）
ミライ大坂（１）明晴（１）開晴（１）世翔（１）
大誠（１）高尚（１）しあわせ（１）ひろがる（１）等



子どもたちの思い
【在校生６３件】

山の上小 （７）
坂和田小 （７）
大坂小 （６）
坂の上小 （４）
坂田小 （４）
大坂田小 （３）
坂和小 （３）
和坂小 （２）
丘の上小 （２）
君津西小 （２）
大田小 （２）
坂田大和田（２）
緑小 （２）

卒業生の思い
【卒業生５９件】

地域保護者の思い
【周西中学区一般７２件】

山の上小 （10）
大和田小 （５）
君津小 （４）
君津第一小（２）
君津西小 （２）
周西北小 （２）
大和坂小 （２）

君津小 （９）
山の上小 （９）
坂和田小 （５）
大和田小 （４）
人見ヶ浦小（４）
大坂田小 （３）
丘の上小 （３）
坂の上小 （２）
大和坂小 （２）
君津西小 （２）
令和小 （２）



君津小 （１）
坂山大小 （１）
大坂和田小 （１）
大和坂小 （１）
和田小 （１）
新坂田小 （１）
大坂・丘の上小 （１）
おおわださかだ小（１）
坂上小 （１）
人見小 （１）
ミライ大坂小 （１）
君津総合小 （１）
三津葉小 （１）
山幸小 （１）
山交小 （１）
新みどり小 （１）
月小 （１）

坂の上小、君丘小、人見小、
周西小、新大和田小、
君津山の上小、坂和田小、
山上小、大誠小、大坂山小、
周北小、周西山小、周淮小、
周西東小、大坂田小、
周山小、高尚小、つつじ小、
つつじヶ丘小（躑躅ヶ丘小）、
世翔小、山の上汐風小、
君津山の上小、丘の上小、
海の見える丘小、三つ葉小、
末末小、明晴小、ヒルズ小、
君津鉄人小、未来の丘小、

（以上すべて１）

大和坂田小、坂田大和田小、
大和田坂田小、和田坂小、和坂小、
君和田小、坂田山の上小、周西小、
周西北小、周西西小、北小、
周西山の上小、君津山の上小、
君が丘小、君津夢が丘小、
桜ヶ丘小、さくらの山小、
つつじヶ丘小、望みの丘小、
開晴小、星連小、雅周准小、
周准小、太陽小、しあわせ小、
ひろがる小、うみ小

（以上すべて１）

子どもたちの思い
【在校生６３件】

卒業生の思い
【卒業生５９件】

地域保護者の思い
【周西中学区一般７２件】



市民の思い
【その他一般７４件】

君津小（９）
山の上小（７）
大和坂小（６）
大坂田小（６）
周西北小（６）
坂の上小（３）
大和坂田小（３）
坂和小（２）
獅子山小（２）
周西小（２）

和坂小、山の手小、
大田坂小、大森坂小、大坂小
新坂田小、坂和田小、
坂田ヶ丘小、坂田大小、
坂田の丘小、周西の丘小、
周西山の上小、
坂田丘の上小、丘の上小、
君津の丘小、君津未来小、
君津湊小、君田小、君津西小
君津日鉄小、君津中央小
君津大坂小、君津光明小
あさひ小、青葉小、青空小
二田小、西周西小


