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川島町小学校統合協議会による校名案の選定結果について 

 

（１）校名案選定（最終）までの経過 

 

６月３０日 校名案応募締切り                      ３４１件 応募 

 ↓ 

７月２７日 第２回校名・通学・廃校利用部会・会議        選考 

※ ３つのカテゴリー設定（下記参照）   

  ↓ 

８月３１日 第２回川島町小学校統合協議会･全体会議  ３０件  選定 

  ↓ 

９月２７日 第３回校名・通学・廃校利用部会・会議   １０件 選考 

    ↓ 

１０月３日 第３回川島町小学校統合協議会・全体会議  １０件 選定（最終） 

   

 

〇校名案（３０件）の選定にあたって設定した３つのカテゴリー 

 

～ 抜粋 校名案選定要領から～ 

 校名案選定要領の２「校名選定の考え方」には下記事項を記載している。 

（２）児童が喜びと誇りを持てるような言葉とします。 

（３）新設校としての趣旨・期待等を表す言葉とします。 

   ※自然環境や地域の特徴・風物、継承したい特色（理念信条、評判、校風）、

故事・名言、人間の成長や勉学を象徴するものについても考える。  
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（２）校名案（３０件）の選定について 

 

第２回川島町小学校統合協議会・全体会議において、応募された全ての校名案に

基づき、「方位」、「地域の特色」、「将来に対する期待感」の３つのカテゴリーの観点

から、３０件の校名案を選定しました。 

 

（仮称）三保谷・出丸小学校校名案 ： （仮称）八ッ保・小見野小学校校名案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ １ 太字は校名班員から挙げていただいた校名案 

※ ２     方位 

地域の特色 

将来に対する期待   

川島南：川島北 

南：北 

かわじま南：かわじま北 

   川島町南：川島町北 

圏央南：圏央北 

南：東 

けやき南：けやき北 

 

輪中の里(郷)南：輪中の里(郷)北 

平成の森南：平成の森北 

輪中南：輪中北 

さくら南：さくら北 

ぬのしり郷南：ぬのしり郷北 

地域の特色 将来に対する期待 

方位 

稲穂(いなほ)南：稲穂(いなほ)北 

みのり南：みのり北 

川島夢の郷南：川島夢の郷北 

夢の郷南：夢の郷北 

希望の郷南：希望の郷北 

ひばり野南：ひばり野北 

川島ひばり：川島つばめ 

白鷺：嚶鳴 

みのり：みずほ 

みずほ：みのり 

いなほ：みのり 

夢の郷：希望の郷 

 

あすなろ川島南：あすなろ川島北 

川島ふたば南：川島ふたば北 

 

川島つばさ：川島みらい 

若竹：若苗 

あけぼの：しののめ 

かわじま桜：かわじま菜の花 
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（３）校名案（３０件）に基づく校名班での選考にかかる協議・検討について 

 

 第２回川島町小学校統合協議会･全体会議において選定された３０件の校名案に

ついて、校名班で、さらに協議・検討した結果、つぎのような意見にまとまりまし

た。 

 

・「方位」、「地域の特色」、「将来に対する期待感」３つのカテゴリーに基づき、各

区分からバランスをとって選考する。 

・長い名称は選考しない。 

・意味が分かりづらい名称は選考しない。 

・方位を含む校名案については、「南」と「北」を選考する。 

・子どもにわかりやすい名称とする。ただし漢字表記を否定するものでない。 

・他市町村の学校と名称がダブる場合も考慮し、名称の前にあえて「川島」や「か

わじま」を入れることにも配慮する。 

 

（４）校名案（１０件）の選定について 

   

校名班による協議・検討の結果、９月２７日の第３回校名・通学･廃校利用部会・

会議で、１０件の校名案を選考することが決まり、さらに１０月３日の第３回川島

町小学校統合協議会・全体会議において、最終選定しました。 

 

 

川島南：川島北 

かわじま南：かわじま北 

けやき南：けやき北 

輪中の里(郷)南：輪中の里(郷)北 

さくら南：さくら北 

川島ふたば南：川島ふたば北 

稲穂(いなほ)南：稲穂(いなほ)北 

みのり南：みのり北 

ひばり野南：ひばり野北 

つばさ南：つばさ北 

方位 

地域の特色 将来に対する期待 

※説明： 校名案の組合せ（〇〇〇：〇〇〇） 

左が（仮称）三保谷・出丸小学校の校名案、右が（仮称）八ッ保・小見野小学校の校名案です。 
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校名案（１０件）一覧表 

 

№ （仮称）三保谷･出丸小学校校名案 （仮称）八ッ保･小見野小学校校名案 

１ 川島町立 川島南 小学校 川島町立 川島北 小学校 

２ 川島町立 かわじま南 小学校 川島町立 かわじま北 小学校 

３ 川島町立 けやき南 小学校 川島町立 けやき北 小学校 

４ 川島町立 輪中の里（郷）南 小学校 川島町立 輪中の里（郷）北 小学校 

５ 川島町立 さくら南 小学校 川島町立 さくら北 小学校 

６ 川島町立 稲穂（いなほ）南 小学校 川島町立 稲穂（いなほ）北 小学校 

７ 川島町立 みのり南 小学校 川島町立 みのり北 小学校 

８ 川島町立 ひばり野南 小学校 川島町立 ひばり野北 小学校 

９ 川島町立 川島ふたば南 小学校 川島町立 川島ふたば北 小学校 

１０ 川島町立 つばさ南 小学校 川島町立 つばさ北 小学校 

 

 

 

 



 

校名案（１０件）に対する思い 

№ 
（仮称）三保谷･出丸小学校

校名案 

（仮称）八ッ保･小見野小学校

校名案 
校名に対する思い 

１ 
川島町立  

川島南 小学校 

川島町立  

川島北 小学校 

方位は、川島中学校を中心として（仮称）三保谷･出丸小学

校が南に位置し、（仮称）八ッ保･小見野小学校が北に位置する

ことからです。他市町村の学校と判別しやすいよう「川島」を

入れています。 

２ 
川島町立  

かわじま南 小学校 

川島町立  

かわじま北 小学校 

方位は、川島中学校を中心として（仮称）三保谷･出丸小学

校が南に位置し、（仮称）八ッ保･小見野小学校が北に位置す

ることからです。他市町村の学校と判別しやすいよう、また

親しみやすいよう平仮名で「かわじま」を入れています。 

３ 
川島町立  

けやき南 小学校 

川島町立  

けやき北 小学校 

方位は、川島中学校を中心として（仮称）三保谷･出丸小

学校が南に位置し、（仮称）八ッ保･小見野小学校が北に位置

することからです。また「けやき」は県の木であることから

です。 

４ 
川島町立  

輪中の里（郷）南 小学校 

川島町立 

 輪中の里（郷）北 小学校 

方位は、川島中学校を中心として（仮称）三保谷･出丸小

学校が南に位置し、（仮称）八ッ保･小見野小学校が北に位置

することからです。また「輪中の里（郷）」は、町として

「輪中の郷」という名称をＰＲしていることから、学校名に

も取り入れたものです。 

５ 
川島町立  

さくら南 小学校 

川島町立  

さくら北 小学校 

方位は、川島中学校を中心として（仮称）三保谷･出丸小学

校が南に位置し、（仮称）八ッ保･小見野小学校が北に位置す

ることからです。町の南北を「桜通り」が通り、両校をつな

いでいること、また堤防には桜堤など、桜の名所があること

にもちなんで付けています。 

６ 
川島町立  

稲穂（いなほ）南 小学校 

川島町立  

稲穂（いなほ）北 小学校 

方位は、川島中学校を中心として（仮称）三保谷･出丸小

学校が南に位置し、（仮称）八ッ保･小見野小学校が北に位置

することからです。田園風景は町の特徴であり、かつ心象的

な風景として水田の稲穂のように子供たちも実ってほしいと

いう願いを込めて付けています。 

７ 
川島町立  

みのり南 小学校 

川島町立  

みのり北 小学校 

方位は、川島中学校を中心として（仮称）三保谷･出丸小

学校が南に位置し、（仮称）八ッ保･小見野小学校が北に位置

することからです。水田の稲のように子供たちも「すくすく

実ってほしい」という願いを込めて付けています。 

８ 
川島町立  

ひばり野南 小学校 

川島町立  

ひばり野北 小学校 

方位は、川島中学校を中心として（仮称）三保谷･出丸小

学校が南に位置し、（仮称）八ッ保･小見野小学校が北に位置

することからです。「ひばり」は町の鳥でありますが、ひば

りがさえずる川島の田野を、「ひばり野」という言葉で表現

して付けました。 

９ 
川島町立  

川島ふたば南 小学校 

川島町立  

川島ふたば北 小学校 

方位は、川島中学校を中心として（仮称）三保谷･出丸小

学校が南に位置し、（仮称）八ッ保･小見野小学校が北に位置

することからです。２つの学校が１つになるイメージを「ふ

たば」という言葉で表現しています。「ふたば」と「ふた

ば」が一緒になると「よつば」になりますが、これはさらに

将来予想される統合小学校のイメージとなります。「よつ

ば」は四葉のクローバーで幸せの象徴です。 

１０ 
川島町立  

つばさ南 小学校 

川島町立  

つばさ北 小学校 

 圏央道側道が「つばさみらい通り」と名付けられていること

から、「つばさ小学校」「みらい小学校」の応募もありました。

「つばさみらい通り」の「つばさ」は、川島中学校が存する地

域を、また「みらい」は西中学校が存する地域をイメージして

おり、これらの地区に存する２校の中学校をつなぐ意味が込

められています。このことから、２校の統合小学校の校名に

「つばさ」を取り入れています。また、方位は、川島中学校を

中心として（仮称）三保谷･出丸小学校が南に位置し、（仮称）

八ッ保･小見野小学校が北に位置することからです。 

 


