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校名案 ふりがな 理     由

山の上４校の２校であり、山の上に位置する学校であるため。

自分の卒業した大和田小学校に今年１年生になった孫が入学しました。 孫に入学前から『バアバも坂道一生懸命上って、山の上にある小学校に通ったんだ
よ。頑張って通ってね！』と言っていたので。 大和田も坂田も使わず、山の上小学校はどうですか?

坂田、大和田 どちらかの名前がなくなるのは寂しいので、新たな名前にしました。山の上４校と称されているので、そこから取りました！

坂田小に勤めていた際に、君津高校、周西中学校、坂田小、大和田小と小中高校が山の上にあり、移動距離も短く、年間行事の中でも交流会が行われ、何て
素晴らしい環境なんだと思いました。また、保護者の方々も小中学校が隣接しており、小学校から変わらない通学路には安心できたことと思います。山の上
に学び舎があるなんて素晴らしい。
勤務していた時にも、学校行事のネーミングにも『山の上』を使用されていたので、山の上小学校としました。

よく大和田小学校、坂田小学校、周西中学校、君津高校で山の上交流会とか、山の上～～というものをやっていたので馴染みが深い名前なので。

娘達3人がお世話になった大和田小学校。大和田という名前がなくなるのはさみしいですが、山の上4校での交流も子ども達の思い出です。これからも山の
上4校の子ども達が健やかに育っていってほしいです。

両校とも、君津市の山の上にあるので。

昔から大和田小、坂田小、周西中を山の上三校と言っており、その伝統を引き継いでもらいたい願いと、君津の平野を見下ろし、これからも君津を守ってほ
しい思いから応募します。

大和田小学校と坂田小学校の並びの学校の行事などの交流の際に、『山の上』という呼び名を使い、在校生、卒業生などに馴染み深い呼び名なので、このま
ま残っていて欲しいと、思ったから。

自分は小学校から高校まで、毎日あの坂を登って登校しました！そんな毎日を思い出すと「山の上小学校」がぴったりかなと思いました。

子どもたちに親しまれている名前で馴染みやすい。山の頂上を目指して頑張る児童。山の上から見渡すような広い視野を持つ児童。山のように大きい夢を持
つ児童。そんな子どもに育ってほしいと願った校名です。

大和田、坂田小の他に周西中、君津高校で山の上４校という愛称で活動してきたこともあり、馴染みのある名称だと思うので、選びました。

在学中から、大和田小学校、坂田小学校、周西中学校の3校を山の上3校と言っていたのを思い出しました。 大和田小学校も坂田小学校もどちらの小学生に
も身近で聞き慣れた「山の上小学校」が良いのではないかと思いました。
また、卒業生としても、何か懐かしく感じられる名前だと嬉しいなぁと感じたからです。

山の上にあるから。

日頃から山の上4校と言う名称で交流していて馴染みがあるから。

両親がそれぞれ坂田小と大和田小で周西中卒業してます。
昔から山の上三校と言われていたと聞いて、歴史が感じられる山の上小学校がいいなと思った。

南子安に住んでいますので、なかなか大和田小学校や坂田小学校に足を運ぶ機会がないのですが、一度、市のイベントで、無料で大和田方面を周遊するバス
に当時３才ぐらいだった子供と一緒に乗りました。その時、初めて、大和田小学校や坂田小学校、君津高校の前を通り、学校がたくさん並んでいるのにとて
も 驚きました。その時、坂道をずんずん登って行ったところに建っていたことを覚えています。前向きな印象の名前でもありますので、この名前がぴったり
だと思 いました。（山の上の「の」は、必ず平仮名でお願いします。）

地域の人や教職員は、大和田小学校、周西中学校、坂田小学校の三校を「山の上三校」と呼び、お互いに協力・連携してきました。ずっと慣れ親しんできた
「山の上」という表現は、両小学校の統合によって違和感なく受け入れられる校名だと思います。

学校が山の上にあり、山の上四校と呼ばれている中の二校が一緒になるので山の上小学校という名前にしました。

以前、坂田小学校、大和田小学校、周西中学校、君津高校の各４校を山の上４校と呼んでいました。坂田、大和田の両校を統合するに相応しい校名を考えた
場合どちらの地名をとる訳にもいかず山の上にある学校として考えました。

両校とも山の上にあり、とても景色の良い学校であるので、そのことを表現できる名前。

大好きな小学校が合併するのは悲しいですが、コロナに負けずに元気に小学校生活を送れますように！と願いを込めました。山の上で元気にすくすく育って
いけますように。

山の上の３校、等と呼ばれている為。

校名の応募理由一覧

やまのうえ山の上小
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山の上４校の交流があるため。

現在の坂田小学校と大和田小学校が立地する地域には周西中学校や県立君津高等学校が隣接しており、毎年それら４校が共同で「山の上文化交流会」を 開催
している。新たな小学校と周西中学校について、令和６年度より小中一貫教育校として生まれ変わることが決まっており、ますます異校種交流が盛んになる
ものと予想される。現在、市立小中学校の校名には地名が用いられているが、将来的に特徴的な教育を展開する学校として通例の逸脱も適当であると判断し
た。また、小高い山の上に立地するという地理的特徴を象徴する語としても適当で、小学１年生のうちに履修する漢字のみを用いることで多くの人々にとっ
て親しみやすい校名である。

私が大和田小に在籍していた頃は、大和田小・周西中・坂田小の３校を「山の上３校」と呼んでいました。統合にあたり、周西中と小中一貫教育をされると
いうことなので、「山の上小学校」を提案いたします。

山の上３校は以前から大和田小・坂田小・周西中を含め呼ばれていた。

山の上にある小学校同士が合併するから（山の上にある小学校同士は珍しいと思ったから）。

山の上交流会で、大和田小とやっていたからです。

大和田小・坂田小・周西中で、「山の上３校」というから。

山の上の小学校（２校）の統合小学校

山ノ上小 やまのうえ 山の上にある小学校が一つになるから。

やまのうえ小 やまのうえ

ぼくは６月に君津に引っ越してきました。大和田小へ通ってまもなくして、大和田小・坂田小・周西中・君津高を「山の上４校」と呼ぶことを知り、その言
葉がとても印象に残りました。山の上４校では、様々な交流が行われているそうで、これらの学校に通う生徒たちは、とても慣れ親しんだ言葉だと思いま
す。また、「自然豊かな山の上にある学校」と誰もがすぐ覚えてくれるのではないでしょうか。あえて地名を入れないことで、今までの慣例などにとらわれ
ず、新しい歴史を作ってほしいという願いを込めました。「やまのうえ」と平仮名にした理由は、やさしく柔らかなイメージとなり、より親しみやすい校名
になるのではないかと思ったからです。誰からも愛され、希望に満ちた学校になってほしいと思います。

山の上小 やまのうえ
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一度聞いたら、すぐに覚えられる。

「鉄のまち君津」日本製鉄君津製鉄所に一番近い小学校で、そこで働く家庭の子どもたちが多く通う小学校です。君津を冠する小学校にふさわしいと思いま
す。

山の上から君津市街を見渡せる小学校はここだけです。今後入学する児童が増えるとの見込み。色々な場面で活躍出来る小学校。緑溢れる山の上の清風、響
き渡る子供たちの歌声を地域の人達が見守り、君津市の産業が近く、小中一貫を代表出来るような学校を目指せるように市の名前である「君津」がふさわし
いと思いこの名前にしました。

周西と、古くからの地名を残したいが君津になったので市を代表する名が良いと思う。

大和田、坂田と歴史ある名称は残したいが、どちらかに偏るのも悲しいし、大坂田とか併せてもアホっぽいし、周西はすでにあるし（卒業生です）、君津が
無難だと思います。平仮名の「きみつ」ではなく漢字の「君津」で。

各地区や、他校は、その地名がついてるからです。 例）青堀小学校は、学校が青堀にあるため。富津小学校は、富津市にあるため。飯野小は、飯野地区にあ
るため。 ですから、君津小学校で良いと提案いたします。

君津市の君津を付与し此の統合小学校より将来偉大な君津市を代表する偉人が誕生することを願い君津市に恥じない校名とした。

君津の中心部にあり地名である君津にも近く、君津高校も側にあるから。君津を代表する小学校として君津の名を冠し、ますます発展して欲しいとの願いを
込めて。今年、長男が大和田小学校に入学し、今後、二男と長女が入学予定です。

従来より君津中学校、君津高等学校が有ることも踏まえて。市の中心部にも近く、自身も含め、市勢に大きく関わった製鉄所関係者の子供が多く在籍した学
校であったので。

かつては、新日鐵で賑わっていた君津を代表するようなマンモス小学校でした。その頃の代表するような小学校へ、発展と希望を込めて、君津の代表になる
ような小学校になるように、君津小学校と思いました。

君津市郊外を見渡せる高台から子供達と共に益々発展する君津市を臨む学び舎であって欲しいと思い「君津小学校」としました。

新日鐵の近くでもあり君津とつく学校は少ないから

大和田小学校、坂田小学校の力をあわせて、君津の新しい小学校として、力強く令和の時代にふさわしい歴史をつくっていってほしいと願って。

君津高校と並んである小学校。坂田、大和田それぞれに想いもありますが、どちらの名前を入れても、いびつになりそうなので、一番無難な名前だと思いま
す。 本来なら周西小学校にするのが中学と並ぶと一番しっくり来ますが、それはもう既に他の小学校の名前になっておりますので、ここは君津で。

君津中学校や君津高校はあっても、小学校の名前に君津がつく学校はないと思い、シンプルではありますが君津小学校という名前が良いと思いました。

他にないから。

君津にあるから。

使われていないので。他に思い浮かびません。

君津と言えば日本製鉄！！その日鉄職員が一番多いのも大和田・坂田です。日本を君津を代表する会社、日本製鉄君津でも使われているように、市内の小学
校でもまだ使われていない「君津」を是非付けていただきたく、この誇らしい「君津」を県内に、日本中に、世界中にお知らせしたいです。はばたけ「君津
小学校」！

大和田小、坂田小は君津市の中心的な学校であるとともに、君津市を代表する学校になってほしいと思っているから。

君津市にある小学校。そして君津を代表する土地にある小学校として、絶対「君津小学校」がよいと思います。簡単明瞭です！！

君津を代表する小学校となってほしいので。

君津市の小学校だから。

君津小 きみつ
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私の子供が、大和田小学校を卒業しました。また給食の配膳としてたずさわっていました。大和田小は、私は卒業してませんが、親としても、また給食の 配
膳に勤めたこともあって、思い出の深い学校です。少しでも、名前も残したいことと、坂田の出身者の方も同じではと思います。坂田と大和田の坂と大の二
つ にちなんで坂和田小学校を希望します。

坂田と大和田の名前を残したい、和を中心に残していつも笑いの絶えない明るい学校になって欲しい、そんな気持ちから考えました。大和坂田(やまとさか
だ)も考えましたが、4文字だし坂和田が良いと思いした。

両校の名前を残したかった。坂田小学校を使用するので、先に坂にしました。
子供２人が大和田の卒業生なので大和田の名前も残したいです。

坂田と大和田を足して、両方にある田を活かしたいなと思いこちらの校名にしました！

どちらの名前も含まれていて、卒業生も寂しくないと思う。

２つの校名の一部を残した校名にして地域の人もＯＢも思い出を残せたらと思いました。

３３年前、木更津市より君津台に移り住みました。転校することに難色を示していた娘たち（４年生・６年生）が坂田小に転入した初日、親の心配をよそに
「お母さんただいま！」と元気な笑顔で帰宅したのを今でも覚えています。担任の先生、クラスメートに温かく迎えていただいたようです。
その後、隣接して小学校が２校あるのは何故？と疑問に思った。当時、新日鉄、関連企業の進出で児童数が激増し、大和田小学校開校、そして３０数年で逆
に児童数が激減し、合併すると聞き、驚いています。坂田小学校、大和田小学校を卒業した子どもたちは、周西中学校へ進みます。現市長が中島宏子先生と
して在任中、多くの子どもたちに慕われ、お世話になりました。両校を巣立った子どもたちも保護者にとっても、思い出深い２校の名を残したいとの強い想
いがあるからです。「坂田」＋「大和田」小で「坂和田」小学校。

坂田小と大和田小の名前を合体させたからです。

和は、友だちが多くなるからです。

坂田小と大和田小の２文字ずつとりました。仲良く平和の意味の和を入れたかったので、入れました。

坂田と大和田が仲良くできるように。

言いやすいし、２つの校名も残してこの校名にした。

坂田小のような感じでやりました。

大和田小の「和田」と坂田小の「坂」を合わせて「坂和田」小学校です。

人生には、大きな坂道があるけど、田んぼの稲穂のように、みんな元気に、元気に、みんなで、学んで欲しいですね。

『大和田』『坂田』どちらの地名も学校名も大切で残したいと思い、それぞれ二文字ずつ取り、合わせました。

統合される学校名を合わせたものを合わせたものを考えました。

合わせたらいいかなと思ったから。

どっちの学校の名前も残したいから。

2校の文字を入れた。

地域の名前をそれぞれ残し覚えやすい学校名を考えました。

統合するにあたり、大和田小、坂田小の名前がなくなるのはさみしく、2つをくっつけてみました。

私は大和田小学校の卒業生です。大和田小と坂田小の名前を残したいと思い、この名前にしました。一見、名前を合わせただけなので安易な感じもあります
が、そこで学び育った思い出もあるの で、卒業生の思い出も残しつつ、これからの生徒にも今までの歴史があっての、新しいこれからの学校生活を大切にし
てもらいたいと思いました。

どちらも二文字ずつ使って平等にしました！

坂田小学校に一年生だけ通いました。その頃、おおばかしょう、サカナしょうと揶揄し合っていたのを懐かしく思います。
学校名は両校無くしてほしくないという思いから、応募しました。

統合した２校を組み合わせた。

大和田小と坂田小が統合するから。

坂和田小 さかわだ

おおさかだ

大坂田小

おおさかた
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・立地の特徴的にわかりやすい。・坂の上にある大きな校舎で伸び伸び育ってほしい。・小学１年生でも書きやすい。・覚えやすい。私は、大和田小学校に
６年間通いましたが、急な坂と長い坂で毎日通うのが大変でした。でも、日が経つと坂に上るのが当たり前になり、自分の成長を実感することができて、と
ても良い経験となりました。卒業して大人になった今でもあの坂を上った学校で過ごしていたことは鮮明に覚えています。

山の上に凜と建ち、坂道を一歩一歩進む子どもたちの姿は希望に満ちている。

昔は田んぼも多く有りましたが、現在は新興住宅地に変わって、田んぼは殆ど無くなりました。両校に共通する点としては、高台にあり、偏見を無くした学
校名としては『坂の上小学校』が適当では無いかと考えました。

坂田の地名を残したい思いと、人生って登り坂もあれば下り坂もあります。子供達には負けずに自分の夢に向かって歩んでいって欲しいいう願いを込めまし
た。

坂田方面から行っても、大和田社宅方面から行っても、2つの学校は君津市を臨む、坂の上、山の上にある所から、決めました。

坂田の坂の上にあるので

大和田小と坂田小は坂の上にあるから。

坂の上にある小学校だからです。

坂の上の学校だから。

２つの小学校とも坂の上にあるから。学校が一緒になって、みんなで仲良く過ごしたいです。

統合に向けて、地域の方々の色々な思いがあったとうかがっています。やはり大和田小学校も坂田小学校もどちらも地域に愛された学校だったと思います。
学校所在地は坂田になりますが、大和田から分離した坂田や大和田の名だけをとるわけにもいかないと考えました。そこで、どちらかの名前も組み込まれた
学校名ができないかと考えました。 「やまとざか」という名前からだと違和感を感じてしまうかもしれませんが、大和田小、坂田小、周西中、君津高校の山
の上４校で以前から交流などもありましたから「やま」という言葉を入れました。これからも山の上の交流も深めていければと思います。また、統合後の学
区内には「人見山」があり、古くは「ヤマトタケル」が山に登り、「オトタチバナ」に想いを馳せたという伝承が残っています。「ヤマトタケル」と「オト
タチバナ」のように、互いを優しく思いやり、強くたくましく、輝く未来に駆け上がっていく子どもたちが育ちますようにという思いも込めまし た。

統合前の小学校も忘れずにいられる名前が良いなと思いました！

二つの名前を残したかったし、大和田(やまとだ)とも読めるところから。

両方の学校名を取り入れたほうがいいと思い、単純に大和田坂田（おおわださかた）じゃつまらないから ヤマトザカにしてみました。ヤマトザカ46をイ
メージして（笑）坂道グループ乃木坂46や欅坂46をイメージ、「ヤマトザカ」、なんか良くねー?みたいな　大和坂46小学校も有りですよw

２つの学校がより深く絆を育めるように

やっぱり統合になる前にこの2つの学校にそれぞれ通っていた方達が大勢いるのに名前を一切無くすのは、思い出も消える事になるので、呼び方だけ変えて
漢字を残した方がいいと思います。 今風で、漢字を見ればこことここが合併したんだとひと目で分かればいいと思います。

大和田小学校と坂田小学校のそれぞれから名前を残し、新しい読み方にしました。それぞれの小学校の特徴を残し、これからの新しい未来を作り上げてくれ
たらと思います。

大和田と坂田で田がかぶるので田を消して、大和と坂を足して大和坂にしました。
最近坂道のつくグループが人気なので、学校に上がる急な坂道を大和坂と名付けるのもいいのではないかしら。

大和田の大和、坂田の坂、両校の文字を取って。また、日本という意味の大和、丘の上に立地し、坂の上にある小学校であるという面から。

中学校では坂田と大和田が合同になりお互い仲が良かったのです。どちらの校名も残した卒業生も忘れない校名にした。

やまとさか
坂の上なので、坂の字は残したかったです。アイドルグループで「～坂」というのもあるので、それにかけてみたり。大和田・坂田という地区名も残した
く、 大和坂としてみました。

坂の上小 さかのうえ

大和坂小
やまとざか
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大和田小学校が無くなったので、名前だけでも残してほしいから。

大和田小学校が廃校になるので、せめて名前でも残してほしいからです。

大和田小の「大」、坂田小の「田」、２校が「和」でつながるイメージから作成しました。従前の「大和田小」と名は同じですが、思いが違います。

校舎を坂田に譲ったのでせめて名前だけでも残してほしいから

たくさんの思い出があり、校庭にある大和田ランドが大好きだったので、大和田小学校の名前をそのまま残して欲しいです。

大和田小学校が無くなるので、せめて名前だけでも残してほしい。

坂田小学校は元々大和田小から分かれた兄弟校のはずです。 統合するならば、最初の学校名にするべきだと思います。子ども２人が大和田小の卒業生なので
大和田小の校名存続を求めます。

君津市立大和田小学校が廃校となり何も残らないので、名前だけでも残してほしい。

平成28年2月に周西公民館で行われた地域説明会では大和田小学校に吸収するという話でした。昨年末に坂田小学校に統合と聞き、正に『寝耳に水』でし
た。未だに納得・理解に苦しみます。学校名は大和田小学校で残して欲しいと願います。

私は周西小学校の卒業生です。私が小学校６年生の時に大和田小学校が分離しました。元は周西小学校からの分離ですし、大和田小学校、坂田小学校も同じ
学区でした。ですから周西小学校から北側にあるので周西北小学校が良いと思います。

東西南北周西の地名を尊重し、周グループで競合し合い学業、思い、健康等をはぐみ地域全体が一本化してレベルアップを願い決めました。

二つの学校の間に周西中学校があるので周西という言葉を入れました。 周西小はすでに存在するので、周西小の北にあるという意味で北を入れました。

地域の状態から

位置的にその名前が一般的に思うから。

周西小学校に入学し、大和田小学校を卒業した者です。たぶん私の2年後輩は、周西小学校に入学し、大和田小学校ができ、坂田小学校で卒業された方もお
られると思います。生まれ育った地域を誇りに思い大切にしたいと思います。大和田、坂田という地区名で納得できない方がいるようですので、より大きな
地域を指す周西の北の丘に立地すること意味する。また、この地の変遷を大切するとともに、周西小学校と兄弟、姉妹であると言う思いを込めました。

周西地区には初めは周西小があり、人口増加の為大和田小と坂田小が出来たので、周西小から見て北に位置する小学校という意味です。山の上には周西中 が
あるので、同じく「周西」と付けるのが良いと思いました。少子化が続いていますが、周西地区の子ども達が地域を元気にしてほしいと思います。

君津市の主要駅、君津駅北口側に位置していると共に周西小学校や、周南小学校等があるように、同じ周西を入れた小学校が相応しいのでないか？と、思っ
たからです。また、シンプルかつ子供達が覚えやすいのではないか？と言う思いから考えました。

周西地区で周西小学校の北側に位置するから。

君津市の一番西にある小学校なので、新校名にしてみました。

市内の一番西側にある小学校だから、新しい名前を選びました。

君津市の西に位置しているため。大和田、坂田の統合校として躍進して欲しいです。

君津市の西部にある小学校だから。

君津市の一番西にある小学校なので、今までの名前を残さず新しい名前にしました。

統合して新しくなるので、名前も新しくしました。君津市の一番西側にある小学校なので命名しました。

君津の西側にあるから。あと、たぶんこのような名前がないと思うので、これにしてください。

大和田小 おおわだ

周西北小 すさいきた

君津西小 きみつにし
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在校生、卒業生、また地域の住民にとっても、現在の校名が無くなってしまうのはさみしい気持ちもあるかと思い、２つの学校名を合わせた校名を提案した
いと思います。

２つの学校の名前から一文字ずつ取って「大坂」しました。読みにくさをふまえて、「田」は省きました。どちらの小学校も坂を登って登校するので、大き
な坂をのぼる小学校と言う意味もあります。

２つの坂をのぼったところにある学校なので、坂を上るようにどんなことも頑張って達成できるような学校になるようにという思いを込めました。

大和田小の大と、坂田小の坂を組み合わせてみました。

ただおもいついた。

どっちの名前でもだめなので、二つを混ぜて大坂小学校にしました。

大和田小の大と坂田小の坂を取って大坂小学校

大和田小、坂田小、周西中を「丘の上３校」と呼んでいたと思います。坂田小学校だよりも「丘の上から」となっていますし、ピッタリな名前だと思いま
す。

高台の安心した立地で、すくすくと明るく元気いっぱいに育つ子ども達にはそのまま、丘の上にある学校で親しみやすい可愛い名前がいいと思いました。

製鉄所を望む丘の上にある学校。坂田小学校の校歌の歌詞からもイメージするように、丘からの故郷の景色を見ながら、希望と元気があふれる子ども時代を
送ってほしいし、将来故郷を離れてもその景色とともに故郷を思い出してほしい、という思い。

大和田や坂田と言う地名に拘らず、大和田丘陵と言う「丘の上」に建つ新たな統合校として、保護者・生徒共に新たな気持ちでスタートして欲しい。

おかのうえにある坂田小に、6年間毎日歩いて通いました。健脚な子供たちが健やかに育ちますように！

丘の上にたつから。

おかの上小 ただおもいついた。

地元の皆様昔からの歴史を深く愛していると思い、両校の名を一字ずつ合わせ、両校の地域の人達が永久に仲良く勉学に励む事を祈念し命名した

両校が今まで培ってきた歴史に新たなステージへと考え1字ずつとりました。

（運動会の）スローガンに、「歴史に残そう」と書いてあって「大坂」は違うので、パパが「坂和は？」と言って、私もいいなと思ったので、この名前にし
ました。

大和田と坂田が合体したら、こういうのがいいかなと思いました。

合体させた

小学校は思い出の中にあるのは住んでいた地名と結びつく。
大和田と坂田の字を入れる事で二つの小学校があった事そしてこれからも手を取り合って新しい小学校を作って行く希望になると思います。

大和田小学校と坂田小学校の一文字ずつを使い、それぞれの歴史を残しておきたいと思い、この校名で応募しました。坂の上にある、和やかな小学校とし
て、新しくスタートしてもらえたら、と思います。 （坂田小保護者）

大和田の和と坂田の坂をつなげました。

２つの学校が合わさって「和」となるから、これにしました。

誰もが卒業した学校名がなくなってしまうのは寂しい思いがありますが両校の名前が入るように考えました

大和田の大和の部分と坂田の田が重なるのですべての漢字が残り両方の学校の名前が残るため、卒業生にもさみしさが残らないかと思い、これにしました。

二校を統合したのでその二校をの名前を後世の人々にも分かるように。

両校とも想いのある学校と思われますのでどちらも消さないで平和になると思います。

統合後の学校が坂田地区に所在するため。

新しい校舎は坂田小と聞きました。だから、名前は坂田小でもいいと思います。でも、私は大和田小の思い出を消したくありません、せめて、大和田小の校
舎は壊さないでください。

坂田小だから

この学校に通っていたので、思い出があるから、坂田小にしました。

大坂小 おおさか

丘の上小
おかのうえ

坂和小 さかわ

和坂小 わさか

大和坂田小

やまとさかた

おおわさかた

坂田小 さかだ
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一番そのままでいいと思います。

中学校が周西中なので小学校も同じ呼び名にする事で小中一貫校に向けて進めやすいのではないかと考えました。既存の周西小は周西南小に改名したら中学
校とも呼び方が同じで混乱はないかと考えました。

１,２校が別れる前の由緒正しい名前だから　２,同名の中学校があるから納まりか良い

聴き慣れた名前の方がいいのでは、私の小学校も廃校になりました。

旧周西村を愛する住民として残してほしい地名だから。

現在の君津市は、旧周西村の人見ヶ浦の海苔の養殖が源であります。それから１世紀以上の長い歴史を経て、今日があります。新しい校棟に最も相応しい地
域だ。山の上から見る人見ヶ浦（現製鉄所）の発展はこれからも長く続くことでしょう。

人見地域には、漁業資料館があり、その内に旧周西村の人見ヶ浦の名があります。そこに昔の人が海苔の養殖のお話もありましたので、とても良いと思いま
した。

学校から漁業資料館に勉強に行った時、君津市ができる前は、周西村という名前を知りました。その時のお話に、今の日本製鉄のあるところは人見ヶ浦とい
う地名だった。今は使われていませんが、昔の名前が良いと思っています。

両校の名前をつけました。

坂田と大和田をまぜました。

さかたおおわた 坂田小と大和田小の名前がなくなるのが嫌だから。これからも２つの小学校の名前が残ってほしいから。

周西中学校と坂田、大和田小学校と合わせて山の上三校と言っていました。みんなに親しまれる良い名前だと思っているのがその理由です。

山の上にある学校で、君津高校、周西中、坂田、大和田小学校が集まって行われる、山の上交流会という行事を参考に考えました。自然豊かな印象もあり、
山の上にある学校という特色を活かした名前だと思います。

君津駅に近く山の上に位置しているので名付けました。

君津市の花であるミツバツツジからと、丘の上にあるのでこの名前にしました。子供達が楽しく通える学校になりますように

つつじの丘はないけど、通学中に咲いてるつつじの蜜を舐めてた思い出から

躑躅ヶ丘小
（つつじヶ丘小）
（ツツジヶ丘小）

君津市の市花でもある躑躅。私が在校生としていた頃は登下校の時に綺麗に咲いている躑躅を見て癒され勇気づけられたのを覚えています。雨の日も風の日
も綺麗に咲き続けていた躑躅…。子供達も雨や風、どんな状況でも綺麗に咲き続けてほしいとの思いであります。躑躅と言う漢字は難しいかと思うので、躑
躅の部分だけ平仮名若しくはカタカナでも良いのかと思っております。

しんさかた 小学校が建っている住所が君津市坂田です。坂田大和田小学校及び大和田坂田小学校では名称が長いので、新坂田小学校にしました。

しんさかだ 「新しい」の新、「坂田」の坂、「大和田」の田

おおだ 大和田小の大と、坂田の田をとって、大田小にした。

おおた 無記入

地域名全体を指す「周西」に、「山の上4校」として交流を深めてきたことを踏まえ、山の上にあることを明確にして、周西の文教地区にある学校として歴
史を重ねてほしいという思いを名前にこめました。

昔から周西という地名があり周西中が隣にある事。山の上に昔からあり、昔から山の上３校と言われている

君津で一番人数が多く、大きい学校になるため。

君津を代表した良い学校になってほしいから。

地元の氏神様である人見神社より頂きました。自宅の側には[人見こども園]もあり、毎日園児たちの明るい声が聞こえます。そこに通う園児たちはもちろ
ん、一度聞けば覚えやすく地元の人たちには親しみやすい。耳障りも良いフレーズだと思います。またアルファベット表記にした時もHITOMIという並びは
簡単で良いのではないでしょうか。みんなに愛される簡単で明瞭な人見小学校をどうぞ宜しくお願いします。

ずっと昔から、ここの地域の子どもたちを見守ってくれている「人見神社」の名前から。

周西小 すさい

人見ヶ浦小 ひとみがうら

坂田大和田小
さかだおおわだ

君津山の上小 きみつやまのうえ

つつじヶ丘小

つつじがおか

新坂田小

大田小

周西山の上小 すさいやまのうえ

君津第一小 きみつだいいち

人見小 ひとみ
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人見神社を有する、君津市を一望出来る獅子山の山頂に、建つ小学校。
子供たちに獅子の様に雄々しく有り、天空に羽ばたいて欲しいと願う。

私自身は大和田団地に長く住み大和田小学校へは通いませんでしたが、周西中学は卒業しました。その時いつも感じていたのは、人見神社からの風景でし
た。友達ともよくそこから東京湾を見ていました。今後も是非残してほしい風景ですし、大切な神社だと 思います。そこで人見小学校とも考えたのですが、
人見神社のホームページを見て人見山の旧名を知りました。この名とこの地の由緒については、これからこの 小学校に通う子供たちや保護者の方にも知って
ほしくあえて、獅子山を頭につけました。新しい名の由来を知り、温故知新の良識を子供たちに持ってほしい事と 郷土史にも関心を持ってほしくこの名を応
募いたします。

令和に統合された事が分かる。

まさしく令和の統合であり、大和田の和も入り、子供達も喜ぶんではないでしょうか！

君津市の小学生や住んでいる人は緑（しぜん）を大事にしているので、これからも緑を大切にしてほしいという願いで、緑小学校にしました。

ぼくは未来に緑を残したいから緑にしました。緑が残れば、虫も絶滅しなくて済むからです。

君田小 きみた すばり大和田小と坂田小の「田」を取り込んで。「君」は君津、「田」が大和田と坂田を意味する。

周西西小 すさいにし
周西小、周西中、周南小、周南中、周西南中、周東中と「周○小中」といった名前が君津市の学校で特徴的です。周西小よりもさらに西にある小学校とし
て、周西西小学校を提案します。

君丘小 きみおか

坂田小・大和田小は丘の上にあります。私は小中学生の時間を、この丘の上で過ごしてきたため、思い入れがあります。小さな子どもの身では、登下校は大
変でしたが、大きくなるにつれて丘が小さく見えてきたり、上るのが速く感じたりと自分の成長に気付かせてくれます。また、市外の高校に入学してあの丘
に登らなくなった今、寂しさを感じます。坂田小の校歌で「丘に立てば海の風」という歌詞があり、丘の上４校にとって無くてはならない存在です。四季
折々の表情が豊かで、私たち卒業生らを見守ってくれた君津の丘にある小学校という意味で付けました。在校生、入学生に気持ちが伝わる、あるいは共感し
てもらえたら嬉しいです。

坂田山の上小 さかたやまのうえ

この地域の歴史（農業・漁業から日本製鉄の進出により海の埋立て、区画整理により都市型地域に変化、人口も増加し、坂田の山の上に高校・中学・小学校
と自然豊かな環境下で多くの卒業生を教育し送り出した）を踏まえ、現在も４校の連携充実を図っています。今後世代も時代も大きく変容するであろうと思
いますが、この地域の「山の上」と教育環境を是非校名に取り入れていただけたら幸いです。

君が丘小 きみがおか
君津駅から見える丘に並ぶ学校がいま４校あります。私自身は周西中学校出身です。丘の上の校舎から見る君津市は大変すばらしかったことを誇らしく今も
思っております。君津の丘に並ぶ学校「君が丘小学校」がふさわしいと思います。

坂田ヶ丘小 さかたがおか
現在、孫が大和田小学校にお世話になっていますが、「お山の学校」と言っているので、「地名と高台にある学校」ということでこの校名としました。ま
た、あと二人の孫も通う学校なので、採用されたら嬉しいです。

令和未来小 れいわみらい 未来に希望を持って羽ばたく子ども達になってほしいから。

あさひ小 あさひ ２校とも丘の上にあり、君津市の中で最も早く朝陽が望める小学校だから！さらに、一年生でも書けるようにひらがなが良いと思いました。

山の手小 やまのて 山の上にあり緑も自然も多く環境も良いため。

君津中央小 きみつちゅうおう 君津市の発展と共に育ってきた両小学校。君津の名前を引き継ぐにふさわしいと思います。

君津大坂小 きみつおおさか 君津高校があるから大和田の大と坂田の坂で君津大坂小学校にしました。

君津日鉄小 きみつにってつ やっぱり君津は新日鐵だから。

君津未来小 きみつみらい 新しい君津、希望の有る君津をこれからの子供たちにお任せしたいとの思いから

しあわせ小 しあわせ

●「しあわせ」と、口にするたびに、少し幸せな気分になります。●小さいころから、日々のなんてことない時間がとても幸せなことであると言うことを、
学べる学校であってほしい。その気持ちが強く根付く事で、人生に対して何事も肯定的になれ、辛い事があっても、小さな幸せに気が付くことができ、 立ち
直れる力が備わると思います。学校の教育も、競争をさせる、従わせるということを徐々にやめていき、個々が生きていることを嬉しく思う、個性を尊重す
ると言う風になれば良いなと思います。そしてまず、「幸せ」を教える先生自身がまず、たっぷりと幸せであることが大事だと思います。先生がわくわくす
るような教育、システム、先生の個性をおもしろがってくれる環境作りも必要だと思います。 新しい令和の教育は、みんながみんなを尊重して、心にゆとり
を持ち、本当の「幸せ」を感じられるようになって行くことを、願います。

ヒルズ小 ひるず 出身校に誇りを持てる高級感溢れる響きに加え、グローバルに通用するネーミングにより世界に羽ばたく人材育成の一助になると思い名付けました。

君津光明小 きみつこうめい
仏教の教えで「光明とは、迷妄の暗闇を破り真理の明るみを表し出す光のこと。」とあります。混沌とした時代の中で、君津という土地に生まれ、育ち、未
来に向けて、明るい希望や夢を担う人が育って欲しいという願いを込めて。

君和田小 きみわだ 市、地名の良いとこ取り

緑小 みどり

獅子山小 ししやま

令和小 れいわ
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青空小 あおぞら

世の中が、今、コロナや地球温暖化など、子供の頃には経験することもなかった、多くの脅威に、今一番楽しい少年時代を、運動を制限されたり、マスク を
して３密等々、多くの事を強いられ、心が傷む程に、可哀想な時を子供達は過ごしています。我々大人が皆で協力して、少しでも早く過ごし易い環境に戻れ
る よう、そして子供達が校庭で駆け回わる姿や、その子供達が大きな青空に向かって、元気に育って行く姿を想い、夢を与えてくれる大きな空(青空)と名付
けました。

坂田大小 さかだだい 全く新しい名前にすると卒業生の母校感がなくなってしまうことや、全く新しい名前は覚えにくいという点から提案させていただきます。

山上小 やまがみ 山の上に昔から聳え立っていた学校なので、この名前が良いかなと思いました。

北小 きた この名前がすんなり入ってきました。どちらにも いいのではと 思います。

大誠小 たいせい 夢を持って誠実な子供になって欲しい。

大坂山小 おおさやま
大和田小の大は大切さや大きい自然の山である。坂田小の坂は子どもたちが未来を登る坂であるので坂を取り大坂山小学校にしてみました。大和田小、坂田
小の卒業生も忘れたくないので、最初の文字「大」と「坂」を入れて、山に自然がいっぱいあるから山をいれました。

周淮小 すえ
周西、周南、そして小糸清和合併の周東が出来、それらの大元である周淮こそが歴史と伝統を重んじ、これからの未来に託すことのできる、正に温故知新を
大切にしたい願いがあります

望みの丘小 のぞみのおか
昨今、子供の虐待やイジメと呼ばれる犯罪に巻き込まれるという悲しいニュースが多く感じられ日々胸を痛めております。そんな中でも、子供達には健やか
に元気に、希望を胸に大きく成長してほしいと願っています。

青葉小 あおば 児童が青葉のようにすくすくと元気に学び、友達を作って欲しいから。

大田坂小 おおたさか 大和田、坂田小学校の一部名前を残してやりたい。

和田坂小 わださか 新しい学校名を聞いても(見ても)両校が浮かぶのと、ともに仲良く小学生が元気よく通学する事を祈ります。

大森坂小 おおもりさか
卒業生では無いですが坂田小と大和田小のイメージは坂の上の森の中。同じイメージを持つ方は多いと思うので、そのイメージと、大和田の大、坂田の坂を
残した校名が良いと思いました。

さくらの山小 さくらのやま
三人の子供たちが計18年浜田重工からの坂をてくてくと通学しました。きっといろんな日があったことでしょう。父と母はミニバスやら少年野球やら土日
に通る坂道。桜満開の道を何回通ったかな。そして来年の桜の道は孫の通学路となります。コロナで大変な時代ですが、どうかみんなが 元気に通える日々に
１日も早くなりますように！

西周西小 にしすさい 周西小学校は既に存在するし、周西西小学校だと、ややこしい名前になるかな。それなら上下から読んでも同じというユーモアも含めて、コレ!に。

坂田の丘小 さかだのおか
坂田の高台から工場群や住宅街を見渡し、そこで暮らす人々の営みを感じ、自らの進むべき道をしっかりと見据えられる子どもたちの育つ場所となってほし
い。

周山小 すやま
大和田小学校も坂田小学校も山の上にあるのは同じです。なので山という漢字は使いました。周西の周という漢字地名からも残していきたく２つをあわせま
した。

ひろがる小 ひろがる
この小学校に入って友だちと出会い、友だちの輪が広がる。先生や地域の方々と出会い、人の輪が広がり、他人を思いやるたくさんの優しさを持った子ども
たちが育つ。勉強をして知識が増え、体が強くなり、情操が豊かになり、夢が広がる。夢に向かって進める希望が湧き、未来が広がる。そのような大きな可
能性を持った子どもたちが育っていってほしいとの願いを込めました。

高尚小 こうしょう
私は、大和田小学校の卒業生で、現在、我が子が大和田小学校に通っています。子供達と統合について話しをしていた時、私は少し寂しい気持ちでしたが
子供達は、そうでなく、どんな先生がいるかな？どんなお友達がいるかな？と、前向きな考えでした。それならば、2つの学校の良い所を子供達にどんどん
学んでもらって勉強にスポーツと、君津っ子らしく！高尚の心を持って学校生活を送ってもらいたい！そんな願いを込めて考えました！

君津の丘小 きみつのおか もともと両校とも、丘の上にあり君津市の街並みを一望出来、児童たちに君津市に誇りと愛着を持って通学してもらいたい為、この校名にしました。

君津夢が丘小 きみつゆめがおか 丘の上に立ってこれからの希望を夢見ていくとの想いから。

二田小 にた 坂田の田と大和田の田で2個田んぼがあるので二田にしました。

世翔小 せしょう 世界にはばたくように！

山の上汐風小 やまのうえしおかぜ
山の上３校のうちの２校が合併になるので、山の上というのは付けて欲しいと思っています。坂田小と大和田小の両校に在校した事がありまして、両方の校
歌の一番に海の風がバーンときてイメージしやすく、潮風だと塩害を想像しやすく、海丘だと波岡中と被るので…。汐風を提案します。

海の見える丘小 うみのみえるおか

坂田、大和田地区は製鉄所が進出する前までは、海苔の養殖や漁業が盛んでした。そのことを考えると海で生計を立てていた昔のことを思い出させるネー ミ
ングが良いと思いました。また広い君津市内で唯一海に面している小学校である事と現在でも校舎に登ると遠くには海を見ることができます。この事から海
の 見える丘小学校が良いと思います。将来に向けて海の様な広い思いやりと広い心を持った子供たちが巣立って行ける様な学校であったらとの願いも込めま
した。
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君津湊小 きみつみなと

統合校区は小糸川の河口部一帯に当たる。この地はかつて、小糸川流域の物資が川舟で集まり、江戸へ向かう水運の集積地で、かつ房総往還に接し、便利で
賑やかな交通の要だったことが伺われる。その歴史を含みつつ、かつ君津が誇る製鉄所や、広く東京湾を望む丘の上に位置する統合校が、そこから巣立ち 世
界へ“出航”していく児童の出発地点として栄えることを願って「湊」の字を提案した。湊の字のみでは上総湊と混同するので、君津市の君津地区であるこ
とを示す「君津」をかぶせた。「君津」以外には「周」の字をかぶせることも考えたが、「すそう」は語呂が悪い上に「周東」と混同するので避けた。な
お、自然に考えれば、周西中と小中一貫校にするなら「周西小」の一択だが、周西小は既にある。「周西北小」では周西南中と対のようになってしまうし、
「君津小」では君津中と対になってしまう。次点は二校の校名を融合する「坂和田小」、自然に所在地の名を付けて「坂田小」か。

三つ葉小 みつば
君津市の市花でもあるミツバツツジから抜粋しました。花が散り新しく誕生する三つ葉(ミツバ)の様に緑豊かに育っていく…。子供達も三つ葉の様に豊かに
力強く育ってほしい。

末末小 すえずえ 今現在、暗いニュースばかりだが未来のある子供達には明るく前を向いて前進し明るい未来を築いてほしい。

周西の丘小 すさいのおか
坂田小学校、大和田小学校のどちらの地域の人々からも違和感なく親しみを持てる小学校となりますように。この50年、山の上三校で成長してきたことを
繋げていけるよう、周西中学校区の丘にある小学校というわかりやすい名前がいいなと思いました。

新大和田小 しんおおわだ
校舎は坂田小学校が残ると聞きました。大和田小学校の卒業生として、大和田小学校が消えるのは寂しいので名前だけでも残したく、新大和田小学校で応募
します。卒園した周西幼稚園もなくなり、大和田小学校までなくなるのは、とても悲しいです。宜しくお願い致します。

爾今小 じこん 今を…今この時を懸命に生きて未来を明るくしてほしい。

君津鉄人小 きみつてつじん

大和田小学校区も坂田小学校区も、何も無い丘が次々と開拓され、団地や家が建てられ、全国から多くの人が移り住んで来て栄えたと聞いています。それ
は、新日鐵という日本の鉄鋼業の先駆けとなった会社がこの地になければ叶わなかったことであり、現に我々の父親の代が汗を流して働き、その子の代が父
の後を継ぎ、また子を育て、今に至ります。しかし、時代は変化し、新日鐵という会社も名を変えてしまいました。この地域の土台となった先祖の鉄人魂を
大事にしたい思いから、この名前を考えました。

未来の丘小 みらいのおか 未来に向けた名前をつけました。

星連小 しょうれん
その時代の変化に応じた柔軟な方向性を学ぶ校風を願って。地元、人見神社下の青連寺（星連寺）より　北斗七星は、①「妙見信仰」の神、②方角を知る目
印、③星が連なる

大和田坂田小 おおわださかだ 大和田／坂田の名前に愛着を感じます。娘と息子が就学、お世話になりました。

明晴小 めいせい
山の上にある学校は、空に近く光がたくさん降り注ぎ、明るく雲一つない晴れた青空のイメージがあります。新しい小学校で学ぶ児童の進んでいく未来が晴
れ晴れしく明るく輝く未来であることを願い、この校名を考えました。

開晴小 かいせい
新しい学校の名前を考えているとき、小高い山の上にある学校は、空に近く、光がたくさん降り注ぎ、明るくて雲一つない開かれた晴れた青空が思い浮かび
ました。新しい小学校で学ぶ児童の輝く未来が晴れ晴れしく明るく開かれた未来であることを願ってこの校名を考えました。

雅周准小
みやびすえ
（みやびすず）

１８９７年（明治３０年）郡制施行により望陀郡、周淮郡、天羽郡の区域をもって君津郡が発足（ウィキペディアより）。古墳時代から、坂田、大和田を代
表する地名であり、君津を代表する小学校となってほしいことと、上品で優雅な知的に洗練された情趣美を兼ね備えてほしいので、頭に「雅（みやび）」と
付けました。

周准小 すえ（すず）
１８９７年（明治３０年）郡制施行により望陀郡、周淮郡、天羽郡の区域をもって君津郡が発足（ウィキペディアより）。古墳時代から、坂田、大和田を代
表する周准という地名であり、君津を代表する小学校となってほしいことより、命名しました。

坂田丘の上小 さかだおかのうえ
以前から、坂田小・大和田小・周西中・君津高校の４校でいろいろな活動を共にし、丘の上として連携しあってきたので、「丘の上」としました。坂田を加
えたのは、君津のどこにある小学校かわかるためです。これからも、この良き伝統を保っていってほしいものです。

周北小 すぼく 大和田・坂田地区は、君津市の北の方にあり、君津には周西小、周西中、周南小、周西南中、周南中、周東中があり、それにちなんで付けました。

周西山小 すさいざん 周西小と名付けたいが、市内には周西小があり、かぶるため、周西山小にしました。山は山の上にあるため、周西の後に山を付けた。

周西東小 すさいひがし
周西地域の人たちにも、喜んでもらえるようにと考えました。大和田・坂田の友達たちが楽しく小学校生活を送ってもらうために考えました。大和田・坂田
学区で一緒に行ってもらえるように願います。

坂山大小 さかやまだい 坂田小と大和田小は、山の上にある学校だからこそ、この名前にしてみました。

ミライ大坂小 みらいおおさか ミライは楽しく、うれしい学校にしたいから。大坂は大和田小学校の大、坂田小学校の坂で大坂、合わせてミライ大坂小学校。

大坂・丘の上小 おおさか・おかのうえ 大坂小にしたのは、大和田小・坂田小の頭文字を取って作りました。丘の上にあるから丘の上小学校にしました。

月小 つき 坂田小と大和田小も山の上らへんにあるから、夜に月がよく見えそうだから。

和田小 わだ 坂田小と大和田小のまんなかの字を合わせました。

おおわださかだ小 おおわださかだ 大和田小と坂田小が一緒になるから。

君津総合小 きみつそうごう 大きく一つにまとまっていこうと思って考えました。
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三津葉小 みつば
坂田小・大和田小・周西中学校が一貫教育になるので、三つの小中が葉となって三津葉のクローバーのように教育してほしいです。あと、三津葉の津は君津
の小中教育で育ってほしいから。君津のミツバツツジの花のように勉強の花が咲いてほしいです。

大坂和田小 おおさかわだ みんなの意見をまとめました。

坂上小 さかがみ 大和田小も坂田小も坂の上にあるから。

山幸小 さんこう 「山」の上の３校がいつまでも「幸」せな象徴であるように。

山交小 さんこう 山の上の３校の学校が、交流していつまでも仲良くいてほしいという願いを込めた。

新みどり小 しんみどり 自然に囲まれているから。

桜ヶ丘小 さくらがおか

周西地区の丘陵にある学校は、学校建設・開校に併せ、多くの桜が植えられました。この各学校も、開校から５０年以上を経過し、多くの児童・生徒がこの
桜に見守られ通学し、この桜の下から、社会に飛び出していきました。
◇桜の丘陵
学区の桜の本数：２４３本（2020/3 個人調査：目視のため正確ではない）内訳：大和田小１８本、周西中７０本、坂田小６６本、君津高８９本
この他、ポリテクセンター大木２～３０本、峰の連なる君津台大関池周辺９０本などがあります。
◇桜について
桜（サクラ）の英語の花言葉は、精神の美「spiritual beauty」、優れた教育「a good educetion」です。美しい精神を育てる・優れた教育は、小中一貫
校・キャリア教育を目指す新学校にふさわしいキーワードとなるでしょう。君津きっての文教地区にふさわしい、この小高い桜の丘に、新しい学校が生まれ
るにあたり、校名「桜ヶ丘小学校」を応募します。

太陽小 たいよう
児童・生徒・卒業生・地域住民の方々にとっては、正直、大和田・坂田と名前を残してほしいと考えている方々が多数だと思います。
太陽にした思いは、在校生・卒業生・地域住民の方々皆さんが光り輝いている、皆さんが常に主役で照らしてくれる、そんな願いを思いを込めてです。

うみ小 うみ


