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本町田地区の新たな学校名意見募集結果 

 

１ 意見募集で寄せられた新たな学校名一覧（50音順） 

 

 

【い】 【さ】 【す】 【ひ】 【ふ】 本町田合同 本町田南だい三 【ま】 【み】

一色 才子の自然 スーパみらくる 東 ふくろういぬ ほんまちださくら 本町田第４ まい日たのしいわくわく みずしおしまう

【え】 咲喬 菅原の杜 東三学桜 ふじだいさん 本町田さくら 本町田ひがし二 町山 緑

えがお さくら スマイル ひがししょうがこう 藤の台 本町田さくらくま ほんまちだひかしやま 町田 みどり

笑顔 桜ヶ丘 【せ】 東田三 藤の台第二 ほんまちださん 本町田東良好等 町田おんだがわ 緑の丘ひかり

笑顔自然 さくらだいいち 清流 東の丘 藤の台西 本町田三 本町田ひかり 町田北（東） 緑のひかり

笑顔のみなもと さくらの丘 【た】 東本町田第三 【ほ】 本町田三希 本町田光 町田きぼうが丘 緑村

えのきのまく 桜町 第三 日がしほん町田町田 星野川 本町田三東 本町田翡翠 町田元気 南薬師池

【お】 桜町田 第い五 東町第 ほまちだひらたむら 本町田しぜん 本町田日向 町田元気子 【む】

丘山 櫻町田 第五 東薬師 ほんさん東 本町田自然 本町田日向自然 町田サルビア 村山

お花 桜村 第５１ ひだまり 本田 ほんまちだしょ 本町田日向ノ丘 町田３大緑 【も】

おひさま さくら山 第３本町田 ひなた 本大 本町田新東 本町田ひなたの風 まち田しりつ 森

親子 桜山 第三本町田 日なた 本田町 本町田しんりん ほんまちだひなた村 町田新 森山

恩田 三花 だいなな 日向 本東三 本町田せせらぎ ほんまちだひなたむら 町田菅原 【や】

恩田川 さんしょく 太陽 日向丘 ほんひがしだいさん 本町田セントラル 本町だひなた村 町田だい三 薬師

【か】 三田東 第よん 日向恩薬 本東第三 本町田創造 本町田ひなたむら 町田第三夢 薬師池希望

かがやき 三東本町田 たけのこ ひなたヶ丘 本本町 ほんまちだだい 本町田ひなた村 町田第三統一 薬師池未来

かがやく サン町田 竹ノ子 日向川 本町田２つば 本町田だい一 本町田ひなたやま まちだだいさんひがし 山

かしがく 三町田東 竹藪 日向桜 本町 ほんまちだだいさん 本町田ひなた山 町田第三東 山川

かしかめ 【し】 田んぼ ひなた桜 ほんまちだ 町田第三 本町田日なた山 町田だい三ひなた 【ゆ】

がたい 四季の杜 【ち】 ひなた台 まちだだいさん 本町田第三 本町田日向山 町田第三本町田 ゆたか

かっこい 自然 地球 日向台 りゆま 本町田第三東 本町田日村 町田大7 ゆめ

かわいいほんまちだ 自然いっぱい本町田日向山 中央 ひなただいさくら 本町だ ほんまちだだいち 本町田藤の台 まちだだいよん 永好

カワセミ 自然大 【つ】 ひなただい三 本町田 本町田大中小 本町田町田 町田第六 【よ】

かわせみ しぜんニコニコ つるきみ 日向中央 本町田東 ほんまちだだいはち ほんまちだみどり 町田中央 四町田東

翡翠 自然ひなた 【と】 ひなた仲良し ぼんまちだ 本町田第東三 本町田 緑 町田にじの森 【ら】

【き】 自然山 陶化 ひなたの 本町田自然大 本町田太陽 本町田みどり まちだにじいろさくら らくらく

絆の森 自然を守る豊かな 東京町田市 ひなたの丘 本町田ひなた 本町田第四 本町田緑 町田の丘 楽楽

希望 士葉 東京みなみ 日向の山新緑 本町田10 本町田たけのこ 本町緑三 まちだの森 【その他】

生呆 しょう年 【な】 日なた東 本町田青空 本町田中央 本町田みどり野 町田の森ひなたの丘 花ら（読み不明）

きぼうの丘 女子まみれ なかよし 日向東 本町田いせき 本町田東西 本町田緑の丘 まちだひがし ka

希望の丘 新・本町田 仲良し ひなた本町 本町田第二 本町田豊緑 本町田緑山 町だ東

きぼうの日向 新星町田 七くに山 日なた本町田 本町第東 本町田なかよし 本町田みらい 町田東

きぼうのもり しん東 ななくみ山 ひなたむら 本町田いろいろ 本町田仲よし 本町田村 町田東第三

きぼうの森 新東 名なくみ山 ひなた村 本町田丘 本町田二 本町田森 町田東ひなた

希望の森 しんひなたむら 【は】 みんななよし 本町田音奏 本町田にじ 本町田薬師 町田光り

きらきら 新本町田 はいぱーうるとらさんだー 日なた村 ほん町田おんだがわ 本町田虹 本町田薬師池 町田ひなた

きらり 新本町田第７ はむすたー 日向村 本町田恩田川 ほんまちだにほん ほんまちだやくしいけこうえん 町田ひなた台

【こ】 新本町田第8 原 ひなた森 本町田思田川 本町田の森 本町田薬師ヶ丘 ごはん

琥珀 新本町田第三東 日向薬師 本町田ヶ丘 本町田春桜 本町田山 町田緑

新町田 ひなたやま 本町田川山 ほんまちだひがし 本町田りょう 町田未来第三

ひなた山 本町田木曽 本町田ひがし 本町田緑地 町田森

ひな田山 本町田きぼう 本町田東だい三 本町田若葉 町田薬師

日なた山 本町田希望 本町田東三 本町緑玲瓏 まちら

日向山 本町田きぼうの日向 本町田ひがし三 まほろ

陽樹山 本町田きぼうの森 本町田東自然　

日町三 本町田きら 本町田東第五

ひまわり 本町田銀がま ほんまちだひがしだいさん

本町田元気村山 本町田東第三



資料5-2

本町田地区の新たな学校名意見募集結果(速報版)

　回答いただいた内容を読み仮名順に掲載しています。

　（注）原則として回答いただいた内容（誤字・脱字と思われるもの含む）をそのまま掲載していますが、

　　　　一部下記の編集を行っています。

　　　　①　「町田市立○○小学校」と回答しているものについては、「町田市立」又は「小学校」を

　　　　　　削除しています。

　　　　②　自書している内容を読み取れなかった文字等については「●」に置き換えています。

No 学校名案 読み仮名 理由

1 一色 いっしき 昔の小字。原小学校もそうだったように。

2 えがお えがお みんながえがおになれるかな？

3 笑顔 えがお みんながえがおになれるから

4 笑顔自然 えがおしぜん みんなが笑顔で自然にすごせたらなと思ったからです。

5 笑顔のみなもと えがおのみなもと
笑顔のいっぱいの小学になってほしいから。（けんかのな

い）

6 えのきのまく えのきのまく ほんらまちかがいい

7 丘山 おかやま 近くに小山田緑地があるから

8 お花 おはな
お花は、きれいだし、可愛いし、いい匂いだし、お花は、明

るいから

9 おひさま おひさま

いつでも、どんなときも、あたたかい気持ちいっぱいで、皆

んなで見守っているよ。

新小学校に通うみんなが学校は楽しい、一番行きたい場所！

と答えてもらえるような気持ちになるように「おひさま」。

10 親子 おやこ 親子がすきです。

11 恩田 おんだ
本町田のものを探したときに、恩田川が一番最初に出てきた

から

12 恩田川 おんだがわ 恩田川には、魚がいたりきれいな川だからです。

13 恩田川 おんだがわ 恩田川には、魚がいたりきれいな川だからです。

14 かがやき かがやき
学校の近くに『かがやきの道』があることと、児童や学校の

未来が希望あふれるものになって欲しいと思いました。

15 かがやく かっこいいかだれす

16 かしがく かしんようちえんがちかくにあるからかをおおくした

17 かしかめ

18 × がたい がたいするから

19 かっこい ちゃんといているから

20 かわいいほんまちだ １ねんせだからかっこいなまえだから

21 カワセミ かわせみ

カワセミはきれいな川、山にしか済まないので、カワセミが

いるという事は、この地を大切にしている証拠である。薬師

池や日向山、恩田川、滝の沢･･全てを含めてカワセミです。

22 かわせみ かわせみ
恩田川が地域にあり、町田の鳥であるため

親しみがある
1
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No 学校名案 読み仮名 理由

23 翡翠 かわせみ

多摩丘陵の源流都市である町田市のシンボルとして、市の鳥

に選定されているカワセミから考えました。

市章のマークにも鳥型が使われており、平和と発展のしる

し、市民の和合団結を表していることから、ピッタリな名称

だと考えました。

また、辞書にもありますように宝石の翡翠(ひすい)と書いて

「カワセミ」とも読みます。

児童、一人ひとりがキラキラ輝く、町田市の宝物だというこ

とも表しています。児童の未来も輝かしいものになってほし

いという願いを込めて、ネーミングいたしました。

24 絆の森 きずなのもり
周辺に自然が多いことや、周辺地域の様々な方の絆が深まる

ような小学校であって欲しいと考えたからです。

25 希望 きぼう 希望の森、自然があるから。

26 生呆 ぎほう
きぼうになってほしい小学校にしてもらいたいからきぼう小

学校にしました

27 きぼうの丘 きぼうのおか きぼうの森とひなた村が丘の上にあるから混ぜました

28 希望の丘 きぼうのおか 子供たちの希望がいっぱい集まってる学校

29 希望の丘 きぼうのおか 将来的に希望を持って学んでほしい

30 きぼうの日向 きぼうのひなた

この小学校に通う子供たちが、元気で太陽の様に明るい子供

たちであって欲しいからです。

そして近くにひなた村があるからです。

31 きぼうのもり きぼうのもりがあったからです

32 きぼうの森 きぼうのもり

いづれなくなる本町田小学校の直ぐ側にある地名であり、ま

た、まだまだ未知の宝庫、冒険の宝庫、自然の恵みの宝庫を

連想させる「森」から、さまざま体験を通して成長していく

子どもたちにとって、学校とはまさに「森」のような存在で

あると思う。また、「きぼう」という言葉に多く触れる機会

があることは、言葉の栄養として、子どもたちの人格形成に

おいても大きな意味を持つと思う。

33 きぼうの森 きぼうのもり きぼうの森を残したいから

34 きぼうの森 きぼうのもり
目標や自分自身に真っ直ぐ向き合える子供が増えたらいいな

と思ったから。

35 きぼうの森 きぼうのもり
緑の多い地域、新しい学校の未来を希望溢れるものにしてほ

しいから。

36 希望の森 きぼうのもり 希望の森のある本町田小学校を中心に統廃合するからです。

37 きらきら きらきらしてるから

38 きらり きらり 本小のうたにあるから。

39 きらり きらり 本町田小学校にいいことばがあったから

40 琥珀 こはく 琥珀のようにキラキラな明るい学校にしてほしいからです

2
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No 学校名案 読み仮名 理由

41 才子の自然 さいしのしぜん

才子とは、頭がよく働き、目立った才能がある人という意味

で、この新しい学校に通う子にこんなふうになってほしいか

らです。そして、ここらへんには自然がたくさんあるからで

す。

42 咲喬 さきょう 高い木に新しいい花が咲くという意味。

43 さくら さくら
お花見やたのしいできごと、そんな花やかな学校がいいと思

いました。

44 さくら さくら
さくらとゆういみがいいと思つたから。

45 さくら さくら
さくらは、花だからいいしょうがっこうしたいとおもいまし

た。

46 さくら さくら 東小の桜がきれいだから。優しい感じなので

47 さくら さくら

48 桜ヶ丘 さくらがおか 東小は春になると桜が綺麗に咲いているので。

49 さくらだいいち さくらだいいち さくらがついてるとなんか気もちがよくなるからです。

50 さくらの丘 さくらのおか
恩田川もあり桜がきれいなことや、春の門出に咲く桜が、生

徒たちの未来を明るく照らしてほしいと願いを込めました。

51 桜町 さくらまち 季節で変わる桜の木がきれいだから

52 桜町田 さくらまちだ がっこうにはさくらがあるから

53 櫻町田 さくらまちだ

子供が桜町田小学校が良いと提案し、いい学校名だと思った

ため。漢字を櫻にと思ったのは子供たちが通う学校のため、

あえて人名用漢字の櫻とした。

54 桜村 さくらむら 自然の桜とひなた村の村で桜村小学校にしました。

55 さくら山 さくらやま さくらが学校にあったらきれいだから。

56 桜山 さくらやま 桜もあるし山もあるからこの名前にしました

57 三花 さんか
何事にも積極的に参加（さんか）をする生徒達。三つの学校

を花に例えました。

58 さんしょく さんしょく 3つの学校がくみあわせてさんしょくしょうがっこうです。

59 三田東 さんだひがし

60 三東本町田
さんひがしほんまち

だ

本町田小学校の本小はぜったいにのこしたかったからでも来

る小学校の人たちがこまるからこのなまえにした。

61 サン町田 さんまちだ
3つの小学校の系譜を継ぐ学校であるから。地域教育活動の

中心として、熱量を持った存在であってほしいから。

62 三町田東 さんまちだひがし 名前を平等にしたいから。

3
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No 学校名案 読み仮名 理由

63 四季の杜 しきのもり

四季彩の杜薬師池公園に近いエリアで、四季彩の杜はマル

シェ、町田名産品などであらたな賑わいをよんでいる、本町

田の町田村という中心地で賑わいがあったという歴史を思い

出す。

また、菅原神社が近く、まちを見守る杜を大切にしたい。そ

んな想いがつまっている名前だと思う。

64 自然 しぜん 自然ゆたかな小学校がいいから。

65 自然 しぜん まわりにいっぱいしぜんがあるあらです。

66 自然 しぜん 近くに自然がたくさんあるから

67 自然 しぜん
自然が街にあって地域の人達も自然がいいところだと思って

いるから

68
自然いっぱい本町

田日向山

しぜんいっぱいほん

まちだひなたやま
日向山に近くて自然がいっぱいあるから

69 自然大 しぜんだい

ここらへんんは自然がいっぱいあるから「自然」をつけて、

児童数が750人と、大きい小学校になるから「大」をつけま

した。

70 しぜんニコニコ しぜんにこにこ
さくらもさくしみんなニコニコだからしぜんニコニコ小学校

にした。

71 自然ひなた しぜんひなた
自然がたくさんあって、ひなた村が近くにあって学校でいっ

たりするから

72 自然ひなた しぜんひなた
自然がたくさんあってひなた村が近くにあって学校でいった

りするから

73 自然山 しぜんやま 東小は自然がいっぱいあるから

74
自然を守る豊か

な

しぜんをまもるゆた

かな

自然がなくなったら虫や動物.人間も豊かに暮らせないから

守ってほしいという意味です

75 士葉 じよう なんとなくおもしろそうだから

76 しょう年 しょうねん
こどもたちがいっぱいいるからしょう年しょう学校にしまし

た。

77 女子まみれ じょしまみれ 女子にまみれているから。

78 新・本町田 しん・ほんまちだ
町田の本町田地区の子供の未来へ向けて、新しい一歩をここ

で育むという意味で

79 新星町田 しんせいまちだ 何か、新しい希望みたいなかんじ

80 しん東 しんひがし

81 新東 しんひがし 新しい学校という意味をこめて

82 しんひなたむら しんひなたむら ひなたむらがちかいからです

83 新本町田 しんほんまちだ あたらしい本町田小学校たから

84 新本町田 しんほんまちだ 新しい学校なので

85 新本町田 しんほんまちだ
地名を入れたほうがわかりやすく、統廃合前との区別で

「新」をつけました。

86 新本町田 しんほんまちだ 統合して本町田にできる新たな小学校だから。

87 新本町田 しんほんまちだ 統合して本町田に新しくできる小学校だから。
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No 学校名案 読み仮名 理由

88 新本町田 しんほんまちだ
本町田の地名はそのままに全てが新しく始まるという意味を

込めて「新」を付けました。

89 新本町田 しんほんまちだ
本町田地区の色々な意味で「新しい」学校を作るという意味

で

90 新本町田 しんほんまちだ

91 新本町田 しんほんまちだ

92 新本町田第７
しんほんまちだだい

７しょう
新しいがっこうだから

93 新本町田第8
しんほんまちだだい

８しょう

あたりしいがっこうだから

94 新本町田第三東
しんほんまちだだい

さんひがし
3の学校の名前を組み合わせてみたから

95 新町田 しんましちだ

シンプルに。

山や川など地名を用いると必ず批判がでる。町田という市の

名前を付けるのが一番妥当だと思った。

96 新町田 新町田 新しい学校、新しい町田

97 スーパみらくる すーぱみらくる かっこいから

98 菅原の杜 すがわらのもり
学業の神様を祀る菅原神社と日向山の自然のイメージを、神

社の森を意味する『杜(もり』という文字に込めました。

99 スマイル すまいる

100 清流 せいりゅう

この地域は丘陵と谷間が複雑に入り組んでいて、雨の水など

は地表・地下を流れ谷間に下り「恩田川」「鶴見川」に注い

でいると思います。

湧水も多く「菅原神社」「薬師池」・・・が好例ではないで

しょうか。

その為か太古の昔から「人が住み」遺跡存在し、牢獄もあっ

たそうです。

近所にも庭に清らかな水が湧出お宅があります。

先日 NHKの「ブラタモリ」見て成程と思いました。

101 清流 せいりゅう
昨日送信したけど住所、氏名の記載個所も無かったし、控え

も無く受理されたのかどうかわからない。

102 第三 だい３ 三つの学校が、がったいするからだい三しょうにしました。

103 第い五 だい５ いいしうがっこつだからいいとおもいましたよ。

104 第五 だい５ だい４んしょうがあるからこれにしました。

105 第５１ だい９ だってひがししょうがっこうは５１さいだからです。

106 第３本町田 だいさんほんまちだ ３つの小学校が合体するから

107 第三本町田 だいさんほんまちだ ３つの学校が一つになり、本町田にあるため。
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No 学校名案 読み仮名 理由

108 だいなな
だいななしょうがこ

う
読みやすいから

109 太陽 たいよう みんなを明るく照らすような小学校。あたたかい小学校。

110 第よん 第よん かっこいいから

111 たけのこ たけのこ 町三小はたけのこが名物だから

112 竹ノ子 たけのこ たけのこのようにすくすくとおおきくそだってほしいから。

113 竹藪 たけやぶ たけやぶが近くにあるから

114 田んぼ たんぼ 田んぼは大きいから田んぼにしました

115 地球 ちきゅう 広そうだから

116 中央 ちゅうおう まんなかにあるから

117 つるきみ
つきみしょうつきみ

がっこう

118 陶化 とうか 新しい歴史のはじまり。原点にたちかえるべき。

119 陶化 とうか 歴史継承

120 東京町田市 とうきょうまちだし りゆう東京だからです。

121 東京みなみ とうきょうみなみ

122 なかよし なかよし 皆が仲良く学校で過ごせる様に願いを込めてつけました。

123 仲良し なかよし みんなが仲良く、楽しく、元気でいてほしいから

124 仲良し なかよし みんなが仲良く、楽しく、元気でいてほしいから

125 思い浮かびません なし なし

126 七くに山 ななくにやま 七くに山がちかいから

127 ななくみ山 ななくみやま ななくみやま小学校のなまえがしてきだからです。

128 名なくみ山 ななくみやま
名なくみ山小学校におともだちが４にんいるからこの小学校

にしました。

129
はいぱーうるとら

さんだー

はいばーうるとらさ

んだー
かっこいいから。

130 はむすたー ハムスタがすきだかだ

131 原 はら

昔、本町田にあった原小学校。

統合を繰り返し、町田の原型が見えづらくなっているからこ

そ「原」という名前を復活させるべきでは。

昔の原小学校校歌の出だしは「縄文土器が埋まってた」でし

た。縄文時代から町田は集落としてあり、これからの時代の

子供たちが新しい歴史を紡いでいくのに相応しいのではない

でしょうか。

本町田の原点は「原」であり、これからも原点を忘れずに新

しい時代を作っていく子供たちにとっても親しみある校名だ

と思い応募しました。

132 東
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No 学校名案 読み仮名 理由

133 東 ひがし

たとえ校舎が生まれ変わっても､名前だけは残しておきたい

し､「昔こんな小学校があったんだよ」ってこれからの人に

も知っていてほしいから｡

134 東 ひがし 本町田東小学校の東を残したいと思ったから。

135 東 ひがし

136 東三学桜 ひがしさん 全ぶ、糸み会わせた名前にしました。

137 ひがししょうがこう すきだか

138 東田三 ひがしださん
東小学校の「東」と本町田小学校の「田」と第三の「三」で

東田三小学校。

139 東の丘 ひがしのおか 現東小への敬意と、丘だった立地から。

140 東本町田第三
ひがしほんまちだだ

いさん

三つの学校の名前が、本町田東小学校の、学校が、一つにな

るから。

141
日がしほん町田

町田

ひがしほんまちだま

ちだ
なんかいいかんじかなっておもったから。

142 東町第 ひがしまちだい
ぜんぶの学校のかんじ一字入れたら、いいんじゃないかとお

もいました。

143 東薬師 ひがしやくし
東は、東小の校舎が新しくなるから。薬師は、町田では薬師

池が有名だから。

144 ひだまり ひだまり

東小の「ひ」、本町田小の「だ」、町３小の「ま」、をとり

つつ、近くにあるひなたむらのように、お日様がどんなとき

も子どもたちのことを温かく見守り、子どもたちの心がぽか

ぽか温まるような、誰もにとって居心地の良い学校になって

欲しいと願って考えました。

145 ひなた にんきだから

146 ひなた ひなたむらがちかいから

147 ひなた

148 ひなた ひなた
「ひなた村」のひなた。日向ぼっこみたいな、あたたかい名

前が良いかなと思いました。

149 ひなた ひなた

①ひなた村が近い②日向＝陽が当たる＝明るいイメージ③ひ

らがなで覚えやすく読み間違えが絶対にないという理由で

す。

150 ひなた ひなた

お日様がたくさん当たる場所。子供達が太陽のようなあたた

かい笑顔(先生、お友達、地域の方々など)に包まれて元気に

明るくのびのびと過ごせる学校。

151 ひなた ひなた
ずっとある　ひなた村と日向ぼっこのような温かい雰囲気を

出したかった

152 ひなた ひなた ひなた村にちかいし、だれでもわかるからです。

153 ひなた ひなた

ひなた村の隣なので、分かりやすくし、ひなた村の施設の宣

伝にもなり、相互効果が期待出来そう。ひなたの響きが優し

く安心感がある。
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No 学校名案 読み仮名 理由

154 ひなた ひなた
ひなた山が近くにあるから。ひびきがよいから。明るいかん

じがして良いと思いました。

155 ひなた ひなた

ひなた山にある学校で私たちになじみ深いひなた村もそばに

あるため。また、「ひなた」は暖かいイメージがあるので子

ども達の笑顔があふれる温かい学校になってほしいという願

いをこめてつけました。

156 ひなた ひなた ひなた村

157 ひなた ひなた
ひなた村が近いため。また、ひなたのように温かみのある学

校になってほしいから

158 ひなた ひなた ひなた村が近くにあり、分かりやすいから。

159 ひなた ひなた ひなた村に近いから

160 ひなた ひなた
ひなた村のとなりにあり、分かりやすく、親しみやすい。明

るい雰囲気のする名前だから。

161 ひなた ひなた ひなた村の近くだから　呼びやすいから

162 ひなた ひなた
ひなた村の隣にあり、子供たちにも親しみやすく、音の響き

も柔らかくていいと思いました。

163 ひなた ひなた
ひなた村の隣りで分かりやすく親しみやすい。明るい雰囲気

の言葉で素敵だと思いました。

164 ひなた ひなた ひなた村みたいに大きいから

165 ひなた ひなた

みんなに親しまれている名前だから。ひなた村もあるので、

親子で考えました

166 ひなた ひなた 横にひなた村があるからです

167 ひなた ひなた
温かく穏やかで、やさしい響き。

ひなた村との統一感。

168 ひなた ひなた
学校のとなりの立派な公園名があかるい学校の理想とかさな

りだれにでとも親しみやすくわかりやすい名前と思ったから

169 ひなた ひなた 学校近くにある日向山から

170 ひなた ひなた
近くにひなた村があることから。

あたたかな明るい雰囲気になるように。

171 ひなた ひなた 近くのひなた山は、子ども達の思い出の場所です。

172 ひなた ひなた 日向山があるから

173 ひなた ひなた 陽があたる日向のような明るい学校を

174 ひなた ひなた

175 ひなた ひなた

176 日なた ひなた
学校のちかくにあってすてきなしぜんのところのなまえにし

てみました。

177 日なた ひなた ひなた村とちかいからこの名まえにしてみた。

178 日なた ひなた 日向村にちかいから。
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No 学校名案 読み仮名 理由

179 日向 ひなた

ひなた村の近くに新学校ができますし、ひなたのように温か

く居心地の良い学校になってほしい。ひなたの明るさで小さ

な芽を照らし育ててあげてほしいと願いを込めました。

180 日向 ひなた ひなた村が近いから

181 日向 ひなた ひなた村が近くにあるから

182 日向 ひなた 本町田東小近くにある日向村からとった。

183 日向 ひなた みんな、ひなたみたいに明るくいてほしいから

184 日向 ひなた
漢字が読みやすいし３つの小学校に共通しているのがひなた

村なので日向小学校です。

185 日向 ひなた 教育委員会の考え方に全て合致します。

186 日向 ひなた 近くにあるものを大切にしたいから

187 日向 ひなた

日光の当たる明るい暖かい小学校になるように

新しい校舎になる現東小の東は日が昇る方角

近くにはひなた村があるため

188 日向 ひなた
日光の当たる明るい暖かい小学校になるように新しい校舎に

なる現東小の東は日が昇る方角近くにはひなた村があるため

189 日向 ひなた 日向山、ひなた村など自然に寄り添った学校

190 日向 ひなた
日向山公園にちなんで。「ひなた」のように明るく元気な子

供たちが育つように。

191 日向 ひなた
日向山公園に近い。「ひなた」という響きに温かみがあって

良い。

192 日向 ひなた
日向村に近いからです

193 日向 ひなた
日向台、ひなた村にあやかり日向で元気に育って欲しい気持

ちを込めました。

194 日向 ひなた 日当りがよくずっと日が当たっているからです。

195 日向 ひなた 明るく前向きなイメージ

196 日向 ひなた 明るく前向きなイメージ

197 日向 ひなた
緑が多い地域ですが、それを象徴するひなた村が隣接してい

る小学校なので、この名前にしました。

198 日向 ひなた

199 日向丘 ひなたおか
ひなた村が近く、未就学児の時も遠足などで使ったり、丘を

上がっていくイメージがあるから。

200 日向恩薬 ひなたおんやく 町田市にある主な建物の名前を組み合わせた

201 ひなたヶ丘 ひなたがおか
小学校のすぐ近くに「ひなた」村があるし、「ひなた」は、

明るくて元気な学校を表現していると思うからです。

202 日向川 ひなたがわ
ひなた村と、恩田川をあわせたら、おしゃれで可愛くなった

から。

203 日向桜 ひなたさくら 日向山のように大きく、桜のように美しく
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No 学校名案 読み仮名 理由

204 ひなた桜 ひなたざくら
近くにひなた村があるから

桜をいれた理由は、東小にあった桜がきれいだったから

205 ひなた台 ひなただい
近くにはひなた村、日向山公園があるため、地域に読みやす

く、馴染みのある名前から考えました

206 ひなた台 ひなただい
日向台という地名、ひなたのような温かな学校になってほし

いと願いを込めました。

207 日向台 ひなただい あかるい小学校にしたいから。

208 日向台 ひなただい しっくりきたから。

209 日向台 ひなただい ひなた村が近かったから。

210 日向台 ひなただい ひなた村が近かったから。

211 日向台 ひなただい ひなた村が近く、温かいイメージがあるので

212 日向台 ひなただい 日向村が近くだったら

213 日向台 ひなただい

214
ひなただいさく

ら
ひなただいさくら

215
ひなただいさく

ら
ひなただいさくら

216 ひなただい三 ひなただいさん ちいきの名前だからです。

217 日向中央 ひなたちゅうおう
校舎が日向山の近くにあって、本町田は町田の真ん中にある

からです。

218 ひなた仲良し ひなたなかよし ひなた村が近くて、友達と仲良く遊びたいから

219 ひなたの ひなたの
ひなた村の下で、太陽、ひなたを沢山浴びて元気な子供が、

成長する学校

220 ひなたの丘 ひなたのおか
ひなた村が近くにあり、坂を登ったところにあるし、ひなた

と言うのは明るくて暖かいイメージだから

221 ひなたの丘 ひなたのおか

本町田地区にある、この辺りの子供達が必ず訪れているであ

ろう施設「ひなた村」にちなみ、地域としても覚えやすいと

考えました。小学校が建つ位置は傾斜地であるので、丘が当

てはまると思いました。また「ひなた」は、ひらがなにする

ことで、親しみやすく柔らかい印象になると考えます。子供

達がいつも「ひなた」＝日の当たる場所で、楽しい小学校生

活を送れる様なイメージです。

222 日向の山新緑
ひなたのやましん

りょく
日向と新緑が本町田の一番の特徴だと思ったから

223 日なた東 ひなたひがし 日なた村のちかくにけん立されるから。

224 日向東 ひなたひがし

自分の母校でもある歴史ある想い出の東小学校の名前を無く

すのはさみしい思いですが、新しくするとしたら温かい雰囲

気の名前で昔から親しまれているひなた村のひなたに東小学

校を残したいという想いから日向東小学校と考えました。
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225 ひなた本町 ひなた本町
日向山公園が隣接していることと、ひなたの様に、温かみの

ある学校であるように。

226 日なた本町田 ひなたほんまちだ
どうしてこの名まえにしたかというと、日なた村ににてる

し、森があるからです。

227 ひなたむら かこいから

228 ひなたむら たのしそうだからです

229 ひなたむら たまにいっているから

230 ひなたむら どうしてかとゆうとひなたむらがちかいから

231 ひなたむら なぜかとゆうとひなたむらがちかいからです

232 ひなたむら ひなたむらがたのしかったから

233 ひなたむら ひなたむらがちかくにあるから

234 ひなたむら
ままとおねえちゃんがこのなまえがいいんじゃないってゆっ

たから。

235 ひなたむら よみやすい

236 ひなたむら

237 ひなたむら

238 ひなたむら

239 ×××××× ひなたむら よみやすい

240 ひなたむら ひなたむら しょうがうになさそうななまえだから

241 ひなたむら ひなた村

242 ひなた村 ひなたむら ここからちかくにあるから

243 ひなた村 ひなたむら 近くに大自然のひなた村があるから

244 ひなた村 ひなたむら ちかくりひなたむらがあるからです。

245 ひなた村 ひなたむら ひなた村のちかくにできるから。

246 ひなた村 ひなたむら
日向山公園にちなみ、なじみやすい、親しみやすい学校名に

しました。

247 ひなた村 ひなたむら ひなた村が近くにあるので

248 ひなた村 ひなたむら ひなた村が中心にあるから

249 ひなた村 ひなたむら ひなた村にちかいから

250 ひなた村 ひなたむら 今の学校がひなた村にちかいから

251 みんななよし ひなたむら みんなかよしだときぶんいい

252 日なた村 ひなたむら ちかいから

253 日なた村 ひなたむら ちかいから

254 日なた村 ひなたむら なまえがみじかくて、言いやすいからです。

255 日なた村 ひなたむら ひなたむらがちかいから。

256 日なた村 ひなたむら ひなたむらがちかいからです。

257 日向村 ひなたむら 近くにあるから。

258 日向村 ひなたむら ひなたむらがちかいから

259 日向村 ひなたむら 日向村が近いから分かりやすい

11



資料5-2

No 学校名案 読み仮名 理由

260 ひなた森 ひなたもり

3校の間に日向村があり、子供たちの憩いの場になっている

ことと、自然豊かな地域の様子を森という言葉で表現しまし

た。

261 日向薬師 ひなたやくし
東小のいい場所の名前だけではなく他の場所の名前をいれて

歴史にのこるような、名前にしたかったから。

262 ひなたやま ひなたやま 地名。親しみやすさ。

263 ひなたやま ひなたやま ひなた山という青少年施設が近くにあるから

264 ひなた山 ひなたやま
いちばん近い名所だから。漢字だと読みにくいので、やさし

い印象になる「ひらがな」にする。

265 ひなた山 ひなた山 学校のちかくの山だから。

266 ひなた山 ひなたやま 自然が多くてよいから。ひなた村の近くだから。

267 ひなた山 ひなたやま

新統合後の小学校の校舎は町田市・日向山公園に隣接し、ま

た公園内には、青少年の育成の場として市民の知名度の高い

「ひなた村」が位置する。さらに、近くに桜美林大学「東京

ひなたやまキャンパス」があり、地域の歴史から見ても代表

的地名と考えられる。

268 ひなた山 ひなたやま
地域の地区にひなた山があり、本町田小、本町田東小、町田

三小の地域の中心にひなた山があるため

269 ひなた山 ひなたやま ひなたやまがちかくにあるからです

270 ひなた山 ひなたやま
ひなた山公園の近くで自然も多く、ひなたのようにぽかぽか

と暖かい心の優しい子が育ちますように。

271 ひなた山 ひなたやま ひなた山の近く

272 ひなた山 ひなたやま 近くにあるから

273 ひなた山 ひなたやま

近くにあるから。もっとまわりが盛り上がり、活性化する街

になるといいなと思う。家から現本町田東小学校まで2.５キ

ロあり、歩いては通わせられない。統合が決定しているなら

スクールバスは必ずつけてください。事故があってからでは

遅いです

274 ひなた山 ひなたやま 近くに日向山(ひなた村)があるからその名前にしました。

275 ひなた山 ひなたやま
近隣に日向山公園がある為、その方が皆に覚えられ易いと

思ったから。

276 ひなた山 ひなたやま 地域にひなた村があるから

277 ひなた山 ひなたやま 地域のシンボル的な存在だから

278 ひなた山 ひなたやま 地理的に

279 ひなた山 ひなたやま

日向山、日向村が近くにある。「日向」という言葉に温か

さ、明るさを感じられる。読みづらい可能性があるのでひら

がなのほうがよいと考える。

280 ひなた山 ひなたやま 本町田地区にひなた村があるため

281 ひなた山 ひなたやま
本町田地区のシンボルでもあるひなた村の近傍にあることか

ら

282 ひなた山 ひなたやま
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No 学校名案 読み仮名 理由

283 ひな田山 ひなたやま

284 日なた山 ひなたやま 学校のところのちかくにあるから

285 日なた山 ひなたやま やまがあるから

286 日向山 ひなたやま あたらしい小学校に近いから。

287 日向山 ひなたやま
言いやすくておぼえやすい名前を考えていたら日向山小学校

という名にきまりました。

288 日向山 ひなたやま 近隣に自然豊かな日向山があるからです。

289 日向山 ひなたやま この辺りで一番子供に、環境も良いし、魅力を感じる。

290 日向山 ひなたやま 自然も多く楽しい公園の近くにあるため。

291 日向山 ひなたやま シンプルだけど土地柄1番しっくりくるから

292 日向山 ひなたやま
近くに日向山公園があるから、「ひなた」は元気そうなイ

メージがあるから。

293 日向山 ひなたやま 近くに日向山公園があるし、「ひなた」が可愛いから。

294 日向山 ひなたやま 東小の近くに日向村があるから。

295 日向山 ひなたやま
東小のちかくに日向山（ひなた村）があるので、日向山小学

校にしました。

296 日向山 ひなたやま 日向山がちかくにあるから

297 日向山 ひなたやま ひなた村で元気に遊べるから

298 日向山 ひなたやま ひなた村の横にある学校だから

299 日向山 ひなたやま

ひなた村も近く、位置関係がイメージしやすいと思いまし

た。あまり馴染みのない学校名よりは地名にちなんだ名前の

方が親しみがあって良いかと思いました。

300 日向山 ひなたやま 近くに日向山があるから

301 日向山 ひなたやま 近くに日向山公園があり、馴染みのある響きだから。

302 日向山 ひなたやま 近くの地名になぞらえました

303 日向山 ひなたやま
言いやすくて覚えやすい名前を考えていたら

日向山小学校が覚えやすいなと思ったから

304 日向山 ひなたやま

校名は地名が入っていると立地がわかりやすい。(本町田)は

統合前に使われているので新しい名称が良いと思い考えまし

た。ひらがな表記でも良いと思います。

305 日向山 ひなたやま

自分自身、小学校の頃から馴染みのある日向山公園の側なの

で、名前に付いたら嬉しいです！また、一年生でも書ける漢

字ですのでこれにしました。

発表、楽しみにしています😊

306 日向山 ひなたやま 地域からと、暖かさを感じる良い名だと思いました。

307 日向山 ひなたやま 地域の自然として、日向山があるから

308 日向山 ひなたやま 地域の名前だから。

309 日向山 ひなたやま 地域名でわかりやすく

310 日向山 ひなたやま 地域名で分かりやすく

311 日向山 ひなたやま 地名に縁があり、明るい感じがするため

312 日向山 ひなたやま 地名を大切に。
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313 日向山 ひなたやま 地名を大切に。

314 日向山 ひなたやま

地名を大切にし、地域の特色でもあり、親しみがあるから。

子供たちの笑顔があふれ、思いやりに満ちた温かい学校のイ

メージを「ひなた」の言葉に込めたい。

315 日向山 ひなたやま 地名を大切にしたかったから

316 日向山 ひなたやま 東小の近くに日向山公園があるから

317 日向山 ひなたやま
日向山が近く、また、のびのびと明るい印象のある学校名に

してほしいと考えたため

318 日向山 ひなたやま
日向山公園の近くで、馴染みが有り覚えやすく、低学年でも

漢字で書ける良い名前だと思います

319 日向山 ひなたやま 日向山公園やひなた村が近くにあり分かりやすいから

320 日向山 ひなたやま 日向村が近くにあり、自然が豊かなため

321 日向山 ひなたやま
日向村が近くにあるこの地域に、植物が太陽に向かって伸び

育つ姿を子供達の成長に現したい。

322 日向山 ひなたやま 日向村が隣接しているので分かりやすく

323 日向山 ひなたやま

日向台地域、ひなた村の近くということ。ひなた村の自然を

大切にした、小学生向けの沢山の取り組みを、もっと知って

ほしいので、繋がりを感じられるのも良いと感じました。

(町田に長年住んでいても、この地域に来るまで日向山、日向

台地域のことを全く知らなかったので。)

324 日向山 ひなたやま

325 日向山 ひなたやま

326 陽樹山 ひなたやま

本町田小学校ができた年に私もいました。また、3校が一緒

になるとのことで数年後自分の子供が通うと思うと未来ある

子供たちのためにも環境がよく、日向のようなここちよい場

所になってほしい。ひなたのような優しいたくましい子供た

ちになってほしいと思っています。

327 日向山 ひなたやま

一つは、日向村の近くだから。

もう一つは、ぱっと見、良い感じだし、

可愛い感じの名前になったからです！

(卒業して、しかも！思い出の学校が無くなるのは寂しいけど

🥺新しい学校、

　　　　　　　ちょっと楽しみです😁👍)

328 ひなた村 ひなた村

329 日町三 ひまちさん

330 ひまわり ひまわり みんながひまわりみたいになかよしなれるように。

331 ふくろういぬ ふくろう、いぬがすきだ

332 ふじだいさん ふじだいさん あたまにうかんできた

333 ふじだいさん ふじだいさん あたまにうかんできたから

334 藤の台 ふじのだい
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335 藤の台第二 ふじのだいだいに

学校の統廃合により2039年に藤の台小学校がなくなります。

この時点では現本町田東小学校は藤の台地域唯一の小学校に

なります。新しい学校に「藤の台」の名称のつけないと「藤

の台」の名が入った学校がなくなってしまいます。住居表示

の変更により、本町田・金井の藤の台団地の地域が「藤の

台」となりました。地域内唯一の学校ですので「藤の台」の

名称は絶対につけてほしいと思っております。一方で2039年

までは藤の台小学校があります。ですので、「藤の台第二小

学校」として藤の台に根ざした学校になってほしいと思いま

す。

336 藤の台西 ふじのだいにし
藤の台団地の西にあるから

337 星野川 ほしのがわ
楽しくみんなで、安しんして、この学校ですごしてくれたら

いいなと思って、この名前にしました。

338 ほまちだひらたむら どしてかとゆとおもしろいから

339 ほんさん東 ほんさんひがし
みんなの学校を残してほしいからもあるし、思い出詰まった

学校をまた思い出してほしいからです。

340 本田 ほんだ 本町田の本と町田の田をあわせたもじ

341 本田 ほんだ 書きやすいしクロウムとかで打つのも楽になるからです。

342 本大 ほんだい 大きい学校だから。

343 本田町 ほんだまち
学校の名前がかわるならオリジなるにしようとおもいまし

た。

344 本東三 ほんひがしさん
本町田小学校の本をとって東小学校の東をとって町田第三小

学校の三をとったからてすの

345
ほんひがしだい

さん
ほんひがしだいさん なまえたいせつだから。

346 本東第三 ほんひがしだいさん
本町田小学校の「本」と本町田東小学校の「東」と町田第三

小学校の第三を合わせた名前です！

347 本本町 ほんほんまち さいしょのもじをくっつけた。

348 本町田２つば ほんましたふたつば しょうがっこうでなさそうななまえだから

349 本町 ほんまち 短く言いやすい

350 本町 ほんまち

351 ほんまちだ ほんまちた ちいきのなまえだから

352 ほんまちだ いいなまえだから

353 ほんまちだ いい名前だと思うから

354 ほんまちだ このなまえがいいから。

355 ほんまちだ たのしいから

356 ほんまちだ ほんまちだがすきだから

357 ほんまちだ ほんまちだしょうがっこうがかっこいいから

358 ほんまちだ やさしい小学校だから

359 ほんまちだ ほんまちだ このなまえがすきだから
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360 ほんまちだ ほんまちだ ちいきのなまえだから

361 ほんまちだ ほんまちだ ほんまちだしょうがっこうがだいすきだから

362 ほんまちだ ほんまちだ ほんまちだしょうがっこうがだいすきだから

363 ほんまちだ ほんまちだ
本町田にある小学校だけど、すでに本町田小学校があるか

ら。こどもたちもすぐ書ける。

364 ほんまちだ ほんまちだ

365 まちだだいさん ほんまちだ みどりしょうがっこう

366 りゆま ほんまちだ

367 本町だ 本町だ ちいきのなまえだから

368 本町田 ほんまちだ
「本町田」という共通の住所で、また誰もがわかりやすい名

前がよいと思いました。

369 本町田 ほんまちだ このなまえがすきだから

370 本町田 ほんまちだ シンプルで良いと思います。

371 本町田 ほんまちだ シンプルに地名がいいと思う

372 本町田 ほんまちだ シンプルに地名がいいと思う

373 本町田 ほんまちだ だって本町田小学校は近くにあるから

374 本町田 ほんまちだ ちいきの名まえだから

375 本町田 本町田 ちいきの名まえだから

376 本町田 ほんまちだ どの学校も町田の学校で本町田地区の小学校だからです。

377 本町田 ほんまちだ なぜかというと名前が短くていいからです。

378 本町田 ほんまちだ 本町田小学校がすきだから

379 本町田 ほんまちだ 町田にあるからです。

380 本町田 ほんまちだ 皆が分かりやすく、本町田にある小学校だから。

381 本町田 ほんまちだ

今の本町田小学校のみんなは仲良しで、このままみんな明る

く元気よく学校に通ってほしいから、今までの名前がいいな

と思いました。

382 本町田 ほんまちだ

今までの本町田小学校を、旧本町田小学校、の表記にすれば

良いと思います。

難しくせず単純でわかりやすく、地域の名前にすれば良いと

思います。

383 本町田 ほんまちだ
将来一校になるならやはり地域がよく解る名称にすべきだと

思う。

384 本町田 ほんまちだ 昔から続く本町田の地名をなくさないため

385 本町田 ほんまちだ 地区唯一の小学校のため、町名から。

386 本町田 ほんまちだ 地名が良い。校歌も継続｡経費削減｡

387 本町田 ほんまちだ 地名にちなんで

388 本町田 ほんまちだ 地名を生かした方が分かりやすいため

389 本町田 ほんまちだ 地名を大切にするという観点から。

390 本町田 ほんまちだ
地名を入れないと学校の場所が分かりづらくなると思ったか

ら

391 本町田 ほんまちだ 分かりやすい名称が良い
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392 本町田 ほんまちだ

変える必要なし。絶対反対！

一時的に本町田東小を受け入れるだけなのに、何故、現行の

本町田小学校の名前を変える必要がありますか？

ただでさえ卒業していった児童や保護者、地域の住民は本町

田小学校が廃校になる事にショックを感じています。

希望の森で昆虫探し、かくれんぼ、鬼ごっこ、授業以外の楽

しみを感じていたはずです。また芝の校庭も愛していまし

た。

この晴らしい本町田小学校が失くなる事に反対です。

変えたい案が出た理由を住民や児童保護者にきちんと説明し

て欲しい。

この期間に卒業していく児童は卒業した学校も学校名もすく

に母校がなくなるのかと思うと可哀想でならない。

今回の町田市による小・中学校の統廃合にはいかなる理由も

賛成出来ません。子供目線は一切なく、大人のご事情で勝手

に統廃合しないで欲しい。

スクールバスを出せばよいと言うものではない。登下校中の

児童の見守り安全はどう確保するつもりですか？実際に児童

と同じ条件でランドセルに教科書、パソコンを入れた状態で

一番離れている地域から歩いてみて体感してください。

改名反対！廃校反対！

本町田小学校残して下さい。

393 本町田 ほんまちだ 本町田にあるから分かりやすい

394 本町田 ほんまちだ 本町田にある学校だから

395 本町田 ほんまちだ 本町田にある小学校だということが分かりやすいからです。

396 本町田 ほんまちだ
本町田にある小学校なので本町田という名前は残しておきた

いから

397 本町田 ほんまちだ 本町田小学校という学校の名前をのこしたいからです。

398 本町田 ほんまちだ 本町田地区にある唯一の小学校だからです。

399 本町田 ほんまちだ 歴史ある本町田の名を残したい。

400 本町田 ほんまちだ

401 本町田 ほんまちだ

402 本町田 ほんまちだ

403 本町田 ほんまちだ

404 本町田 ほんまちだ

405 本町田東 ほんまちだ
同じ場所に同じ名前の建物の方が、地域の人が間違えにくい

為

406 ぼんまちだ ぼんしょうがすきだから

407 本町田自然大 ほんまちだ　しぜん 自然がいっぱいだからです。
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408 本町田ひなた ほんまちだ ひなた

ほんまちだを残したいのと

桜美林大学にも ひなたが使用されてる事から 言葉を大切に

したいからです。

409 本町田10 ほんまちだ10
いい名前だから。

410 本町田青空 ほんまちだあおぞら
なぜかというといつもきれいな青空が元気を出してくれるか

らです。だから本町田青空小学校がいいと思いました。

411 本町田いせき ほんまちだいせき ふるからあるとおもうから

412 本町田いせき ほんまちだいせき ふるくからあるとおもうから

413 本町田第二 ほんまちだいに この名前があったらいいかなとおもったんだ。

414 本町第東 ほんまちだいひがし
●●ちゃんとおなじにしたいから、本町第東小学校をかきま

した

415 本町第東 ほんまちだいひがし ３つのつながる小学校のなまえをとりました。

416 本町第東 ほんまちだいひがし
本町田東の東と、町田第三の第で、本町田の本と町で、本町

第東小学校です。

417 本町第東 ほんまちだいひがし
街という字が全部の学校名に入ってたからいれた後の字は学

校全部の字をかいてこの名前にしました。

418 本町田いろいろ ほんまちだいろいろ
三しゅるいのがっこうがまざるから本町田いろいろ小学校に

した。

419 本町田丘 ほんまちだおか
この学校で、大事にしたいことや残しておきたいことに、丘

があったからです。

420 本町田音奏 ほんまちだおんそう おとをきれいにかなでるといういみ。

421
ほん町田おんだ

がわ

ほんまちだおんだが

わ
ちかくにおんだがわがあるから

422 本町田恩田川
ほんまちだおんだが

わ
「恩田川」このなまえがいいかとおもったから

423 本町田恩田川
ほんまちだおんだが

わ
恩田川がちかいしすてきだから

424 本町田恩田川
ほんまちだおんだが

わ

本町田は恩田川が流れていてその川が町田の特色だと思った

から。

425 本町田思田川
ほんまちだおんだが

わ
ちかくに思田川があるから。

426 本町田ヶ丘 ほんまちだがおか

旧緑ヶ丘小学校や本町田西小学校の校名も残していければ卒

業生も悲しくないと思いました。これなら統合するすべての

校名が入りますし、本町田は谷や丘が多いことも理由です。

「本町田の丘小学校」とも迷いました。廃校になり自分の学

校がなくなることはとても悲しいことです。

427 本町田ヶ丘 ほんまちだがおか 坂道や凸凹が多いいから

428 本町田川山 ほんまちだかわやま 川や山をあらわせてるから。

429 本町田木曽 ほんまちだきそ
木曽住宅に住み緑が丘小、本町田小を

残したかった
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430 本町田きぼう ほんまちだきぼう
慣れ親しんだ地名が入っていることと、これから希望のある

子供達、という意味をかけてつけました。

431 本町田きぼう ほんまちだきぼう

本町田小学校には素敵な『きぼうの森』という自然豊かな森

がありました。

もったいないけど、その素敵な森があった小学校と統合する

ということ。

もともとの沢山の小学校が統合して未来へ繋いでいく地域本

町田。

子ども達は本町田の希望であってほしいという願いを込め

て。

本町田の希望を背負い、子ども達が育つ小学校でいてほしい

と強く思います。

432 本町田希望 ほんまちだきぼう 希望の小学校にしたいから

433 本町田希望 ほんまちだきぼう
新しい学校の名前に本町田小の思い出を残したいと思ったか

ら、「希望の森」からつけました。

434
本町田きぼうの日

向

ほんまちだきぼうの

ひなた

この学校に通う子ども達が元気で明る子になってほしいから

です。そして近くに日向村があるからです。

435 本町田きぼうの森
ほんまちだきぼうの

もり
すてきななまえだとおもったから

436 本町田きら ほんまちだきら きらきらした本町田

437 本町田銀がま ほんまちだぎんがま

438 本町田元気村山
ほんまちだげんきむ

らやま
いつまでも、元気で明るい小学校であってほしいと思った

439 本町田元気村山
ほんまちだげんきむ

らやま
いつまでも元気で、明るい学校であってほしいと思ったから

440 本町田合同 ほんまちだごうどう

441 ほんまちださくら さくらがさいたらきれいだから。

442 本町田さくら ほんまちださくら
わたしがえらんだ理由は.いまの小学校が．春になるとさくら

がきれいだからえらびました。

443
本町田さくらく

ま

ほんまちださくらく

ま
さくらがきれいだからです。

444 ほんまちださん ぜんぶのがっこうのなまえ

445 本町田三 ほんまちださん ３つの学校の一文字ずつとりました

446 本町田三 ほんまちださん
本町田小と東の本町田と三小の三をつけてこの名前にしまし

た

447 本町田三希 ほんまちださんき 3つの希望(学校)が合わっさているから

448 本町田三東
ほんまちださんひが

し
三つのがっこうをがったい

449 本町田しぜん ほんまちだしぜん ひがししょうがこうがしぜんだからです。

450 本町田しぜん ほんまちだしぜん みんなが名前をおぼえやすいから

451 本町田しぜん ほんまちだしぜん 本町田は、しぜんがいっぱいあるから。
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452 本町田自然 ほんまちだしぜん がっこうにたくさん自然があるから

453 本町田自然 ほんまちだしぜん しぜんがいっぱいあるから。

454 本町田自然 ほんまちだしぜん 自然が沢山ある町田だから。

455 本町田自然 ほんまちだしぜん
自然を大切にしたいからです。自然いっぱいな学校にしたい

からです。

456 本町田自然 ほんまちだしぜん
自然を大切にしたいからです。自然いっぱいな学校にしたい

からです。

457 本町田自然 ほんまちだしぜん 学校が自然で囲まれてるから

458 本町田自然 ほんまちだしぜん
学校のまわりは自然がいっぱいあるから本町田自然小学校に

しました。

459 本町田自然 ほんまちだしぜん 学校の花壇は、花がいっぱい咲いていてきれいだから

460 本町田自然 ほんまちだしぜん 自然がいいから

461 本町田自然 ほんまちだしぜん 自然が豊かだから

462 本町田自然 ほんまちだしぜん

町田市には自然がたくさんあるし東小の周りにも自然がある

から

463 本町田自然 ほんまちだしぜん
本町田っていうのもいれたいし、本町田は自然がいっぱいだ

から。

464 本町田自然 ほんまちだしぜん
本町田には、たくさん自然があるのでこの名前にしました。

あと自然を大事にしたいからです。

465 本町田自然 ほんまちだしぜん 本町田には自然がいっぱいあるから

466 本町田自然 ほんまちだしぜん

本町田の部分は引き続き校名として残したいのと、あの付近

は緑や自然がいっぱいで素晴らしいから自然も入れたいと

思った

467 本町田自然 ほんまちだしぜん

468 ほんまちだしょ かこいいから

469 ほんまちだ ほんまちだしょう ほんまちだしょうがこうがだいすきだから

470 本町田新東
ほんまちだしんひが

し

471 本町田しんりん ほんまちだしんりん

本町田小学校と本町田東小学校と、町田第三小学校は本と町

田がついていて、どこも自然ゆたかだから、本町田しんりん

小学校

472 本町田せせらぎ ほんまちだせせらぎ

歴史ある旧3校の共通の住所である本町田の名は残し、ま

た、この地域の象徴でもある恩田川の流れとともに過ごした

日々を忘れずに成長してほしいと願う気持ち

473
本町田セントラ

ル

ほんまちだせんとら

る
本町田地区の中心となって一致団結するように

474 本町田創造 ほんまちだそうぞう
本町田という土地で、新しい歴史がはじまるという意味を込

めました。

475 ほんまちだだい ほんまちだだい ぜんぶのしょうがたよせこあわ
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476 本町田第４ ほんまちだだい４

町田市にいるから町田市の小学校とわかりやすくして、第３

小学校と一緒になるから３の次は４なので町田市だい４小学

校にしました。

477 本町田だい一 ほんまちだだいいち 本町田東小学校の王さまみたいな名前だからです。

478
ほんまちだだい

さん
ほんまちだだいさん ちいきのなまえだから

479 町田第三 ほんまちだだいさん ３つの学校の名前をあわせてつくった

480 本町田第三 ほんまちだだいさん ３つのしょうがっこうのなまえをかきました。

481 本町田第三 ほんまちだだいさん いっしょになる学校の文字をとった

482 本町田第三 ほんまちだだいさん きめるのむずかったから

483 本町田第三 ほんまちだだいさん なんとなく

484 本町田第三 ほんまちだだいさん
本町田→本町田、本町田東→本町田、町田第三→第三　⇒本

町田第三

485 本町田第三 ほんまちだだいさん
本町田小学校や本町田東小学校は本町田がついていて、町田

第三小学校の本町田と第三をとった。

486 本町田第三 ほんまちだだいさん 本町田小と第三小を合体させた。

487 本町田第三 ほんまちだだいさん 本町田と町田第三小の第三をとった。

488 本町田第三 ほんまちだだいさん
本町田ひがし小学校と本町田小学校が本町田がつくからで大

三は町田大三小学校に大三がつくからです。

489 本町田第三 ほんまちだだいさん 三っつの学校の名前がのってるから

490 本町田第三 ほんまちだだいさん 合体したなまえ

491 本町田第三 ほんまちだだいさん
本町田小学校と本町田小学校と第三小学校がくっついていて

本町田東小学校と本町田小学校に本町田がついているから

492 本町田第三 ほんまちだだいさん
本町田小学校と本町田東小学校と三小が同じになるから全部

の学校の名前の一部を使いたくこの名前にした

493 本町田第三東 ほんまちだだいさん
東小と、本町田小と、第三小が合体するから、名前も、合体

してみました。

494 本町田第三東
ほんまちだだいさん

ひがし
３つの学校が、学校の名前になりそうだったから

495 本町田第三東
ほんまちだだいさん

ひがし
全部のなまえを入れたかったから。

496 本町田第三東
ほんまちだだいさん

ひがし
ぜんぶの名前をつけたかったから

497 本町田第三東
ほんまちだだいさん

ひがし
どの学校の名前を残したかったから。

498 本町田第三東
ほんまちだだいさん

ひがし

本町田小学校の「本町田」と本町田東小学校の「東」と町田

第三小の「第三」を合わせました。

499 本町田第三東
ほんまちだだいさん

ひがし

本町田小の本町田で、第三小の第三で、東小の東で本町田第

三東小学校。
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500
ほんまちだだい

ち
ほんまちだだいち がっこうがつながってるから

501
ほんまちだだい

ち

ほんまちだだいち

しょう
あたまにうかんできた

502
ほんまちだだい

ち

ほんまちだだいち

しょう
あたまにうかんできた。

503 本町田大中小
ほんまちだだいちゅ

うしょう
大きい子も中くらいの子も、小さい子もかよえるため

504
ほんまちだだい

はち
ほんまちだだいはち

505 本町田第東三
ほんまちだだいひが

しさん
３つの小学校名前を全部いれました。

506 本町田太陽 ほんまちだたいよう 次の学校が仲良く明るい学校になるようにそれにしました。

507 本町田太陽
ほんまちだたいよう

しょうがこう
太陽みたいになれるように

508 本町田第四 ほんまちだだいよん
３つの学校が、がったいして、あたらしく出来る小学校だか

ら、第四小学校

509 本町田第四 ほんまちだだいよん 四こめだから

510 本町田たけのこ ほんまちだたけのこ みんながたけのこみたいに大きくなるようにつけました。

511 本町田中央
ほんまちだちゅうお

う

マップで見たら町田市の中央につくるよていだからこの名ま

えにした。

512 本町田中央
ほんまちだちゅうお

う

学校の近くには本町田という交差点名があることと、本町田

地区のほとんどの子供が通うことになる小学校であるため。

おそらくこれまであった本町田東や本町田西もこの本町田交

差点から見てどちらにあるかだったのではないかと予想して

います。

どちらの学校も無くなる今、ここが本町田の中央であるとし

てもよいのではないかと思います。

513 本町田中央
ほんまちだちゅうお

う

個人的には学校名なんか何でもいい。

しかし、今の学校名のどれかを使うと、無くなってしまう学

校の卒業生や地域の人の一部が納得しないで揉めそうだから

本町田中央が良い。

514 本町田中央
ほんまちだちゅうお

う

三つの小学校からなり、文字通り本町田の真ん中にあるとい

う意味を盛り込みました。「本町田」の地名はぜひ残してい

ただきたいです！

515 本町田中央
ほんまちだちゅうお

う

新校舎は本町田地区の凡そ真ん中に位置するとともに、地区

の中心から未来に向けて前途有望な子供たちが巣立って行っ

て欲しいという願いを込めて。
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516 本町田中央
ほんまちだちゅうお

う
中央にあるから

517 本町田中央
ほんまちだちゅうお

う
本町田という地名を残したかったので！

518 本町田中央
ほんまちだちゅうお

う
本町田の中心だから

519 本町田中央
ほんまちだちゅうお

う
本町田の中心でのびのびと学校生活を送ってほしい

520 本町田中央
ほんまちだちゅうお

う
本町田地区の中心の為

521 本町田東西 ほんまちだとうざい
西の方に看板で「本町田東小学校」と、かいてあって「西」

そして、「東」を、残したくて「東西」です。

522 本町田豊緑 ほんまちだとよみど

本町田東小学校の周りには、緑がたくさんありとても豊かだ

からです。またこの名前をを想像すると爽やかですがすがし

い気持ちになるからです。

523 本町田なかよし ほんまちだなかよし
3つの小学校がある地域に共通した地名を入れて、仲良く一

緒の学校で過ごせるようにと願いを込めたかったので。

524 本町田なかよし ほんまちだなかよし けんかもなくみんなともだちでいるしょうがっこう。

525 本町田仲よし ほんまちだながよし みんななかがいいのでこのなまえにしました

526 本町田二 ほんまちだに おもいでにのこりそうだから。

527 本町田にじ ほんまちだにじ
理由は、みんながきらきらにじのようにやさしくしてくれる

ように本町田にじ小学校にしました。

528 本町田虹 ほんまちだにじ
校庭に日なたがほとんど当たっているから明るいし、かべに

色々な絵が書いているから。

529
ほんまちだにほ

ん
ほんまちだにほん ぼくたちにほんにいるから

530 本町田の森 ほんまちだのもり
自然豊かな場所にあることと、本町田小の『希望の森』を名

前だけでも残したくて『森』を加えました。

531 本町田の森 ほんまちだのもり
町田市の中でも特に自然豊かな本町田地域で心豊かに育って

欲しいという願いを込めました。

532 本町田春桜
ほんまちだはるざく

ら

東小で、春に咲いてた桜がきれいだなぁって思ったからで

す。

533 ほんまちだひがし いいなまえだから

534 ほんまちだひがし ほいくえんのおともだちがいるから

535
ほんまちだひが

し
ほんまちだひがし みどりがいっぱいあるからです

536 本町田ひがし ほんまちだひがし ひがししょうがっこうとがったいするから

537 本町田ひがし ほんまちだひがし
本町田ひがし小学校と、本町田小学校と、町だだいさん小学

校をくふしてかきました。

538 本町田第三東 ほんまちだひがし 他の学校の名を残したいから
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539 本町田東 ほんまちだひがし

元々、本町田東小学校の校舎のあった場所に新校舎建築して

授業を開始するし、50周年の歴史のある学校なのだから、

『本町田東小学校（ほんまちだひがししょうがっこう）』と

言う名前を継承するのがいい。

540 本町田東 ほんまちだひがし 場所の名前で良いと思うから。

541 本町田東 ほんまちだひがし
名前は変えなくて良いと思います。名前を変更するとややこ

しいから。

542 本町田東 ほんまちだひがし

543 本町田東 ほんまちだひがし

544 本町田東だい三 ほんまちだひがし
まちだだいさんしょうがっこうとほんまちだひがししょうが

こうとくっつくから

545 本町田東三 ほんまちだひがし がったいしたなまえだからこうゆうなまえにしました。

546 本町田ひがし三
ほんまちだひがしさ

ん

ふるさとの名前がなくなるのはさみしいから、いっしょにな

る学校の名前をすこしずついれました。

547 本町田東三
ほんまちだひがしさ

ん

それぞれの学校の名前が少しでも残る方がいいかなと思い、

これにしました

548 本町田東三
ほんまちだひがしさ

ん

大体三つの小学校の名前をミックスした名前にしたかったか

らです。

549 本町田東三
ほんまちだひがしさ

ん
なんかいいと思ったから

550 本町田東三
ほんまちだひがしさ

ん
三つの学校の１～５文字をとってつなげました。

551 本町田東三
ほんまちだひがしさ

ん
自分の学校の名前と他の学校の名前を残したいから。

552 本町田東自然
ほんまちだひがしし

ぜん

　自然を大切にしてほしいし、ここ（本町田東小学校）に建

てるから、東は入れたかったのとここは本町田だから本町田

を入れたかったからです。

553 本町田東
ほんまちだひがし

しょう
同じ名前のほうが懐かし感があっていいなと思ったから

554 本町田東第五
ほんまちだひがしだ

い５
あかるい学校のなまえにしたいから。

555
ほんまちだひが

しだいさん

ほんまちだひがしだ

いさん
ぜんぶのなまえをつなけてみたよ

556
ほんまちだひが

しだいさん

ほんまちだひがしだ

いさん
なまえをくっつけたから

557
ほんまちだひが

しだいさん

ほんまちだひがしだ

いさん
みっつのがっこうがつながるから

558
ほんまちだひが

しだいさん

ほんまちだひがしだ

いさん
みんながなかよくできそうだから

559 本町田第三
ほんまちだひがしだ

いさん

いろんながっこうのなまえをかいたほうがいいとおもったか

ら。
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560 本町田東第三
ほんまちだひがしだ

いさん
3つの学校のなまえが入っているから。

561 本町田東第三
ほんまちだひがしだ

いさん
３つの学校をがったしました。

562 本町田東第三
ほんまちだひがしだ

いさん
３つのちめいがはいってていいとおもったから。

563 本町田東第三
ほんまちだひがしだ

いさん
３つの名前がくみあわさっているから

564 本町田東第三
ほんまちだひがしだ

いさん
３つの学校が合体したから

565 本町田東第三
ほんまちだひがしだ

いさん
３つの学校が合体したから

566 本町田東第三
ほんまちだひがしだ

いさん

3つの小学校の名前がつながれば良いなと思って考えまし

た。

567 本町田東第三
ほんまちだひがしだ

いさん

３つの小学校の名前を合体して３つの特徴的な名前を合体し

た

名前

568 本町田東第三
ほんまちだひがしだ

いさん
絵をみてかんがえました。

569 本町田東第三
ほんまちだひがしだ

いさん
学校がぜんぶつながってできたなまえ

570 本町田東第三
ほんまちだひがしだ

いさん

全ての小学校の良い所を合わせて本町田東第三小学校にしま

した。

571 本町田東第三
ほんまちだひがしだ

いさん
ぜんぶの学校の名前をのこしたいから

572 本町田東第三
ほんまちだひがしだ

いさん
ぜんぶの学校の名前をまぜたから。

573 本町田東第三
ほんまちだひがしだ

いさん
ぜんぶのなまえをいれたかったから。

574 本町田東第三
ほんまちだひがしだ

いさん
ぜんぶの名前をがったいさせたかったから。

575 本町田東第三
ほんまちだひがしだ

いさん
全部の名前をくっつけて前の小学校を忘れないように。

576 本町田東第三
ほんまちだひがしだ

いさん

その３つの学校のひとたちがかなしくないように、それそれ

のがっこうの名前をつけたのがこのなまえです。

577 本町田東第三
ほんまちだひがしだ

いさん

なぜかというと、東と第三が本町田小学校にくるのでその、

本町田のあいだにいれようかと思ってそうしました。

578 本町田東第三
ほんまちだひがしだ

いさん

へんに変えるとおかしくなるからシンプルのほうがいいかな

と思ったのでこの名前にしました
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579 本町田東第三
ほんまちだひがしだ

いさん

本町田小学校と本町田東小学校と町田第三小学校をあわせた

小学校がいいと思った。

580 本町田東第三
ほんまちだひがしだ

いさん

本町田小学校と本町田東小学校と町田第三小学校をくみあわ

せた名前

581 本町田東第三
ほんまちだひがしだ

いさん
本町田小と東小と三小がくっつくから。

582 本町田東第三
ほんまちだひがしだ

いさん
本町田小と東小と三小をわすれてほしくないから。

583 本町田東第三
ほんまちだひがしだ

いさん

本町田小の本町田とひがし小の東とだい三小のだい三をあわ

せました。

584 本町田東第三
ほんまちだひがしだ

いさん

本町田は、本町田という名前はぜったいに付けたかったか

ら。東と第三は合体する学校の名前をのこしたかったから。

585 本町田東第三
ほんまちだひがしだ

いさん

本町田東小学校、本町田小学校、町田第三小学校を合わせる

と、本町田東第三小学校になるからです。

586 本町田東第三
ほんまちだひがし第

三
本町田東と本町田と第三をつなげたらいいと思います。

587 本町田東第三
ほんまちだひがしだ

いさん

町三小と本町田東小がなくなるから、名前だけでも残してお

きたいからです。

588 本町田東第三
ほんまちだひがしだ

いさん
三つの学校がくみあわさったから。

589 本町田東第三
ほんまちだひがしだ

いさん
三つのがっこうのなまえをまぜた

590 本町田東第三
ほんまちだひがしだ

いさん
三つの学校をくみあわせてなまえをつくりました。

591 本町田東第三
ほんまちだひがしだ

いさん
三つの小学校ががったいするから。

592 本町田東第三
ほんまちだひがしだ

いさん
三つの小学校の名前を組み合わせました。

593 本町田東第三
ほんまちだひがしだ

いさん
理由は、三つの学校の名前をあわせました。

594 本町田東第三
ほんまちだひがしだ

いさん
学校の名前を合わせてこの名前になった

595 本町田東第三
ほんまちだひがしだ

いさん
学校を合体するなら名前も合体したいから

596 本町田東第三
ほんまちだひがしだ

いさん
全部の学校の名前をつなげたかったから

597 本町田東第三
ほんまちだひがしだ

いさん
本小と東小と三小を合体した

598 本町田東第三
ほんまちだひがしだ

いさん

本町田小学校の本町田と本町田東小学校の東と町田第三小学

校の第三を繋げて作りました。
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599 本町田東第三
ほんまちだひがしだ

いさん

600 本町田南だい三
ほんまちだひがしだ

いさん
がったいさせる小学校の名前をぜんぶいれたからです。

601 本町田東第三
ほんまちだひがしだ

いさんしょう
全ぶの学校の名前を入れたかったから

602 本町田第四
ほんまちだひがしだ

い四
よん番目につくられるから第四小学校

603 本町田ひがし二 ほんまちだひがしに 本町田ひがし小学校をはすれないようにしたいからです。

604
ほんまちだひか

しやま

ほんまちだひがしや

ま
ほんまちだひがししょうかっこうとやまをがったいした

605 本町田東良好等
ほんまちだひがし

りょうこうどう
みんなが平等で良好になれる小学校。友達思いの小学校

606 本町田ひかり ほんまちだひかり
本町田ひがし小学校が本町田とついているから本町田ひがし

小学校にしました。

607 本町田光 ほんまちだひかり ひかりのように、げんきいっぱいあそびたいから

608 本町田光 ほんまちだひかり

本町田にあった原小学校、緑ヶ丘小学校、本町田西小学校が

１つになり、本町田小学校となった。そして、本町田東小学

校と町田第三小学校が一緒になる。

「光」という漢字は3つの小学校が１つになり、さらに二つ

の小学校が一緒になって１つになるこれから本町田にできる

小学校と似ていると感じる。

それぞれの小学校で育った卒業生の思い出を一つの漢字にの

せ、未来の子供達にも歴史を伝えていってほしい、そして、

本町田で光り輝く子供達が育って欲しいという願いをこめ

て、応募します。原小学校卒業生として。

609 本町田翡翠 ほんまちだひすい
翡翠は深緑の宝石という意味なので美しい緑いっぱいの学校

が良いなと、思いこの名前にしました

610 本町田ひなた ほんまちだひなた 『ひなた』は近隣の日向山公園やひなた村から引用。

611 本町田ひなた ほんまちだひなた

・朝行くと、日が当たっていてあたたかいから

・読みやすいから

・近くに日向山やひなた村があるから

・日の光が「つねに」当たっているかのようなほっこりとし

た小学校にしたいから

　（喧嘩が少なくて、みんなが仲良く出来る小学校にしたい

から）

・あえて、「ひなた」をひらがなにし、小学一年生でもよめ

るように・・・

612 本町田ひなた ほんまちだひなた

ひなたの立地、ひなた村など、ひなたに因んだものに囲まれ

ている。また、ひなたで明るくポジティブな印象があるか

ら。
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613 本町田ひなた ほんまちだひなた
ひなたは、本町田の特色でもあり、明るい学校になってほし

いから

614 本町田ひなた ほんまちだひなた
ひなたむらがちかいから。ひなたむらは、りかのじっけんで

もいける。ひなたむらはしぜんがいっぱい。

615 本町田ひなた ほんまちだひなた ひなた村に近いですから。

616 本町田ひなた ほんまちだひなた
ひなた村が近くにあり、ひなたの意味が温かく希望が持て

る。3校中心的シンボルである。

617 本町田ひなた ほんまちだひなた

ひなた村が近くにあるし、虫とか自然がいっぱいあってきれ

いだから東小も自然があってほしいからひなた小学校にしま

した。

618 本町田ひなた ほんまちだひなた ひなた村に近いからです。

619 本町田ひなた ほんまちだひなた

ひなた村の近くにあること、本町田という地名も入るため場

所もわかりやすいということと、ひなたにちなみひなたがあ

たる明るいイメージの小学校になりますようにと願いを込め

ました。

620 本町田ひなた ほんまちだひなた ひなた村の隣にあって、愛着の湧く名前なので

621 本町田ひなた ほんまちだひなた

ひなた村は、近くにある自然豊かな場所で、小さい頃から今

でも大切な遊び場です。イベントを行う場所であり、とても

大切な場所なので、「ひなた」の名前をつけて頂けたら嬉し

いです。

622 本町田ひなた ほんまちだひなた
本町田の地域と、中心にあるひなた村を合わせ、分かりやす

くしました。

623 本町田ひなた ほんまちだひなた

本町田の地区にあること。ひなた村が近い学校なので。学校

名でどの辺に学校があるかわかってもらえるから。ひなたの

様に、明るく、元気な子に育ってほしいから。

624 本町田ひなた ほんまちだひなた 近くにひなた村があるし、結構昔からあるから

625 本町田ひなた ほんまちだひなた 子供が日に向かう。子供へ日を当てる。

626 本町田ひなた ほんまちだひなた 児童たちがひなたの道をあるけるように

627 本町田ひなた ほんまちだひなた

小学校から近い場所にひなた村があります。自然も豊かで、

小さい頃からの遊び場であり、色々なイベントを行う場所で

あり、今でも子どもにとって大切な場所だからです。

628 本町田ひなた ほんまちだひなた 新しい学校のとなりにひなた村があるから。

629 本町田ひなた ほんまちだひなた

地域の真ん中にあるシンボル的な山の名前をとりました。

「ひなた」にも明るいイメージがありますし、未来に向かう

感じがとてもぴったりだと思いました。

630 本町田ひなた ほんまちだひなた
地区名、またひなた村が近くにあること、ひなたが付くと明

るいイメージになるので

631 本町田ひなた ほんまちだひなた 地名を大切にし今の名前が好きだから

632 本町田ひなた ほんまちだひなた 日が当たる立地だと思ったので。ひなた村にちなんで。

633 本町田ひなた ほんまちだひなた 日向山のそば、また明るい感じが良いと思ったので。
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634 本町田ひなた ほんまちだひなた
本町田であること、新しくあたたかなイメージ、ひなた村が

近いことから提案しました。

635 本町田日向 ほんまちだひなた
この学校は、日当りがよくずっと日が当たっているからで

す。

636 本町田日向 ほんまちだひなた ひなた村が近いから

637 本町田日向 ほんまちだひなた ひなた村が近いし日光がよくあたるから

638 本町田日向 ほんまちだひなた ひなた村が近くにあるから｡

639 本町田日向 ほんまちだひなた 近くに日向村があるから

640 本町田日向 ほんまちだひなた
住所が本町田で、新校舎の近くにはひなた村があり、明るく

親しみやすいイメージがあるため。

641 本町田日向 ほんまちだひなた

日向のように美しい、元気な学校でいてほしいから日向にし

ました。

日向という漢字にした理由は、日向のようにみんなが元気

いっぱいでいてほしいから。

642 本町田日向 ほんまちだひなた

本町田小学校、東小学校、第三小学校の真ん中あたりにある

ひなた村や日向山公園。小学校に入る前から自然の楽しさを

教えてくれる場所として誰もが1度は行ったことある場所だと

思います。地域の名前を入れたいなと思ったので候補として

応募させていただきました。

643 本町田ひなた ほんまちだひなた

ひなた村など日向がついていると町田市の歴史が学校の名前

に入っていて本町田は本町田東小と本町田小学校の名前に

入っていてずっと名前を忘れないようにするためにいいと思

います。

644 本町田日向自然
ほんまちだひなたし

ぜん
自然が多いひなた村の近くにあるから

645 本町田日向ノ丘
ほんまちだひなたの

おか
ちかくに日向村があるから。

646
本町田ひなたの

風

ほんまちだひなたの

かぜ
統合する学校、生徒、地域に、新しい風をという意味で

647 ほんまちだひなた村 ここがひなた村にちかいからです。

648
ほんまちだひなたむ

ら
ひなたむらがたのしいから

649 本町だひなた村
ほんまちだひなたむ

ら

本町だのところをのこちかいひなた村をつながった学校にし

たい。

650
本町田ひなたむ

ら

ほんまちだひなたむ

ら
ちかくにひなたむらがあるから。

651 本町田ひなた村
ほんまちだひなたむ

ら
ちかいから

652 本町田ひなた村
ほんまちだひなたむ

ら
ひなた村は、この学校の近くだからです。
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653 本町田ひなた村
ほんまちだひなたむ

ら
学校に、近いから.

654
本町田ひなたや

ま

ほんまちだひなたや

ま

655 本町田ひなた山
ほんまちだひなたや

ま

（学校統合後は）本町田地区唯一の小学校として、本町田の

地名は入れた上で、統合する3校とは異なる新しい名称にす

るために、近くにあるひなた山の名前を付けました。

656 本町田ひなた山
ほんまちだひなたや

ま

シンプルに本町田地区の中にある自然豊かなひなた村施設に

隣接する小学校であること。統合する3校に通う児童にとって

もひなた山は親しみのある名称だと思います。

657 本町田ひなた山
ほんまちだひなたや

ま

やはり本町田という地名を残したいのと、東小あたりはひな

た村があるので。しかしなぜ一番端っこの東小が残るので

しょうか？木曽団地からは遠い。わたし自身は西小→本町田

中出身で寂しくて仕方ない。閉校式は震災で中止、みんなで

会うはずがその後も何もなく壊されてしまって…。桜美林大

学で綺麗になりましたけど。

658 本町田ひなた山
ほんまちだひなたや

ま
日向山公園に近いので、自然を感じられる名前にしました。

659 本町田ひなた山
ほんまちだひなたや

ま

本町田地区には遺跡公園、寺社仏閣などの先人達が築いてき

た深い歴史があり、自然豊かな川や沢、日向山があります。

その豊かさが、小学生の多様な成長に繋がると思ったからで

す。

660 本町田日なた山
ほんまちだひなたや

ま
学校のちかくに山とかしせんがあるから

661 本町田日向山
ほんまちだひなたや

ま

お母さん達が本町田小でいいんじゃない？と言っていて地図

を見たら日向山の近くに新しい学校ができるから、お母さん

達が言っていた本町田と日向山を組み合わせて本町田日向山

小学校にしました。

662 本町田日向山
ほんまちだひなたや

ま

これから地震など自然災害が増えてくるにあたり、避難場所

となることも考え、名前を聞いて大体の場所がイメージでき

るといいかなと思いました。

お日様の光が当たる日なたのイメージから、子どもたちに

とってあたたかく、元気にグングン育てる小学校であってほ

しいと願っています。

663 本町田日向山
ほんまちだひなたや

ま
学校の近くに日向山があるから

664 本町田日向山
ほんまちだひなたや

ま
近くに日向山があるから

665 本町田日向山
ほんまちだひなたや

ま

元々の小学校の名前であり、この地域の“本町田”と、統合先

の日向山の場所を名前として入れたいと考えたため
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666 本町田日向山
ほんまちだひなたや

ま

東小の近くにひなた村や日向山公園や日向山があるのでこの

学校名がいいと思いました

667 本町田日向山
ほんまちだひなたや

ま

日向山が近くにあるのと､日向山のように堂々と育ってほし

いという意味で､この名前にしました｡

668 本町田日向山
ほんまちだひなたや

ま
日向山が東小から近いから本町田日向山小学校にしました。

669 本町田日向山
ほんまちだひなたや

ま

本町田の地名があれば、学校の場所が直ぐに分かる。

また、日向山を付けることにより3小学校が統合され新しい

小学校がスタートすることが鮮明になる。

670 本町田日村 ほんまちだひむら
唯一町田にある学校だし、近くにあるひなた村を略して自然

もあるからです。

671 本町田藤の台
ほんまちだふじのだ

い

本町田と藤の台は学区内で面積が大きいので、校名に入れま

した。

672 本町田町田 ほんまちだまちだ かんたんだから

673 ほんまちだみどり ほんまちだみどり みどりのきがいぱいあるから

674 本町田 緑 ほんまちだみどり
本町田は、春夏秋冬問わず景色がきれいだから。

景色の緑がよく見えるから。

675 本町田みどり ほんまちだみどり
緑豊かな土地を大切に、子どもたちにとってより良い環境で

あって欲しいという想いを込めて。

676 本町田緑 ほんまちだみどり ここらへんには自然が多くとくに緑が多いからです。

677 本町田緑 ほんまちだみどり
自然のゆたかさや緑がとてもきれいだといゆことをみんなに

知ってほしいから

678 本町田緑 ほんまちだみどり 本町田は　緑が豊かだからです

679 本町田緑 ほんまちだみどり
本町田は春夏秋冬問わず景色がきれいだから。

景色の緑がよく見えるから。

680 本町田緑 ほんまちだみどり 本町田は緑が豊かだからです。

681 本町田緑 ほんまちだみどり
緑が多いといいと思ったから。

682 本町緑三
ほんまちだみどりさ

ん
３つの小学校の名前を入れたいから。

683 本町田みどり野 ほんまちだみどりの 圧倒的に緑が多い地域と感じたため

684 本町田緑の丘
ほんまちだみどりの

おか

まわりに緑があるから

685 本町田緑山
ほんまちだみどりや

ま

この辺は、緑が多くて周りの地形が高いから緑山小学校にし

ようと思いました。

686 本町田緑山
ほんまちだみどりや

ま
自然がたくさんあるから。緑山は、緑色が豊かだから。

687 本町田みらい ほんまちだみらい
本町田地区の子どもたちの、明るく輝かしい未来を願う想い

を込めました。
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688 本町田村 ほんまちだむら ちかくにひた村があるからかえてみました。

689 本町田森 ほんまちだもり もりがいっぱいあったからこのなまえにした

690 本町田森 ほんまちだもり 森がたくさんあるからです。

691 本町田薬師 ほんまちだやくし 町田になじんでいるから

692 本町田薬師池
ほんまちだやくしい

け
町田のいいところだと思ったからです！！

693 本町田薬師池
ほんまちだやくしい

け

薬師池公園にある、緑や自然を取り入れようと思ったので

「薬師池」にしました。

694
ほんまちだやくしい

けこうえん
どうしてかいたかとゆうとりすえんにもすぐいけるから。

695 本町田薬師ヶ丘
ほんまちだやくしが

おか

薬師は薬師池などの近くの公園があるからヶ丘はみはらしの

丘公園などが近くにあるのでいれました。

696 本町田山 ほんまちだやま 本町田にはしぜんがおおいいから

697 本町田山 ほんまちだやま 本町田にはしぜんがおおいいから

698 本町田りょう ほんまちだりょう

699 本町田緑地 ほんまちだりょくち もともと東小には緑が多いから。

700 本町田若葉 ほんまちだわかば
今通ってる学校の名前を残したいし、周辺に緑が茂っている

から。

701 本町田第三 ほんまちだ第三
本町田にできるということなので町田第三小学校の「第三」

をとって本町田第三小学校にしました。

702 本町緑玲瓏
ほんまちりょくれい

ろう

本町田小学校の名前を残しつつ、緑がいっぱいで、たまのよ

うに美しく輝ける人になってほしいという、願いが詰め込め

られた名前です。

703
まい日たのしい

わくわく

まいにちたのしいわ

くわく

子どもや先生たちがまい日たのしくわくわくたのしい小学校

にしたいからです。

704 町山 まちさん ぱっと思いついた。地名の山を使ってみた。

705 町田 まちだ シンプルでいいかなと思ったから。

706 町田 まちだ 町田にあるから。

707 町田おんだがわ まちだおんだがわ ちかくにおんだがわがあるから。

708 町田北（東）
まちだきた（ひが

し）

”本町田小学校”をそのまま使っても良いと思いますが、町田

駅から北（東？）側にあるので、この名前はどうかなと思い

ました。

709 町田きぼうが丘 まちだきぼうがおか 町田市の新しい教育環境を夢みつつ。

710 町田元気 まちだげんき
まちだにあるから。元気にいてほしいし、キラキラにこにこ

にいてほしい。

711 町田元気子 まちだげんきっこ 学校に元気な子がいてほしいからです。

712 町田サルビア まちださるびあ 町田の花だから。

713 町田３大緑
まちださんだいみど

り

町田市にあって３つの小学校が集まって本小が緑が豊かな学

校だったから緑の部分を取って緑豊かな学校にしてほしいか

らです

714 × まち田しりつ まちだのとしよんのなまえです
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715 町田新 まちだしん ３つの学校を合わせてあたらしいから新小学校にしました。

716 町田菅原 まちだすがわら なまえがきれいだから

717 まちだだいさん こうゆうがこうがすきですから

718 まちだだいさん まわりがきれいだから

719 まちだだいさん まちだだいさん 学校の名前がすごいからです。

720 まちだだいさん まちだだいさん きがいっぱいあるからです

721 町田だい三 まちだだいさん いいやすいからです。

722 町田第三 まちだだいさん

3ヶ所の中央に位置する町田第三小学校を校名の代表として採

用し、3校の歴史と未来を引き継いで行ければと言う想いを

込め考えました。

723 町田第三 まちだだいさん そのままがいい。言いやすいから。

724 町田第三 まちだだいさん
ナンバリング校であり、番号が続かないことに違和感がある

ので。

725 町田第三 まちだだいさん
一小、二小、四小、五小が残るのに、三小がなくなってしま

うのは悲しいなと思ったから。

726 町田第三 まちだだいさん

727 町田第三 まちだだいさん

728
町田第三夢しょ

うがつこう
まちだだいさん 夢がかなうかもしれないから

729 町田第三統一
まちだだいさんとう

いつ
３つの小学校が１つになるから第三統一小学校にした

730
まちだだいさん

ひがし

まちだだいさんひが

し
３のがっこうのなまえおくっつけた

731 町田第三東
まちだだいさんひが

し
がったいする小学校の名前をいれたかったから。

732 町田第三東
まちだだいさんひが

し
しんぷるな名前がいいから

733 町田第三東
まちだだいさんひが

し
全部合体してみました。

734
町田だい三ひな

た

まちだだいさんひな

た
ひなた村に近いから

735 町田第三本町田
まちだだいさんほん

まちだ

町田で2番目に古い伝統のある小学校の名前を残したかった

から。

736 町田大7 まちだだいなな

737 まちだだいよん まちだだいよん ともだちがいるがっこうだから

738 町田第六 まちだだいろく 六小がないから

739 町田中央 まちだちゅうおう 学校の位置が町田市全体の真ん中に位置するため
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740 町田中央 まちだちゅうおう

私は本町田小学校の卒業生です。本町田という名前も使って

欲しいと思いましたが、新しい小学校になるからには、新し

い名前のほうが良いと思います。（本町田東小に新しい学校

が建つから、そのまま本町田東小の名前するということだ

と、本町田小学校の子供や町田第三小学校の子供がかわいそ

うだと思います。）

741 まちだにじいろさくらまちだにじいろさくら

742 町田にじの森 まちだにじのもり 雨あがりににじがかかっていたから。

743 町田の丘 まちだのおか 自然豊かなイメージがしたから。

744 町田の丘 まちだのおか
みどりゆたかな場所なので、そういう名前をつけたいと思い

ました。

745 まちだの森 まちだのもり

既存の校名に縛られる必要はないと思います。現在の校名や

校舎に思い出がある人などは、名前の変化やそもそもの校舎

建て替えに抵抗感がある方もいると思います。でも、これま

でどうだったかより、これからの未来に視点を置いて考えて

ほしいです。新しい学校が現在の、そして未来の子供たちの

思い出の場となるからです。既存の考えにとらわれない名前

をつけてもらえると嬉しいです。

746
町田の森ひなた

の丘

まちだのもりひなた

のおか

この地域の自然豊かなイメージと地名を組み合わせたもので

す。

747 まちだひがし

748 町だ東 まちだひがし みんながいいなっておもうようにしました。

749 町田東 まちだひがし 町田第三小学校と本町田東小学校の町田と東をとりました。

750 町田東第三
まちだひがしだいさ

ん
全部くっつけたかったから

751 町田東ひなた まちだひがしひなた
ひなた村がちかいから。もとの名前が本町田東小学校だか

ら。

752 町田光り まちだひかり 光るように、あかるい学校のようになってほしいから

753 町田ひなた まちだひなた ひなたむらのちかくだし、まちだだから。

754 町田ひなた まちだひなた ひなた山の近くにあり、町田という地名も入れたいから

755 町田ひなた まちだひなた
昔から子供達の遊び場として大切な場所の「ひなた」を入れ

た。

756 町田ひなた台 まちだひなただい

757 ごはん まちだひなたむら ごはんがおいしから

758 町田緑 まちだみどり
「町田」は、3つの学校の名前についていて、残しておきた

い。「緑」は、自然が表れる小学校にしたいから。

759 町田未来第三
まちだみらいだいさ

んしょう
子どもたちが未来に向かっていくようになってほしいから。

760 町田森 まちだもり まわりに、森があるから

761 町田薬師 まちだやくし 近くに薬師池公園があり思い出の場所だから。
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762 まちら

763 まほろ まほろ
本町田の「ほ」、町田の「ま」を用いて、映画にもなったま

ほろ駅前多田便利軒にちなんで考えました。

764 みずしおしまう みずしおしまう みずがすきだから

765 みどり しばふがきもついから

766 緑 みどり ちかくに木がはえているから

767 緑 みどり 自然がいっぱいあるから

768 緑 みどり
写真で見て緑がいっぱいあったのでこの学校名がいいとおも

いました。あと短くて漢字も書きやすいからです。

769 緑の丘ひかり みどりのおかひかり

統合される小学校は、それぞれ緑に囲まれ自然豊かな学校で

す。これからも自然豊かな緑の樹々の中で陽の光を感じなが

ら伸び伸びと学んで欲しいという想い、自然を身近で感じ大

切にして欲しいという想いを込めています。

770 緑のひかり みどりのひかり

地区内にある滝の沢公園や薬師池公園、ひなた村など緑がか

がやくスポットが多くあり、自然と共に成長していく願いを

込めて考えました。希望ある素敵な小学校になりますよう

に。

771 緑村 みどりむら
どの小学校にも緑（自然）があるからそれを名前にして残し

たい。

772 南薬師池 みなみやくしいけ 薬師池の南にあるから。

773 南薬師池 みなみやくしいけ 薬師池の南にあるからです。

774 村山 むらやま
となりにひなたむらがあって、山もあるし、ひなた村ってゆ

う村があるから村山しょうがっこうにした。

775 森 もり 学校に森があってほしいから。

776 森 もり 近くに森があるから。

777 森山 もりやま
東小へ行ってみたときに、森が山みたいに大きくて、いろん

な季節を楽しめそうだと思いました。

778 森山 もりやま 森が山みたいにきれいだから。

779 薬師 やくし わかりやすいから

780 薬師 やくし 薬師池公園は、作られてから多くの人が、知っているから。

781 薬師池希望 やくしいけきぼう

本町田小学校の近くにきぼうの森があって、本町田東小学校

の近くに薬師池公園があって薬師池公園は遠足などでもよく

行っていたからこの名前にしました。

782 薬師池未来 やくしいけみらい
地名の薬師池と、未来に向けて成長する小学校をあらわして

いる

783 山 やま

784 ゆたか ゆたか
みんなが楽しく授業をしたり楽しくあそび友だちも中よく

作って欲しいから

785 ゆめ ゆめ みんなのゆめをかなえるりゆう

786 永好 ゆん　はお 永遠に好いです。For good forever and ever.
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787 四町田東 よんまちだひがし 町田第三小学校の名前だったから四にしました。

788 らくらく らくらく らくにできる小学校だから

789 楽楽 らくらく 楽しいがっこうだとアピールしたいから

790 ●●●●● 花ら

791 やまかわ 山川 山と川がしぜんで学校もしぜんだから。

792 本町田希望 本町田希望 希望のように光るから｡

793 本町田日向山 本町田日向山 本町田東小学校の近くに日向山があるから

794 ka

795 花ら
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