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南成瀬地区の新たな学校名意見募集結果 

 

 

【あ】 【さ】 【な】 【に】 【み】

　アイアム冒険 　桜 　なすの瀬 　二南 　南成瀬恩田

　青葉 　咲楽 　奈良谷戸 【は】 　南成瀬おんだ

【う】 　さくら 　成瀬 　花見 　南成瀬恩田川

　美し桜南成瀬 　桜恩田川 　なるせ 　林川山 　南成瀬楓

【お】 　さくらおんだがわ 　成瀬明 【ひ】 　南成瀬かえで

　桜花 　桜がくえん 　成瀬桜花 　光 　南成瀬楓の木

　桜花成瀬 　桜川 　成瀬桜美 　ひかり 　南成瀬かえでの木

　桜南 　さくら川 　成瀬桜楓 【ふ】 　南成瀬が丘

　桜美 　さくらかわ 　成瀬大きい 　吹上 　みなみなるせ川

　丘山成瀬 　さくらがわ 　成瀬恩田 【ま】 　南成瀬桜

　お川大一 　桜川山 　成瀬おんだ 　町田恩田川 　南成瀬櫻

　恩桜 　桜川春風 　なるせ恩田 　町田市 　南成瀬さくら

　恩田 　桜川南 　成瀬恩田川 　町田市成瀬楓 　南なるせ桜

　恩田川 　桜木 　成瀬おんだがわ 　町田市南成瀬恩田 　南成瀬桜川

　音田川 　さくら木 　成瀬楓 　町田桜 　南成瀬さくらの

　おん田川 　桜坂 　成瀬かえで 　町田成瀬 　南なるせ自ぜん

　おんだ川 　さくら坂 　成瀬かわせみ 　町田東 　南成瀬太陽

　おんだがわ 　さくらざか 　成瀬カワセミ 【み】 　みなみなるせたいしょう

　恩田川桜 　桜石 　成瀬希望 　みどり桜陽 　南成瀬第

　恩田川さくら 　桜第 　成瀬欅 　みどりだい 　南成瀬第三

　おんだがわさくら 　さくらだい 　成瀬けやき 　緑の丘 　南成瀬第二

　おんだがわしん学校 　桜並木 　成瀬こがも 　みどりのおか 　南成瀬第2

　おん田川大二 　桜なみき 　成瀬桜 　みな台に 　南成瀬だい二

　恩田桜 　桜成瀬 　成瀬咲楽 　みなみ 　南成せ第二

　恩田さくら 　桜の丘 　成瀬さくら 　南恩田 　南なるせだい二

　恩田せせらぎ 　さくらの丘 　なるせ桜 　みなみおんだ 　南なるせだいに

　恩田第一 　さくらのおか 　成瀬桜が丘 　南恩田川 　南なるせ大2

　恩田中央 　桜の杜 　成瀬桜川 　南おんだ川 　南成瀬第二恩田川

　恩田の桜 　さくらふじ 　成瀬桜田 　みなみ恩田川 　南成瀬中央

　恩田南 　さくらふじさん 　成瀬さくら並木 　南恩田川桜 　南成瀬統合

　おんながわ 　桜南 　成瀬桜二 　南楓 　南成瀬なるせみ

　恩成 　さくら南 　なるせ桜溪 　南かえで 　南成瀬二

【か】 　桜南第二 　なるせ桜みらい 　みなみ楓 　南成瀬２

　楓 【し】 　成瀬城山 　みなみくろーばー 　南成瀬にこやか

　楓で 　自然 　成瀬せせらぎ 　南元気 　南なるせみ

　かえで 　しぜん 　成瀬そよかぜ 　南桜 　南成瀬令和

　楓恩田 　純一 　成瀬第一 　南さくら 　南成二

　楓成瀬 　城山 　成瀬第二 　南桜川 　南なんなる

　楓二 　新成瀬 　成せ第二 　南桜第二 　南二

　楓町田 　新成瀬さくら 　成瀬だい五 　南自然 　南のびゆく

　川さくら 　新成瀬第二 　成瀬光 　南新生 　南花

　かわせみ 　新成瀬二 　成瀬まんまる 　みなみ総合 　南原

　カワセミ 　新町田成瀬 　なるせみ 　南台おんだ 　南みどり

　カワセミ桜 　新南第二 　成瀬緑 　南第七 　南山吹

　かわせみの川 　新南成瀬 　成瀬南 　南第二 　南陽光

　川山 　新南二桜 　成瀬みなみ 　南第２ 【や】

【き】 【す】 　成瀬南恩田川 　南第二成瀬 　やまおか

　きょうりゅう 　杉山 　成瀬南川第二 　南第川 　山川

　きれい花 【せ】 　成瀬南けやき 　南第成瀬 　山吹

【け】 　世かい一 　成瀬南第二 　南だいなるせ 【ゆ】

　元気 【そ】 　なるせ南だい2 　みなみだいなるせに 　遊行

　元気いっぱい 　そよかぜ 　成瀬みなみの丘 　南第二小や 【わ】

【た】 　成瀬山吹 　南第二成瀬 　若楓

　だいになるせ 　成瀬緑多 　みなみだいになるせ

　第二なるせみ 　成の瀬 　南友桜

　第二南成瀬 　なるみな 　南成瀬

　だぶる 　南桜 　南なるせ

【ち】 　南成 　南成瀬第

　中央成瀬 　なんなる 　南成瀬桜並木

【と】 　南成さくら 　南成瀬あゆみ

　堂之坂 　南成第ニ 　南成瀬エコみらい

　ともだちいっぱい 　なんなる第二 　南成瀬恩一

　豊桜 　南成ニ

　なん南さくら

意見募集で寄せられた新たな学校名一覧（50音順）
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資料5-2

南成瀬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。

　　　　ア　「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。

　　　　イ　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 アイアム冒険 あいあむぼうけん 心の冒険

2 青葉 あおば

瑞々しい葉脈には若い生命の鼓動があり、明日に向かい盛ん

に養分を吸い上げあげ、風雨に耐えて強くなり、その葉は強

い日差しを遮って人々の安らぎの場にもなる。未来を担う子

どもたちのような姿を表しました。

3 美し桜南成瀬
うつくしさくらみな

みなるせ

美しい恩田川の桜のすぐそばに学校があり、毎年桜から大人

も子供もパワーをもらえるからです。

4
南成瀬エコみら

い
えこみらい

資源ごみの回収を積極的に行い、緑に囲まれた地域のため、

カーボンニュートラルの達成に向けたモデルとなる学校に

なってほしい、との思いがあったため

5 桜花 おうか
自然豊かな地域でもあり桜が満開の時期には子供の笑顔も溢

れるので希望を込めて

6 桜花 おうか
自然豊かな地域でもあり桜が満開の時期には子供の笑顔も溢

れるので希望を込めて

7 桜花成瀬 おうかなるせ

こちらに引っ越してきた際、美しい桜が印象的でした。子供

達にも成瀬の桜のように美しく立派に育ってほしいと考えま

した。

8 桜南 おうなん 恩田川の桜がきれいなのと南成瀬の南を使いたかったので

9 桜南
おうなん 又は さく

らみなみ

学校から見える桜がキレイで有名なのと、南地区の南を組み

合わせました。

10 桜美 おうび 学校の回りや地域に桜がさいてるのが美しいからです。

11 丘山成瀬 おかやまなるせ しぜんがいっぱいはいるように、この名まえにしました。

12 お川大一 おがわだい1
おんだがわのいみは、ながいからお川にして、さくらがきれ

いだからです。

13 恩桜 おんざくら 恩田川が近くて、そこに桜の木があるから

14 恩田 おんだ

恩田川沿いにあるから。成瀬小学校もいいかなと思ったが、

南第二小要素がないなと思ったためどちらの名前も使わない

ものにした方がいいと思ったから。

15 恩田 おんだ
どっちの小学校も恩田川が近いため、自然を大切にしてほし

いと言う気持ちをちょっと込めてこの名前にしました。

16 恩田 おんだ 恩田川が近いから

17 恩田川 おんだがわ 恩田川の近くで覚えやすいから

18 恩田川 おんだがわ 恩田川の近傍にあることから

1
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No 学校名案 読み仮名 理由

19 恩田川 おんだがわ

ここまで身近に恩田川を感じられる小学校はここか南大谷く

らいでは？近隣住民にとっても身近な恩田川を子ども達にも

感じ取ってもらえればと思いました。

20 恩田川 おんだがわ
二つの学校の間に流れている恩田川。

二つを繋ぐ一本の架け橋となりますように。

21 恩田川 おんだがわ

旧南二小にいた頃恩田川との関わりが多く思い出深い川だか

ら。そして、授業のいっかんとして恩田川に触れる機会がい

くつもありこの機会に名前に入れていただきたいと思ったか

ら。

22 恩田川 おんだがわ 恩田川といえば綺麗な桜並木があるから

23 恩田川 おんだがわ
恩田川沿いにある為。自然豊かな恩田川を小学校とともに

ずっと残してほしい。

24 恩田川 おんだがわ おんだがわは、ゆく

25 恩田川 おんだがわ おうちのちかくにあるから

26 恩田川 おんだがわ おんだがわがゆうめいだから。

27 恩田川 おんだがわ ちかくに恩田川があるから。

28 恩田川 おんだがわ 恩田川が近くにあるから

29 恩田川 おんだがわ 恩田川があるから。

30 恩田川 おんだがわ 恩田川に近いから。

31 恩田川 おんだがわ おんだがわが近いから。

32 恩田川 おんだがわ 恩田川の近くにあるから

33 恩田川 おんだがわ 学校が恩田川沿いにあるから

34 恩田川 おんだがわ 恩田川沿いにあって分かりやすいから

35 恩田川 おんだがわ 立地や地域の特性を加味して

36 恩田川 おんだがわ

37 恩田川 おんだがわ

38 恩田川 おんだがわ

39 恩田川 おんだがわ 川のちかくにあるからです。

40 恩田川 おんだがわ 漢字が簡単だから

41 恩田川 おんだがわ 恩田川沿いにあるので

42 恩田川 おんだがわ 恩田川が近いから。

43 恩田川 おんだがわ 桜の名所で両方の学校が恩田川沿いにあるため

44 恩田川 おんだがわ 新校舎の横がとても綺麗な桜町のとなりのため

45 恩田川 おんだがわ 近くに恩田川があるから。

46 音田川 おんだがわ おんだがわがあるから

47 おん田川 おんだがわ みたことあるから

48 おんだ川 さかなとかとりがいるからです。

49 おんだがわ おんだがわをしてるがらて

50 恩田川桜 おんだがわさくら 恩田川ぞいにあって春にはさくらがきれいだから

51 恩田川桜 おんだがわさくら 近くに恩田川があって春に桜がきれいだから。

52 恩田川桜 おんだがわさくら 自然がとてもきれいだからです。
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No 学校名案 読み仮名 理由

53 恩田川桜 おんだがわさくら 春、学校から見える恩田川の桜がとても綺麗だから。

54 恩田川桜 おんだがわさくら 近くに恩田川があるから

55 恩田川さくら おんだがわさくら
恩田川沿いの桜がとってもきれいなので、これからもずっと

大切にしていって欲しいと思うから。

56 おんだがわさくら しぜんがとてもきれいだからです。

57
おんだがわしん

学校

おんだがわしんがっ

こう
しんがっこうだし、おんだがわにちかいから。

58 おん田川大二 おんだがわだいに おん田川がちかいから

59 恩田桜 おんださくら

恩田川ぞいにある事と地域的に桜の名所なので。「成瀬」

「南二小」の文字がつかない小学校名を考えました。平等

に！！

60 恩田桜 おんださくら 恩田川と桜が有名だから。

61 恩田桜 おんださくら

2校を結ぶのは恩田川。そこに咲き続ける桜はこの地域のシ

ンボルであり、これからも愛され続けていきます。華やか

に、元気よく、永遠に皆から愛される学校、生徒達でありま

す様にという願いを込めました。

62 恩田桜 おんださくら

恩田川といえば桜。

その2つを繋いだ名称にしました。

桜が小学校名につくと柔らかい優しい

雰囲気が感じられるのも良いと思いました。

63 恩田桜 おんださくら

恩田川沿いの桜がとてもきれいな地域

毎年子供たちと歩いていました。今は彼らも社会人としてた

まに里帰りしてきます。

今は老いた家内と2人で歩く桜並木。

ずっと子供達の成長を見守ってくれた恩田川の桜並木。新し

い小学校が子供たちの成長を末永く見守ってくれるものと思

います。そして桜が咲く頃、子供たちがまた成瀬へ帰ってき

てくれることを願います。そういった思いで名づけました。

ありがとうございます。

64 恩田桜 おんださくら 近くに恩田川と桜並木があるからです

65 恩田さくら おんださくら 恩田川の辺の桜並木は町の誇れるシンボルだから

66 恩田さくら おんださくら 恩田川の辺の桜並木は町の誇れるシンボルだから

67 恩田川 おんださくら 恩田川が近くにあるし桜もあるから。

68 恩田桜 おんだざくら さくらがきれいだから。

69 恩田桜 おんだざくら
おんだがわのちかくにどちらの学校もありおんだがわといえ

ばさくらでおんださくらにせずおんだざくらにしました！

70 恩田せせらぎ おんだせせらぎ 恩田川とその音を表現した名前にしたかったから

71 恩田第一 おんだだいいち 恩田川はきれいなので学校も美しくなってほしい

72 恩田中央 おんだちゅうおう 南成瀬小と南第二小の真ん中に恩田川があるから。
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No 学校名案 読み仮名 理由

73 恩田の桜 おんだのさくら

　南成瀬地区といえば恩田川の桜であり、みんなから愛され

ている存在です。また、小学生の入学、進級、卒業を祝って

くれるような、「桜」という文字を入れました。

　南成瀬小学校と南第二小学校が、一つになれるような共通

の存在である「恩田川」と、南成瀬地区の誇りである「桜」

の文字を組み合わせたところがポイントです。統合に戸惑う

方もいると思いますが、「一つになれるように」、という想

いを込めました。

74 おんながわ おんながわはみずがきれいだから

75 恩成 おんなる
おんだがわがあったからおんなるにしました。あとなるにし

ました。なぜかとゆうともともとのなまえだからです。

76 楓 かえで 学校のシンボルだから

77 楓 かえで 楓の木は学校の宝物だから。

78 楓 かえで 思い出ある楓の木を名前で残そうと考えたから。

79 楓 かえで 理由は、楓の木は南だい二小の大きなたから物だからです。

80 楓 かえで きれいな楓が学校があるからです。

81 楓 かえで 楓の木があるから楓小学校にしました。

82 楓 かえで はじめての楓学校のほうがたのしいと思ったからです。

83 楓 かえで この名前があうかなとおもったから。

84 楓 かえで 楓の木は、みんなの宝物だからです。

85 楓 かえで 南二小のかえで木をのこしたかったからです。

86 楓 かえで みんなが書いてたから。

87 楓 かえで この学校の一ばんだいじな楓すきだから。

88 楓 かえで
なんで新しい楓小学校ていう名前をしたかというとあきらし

いとおもったから楓小学校にしました。

89 楓 かえで 南二小のシンボルから、「かえで」ってとった。

90 楓 かえで 楓の木があるから

91 楓 かえで この名前があうと思ったから

92 楓 かえで 南二小のかえでの木をのこしたかったから

93 楓 かえで 理由は楓の木は南第二小の大きなたか物だから

94 楓 かえで きれいで大きい楓が南第二小学校があるからです。

95 楓 かえで 楓の木があるから楓小学校

96 楓 かえで 南ニ小のシンボルであるかえでの木を残してほしいから。

97 楓 かえで 楓の木をのこしてほしいから

98 楓 かえで はじめての楓学小校のほうが楽しいと思もったからです。

99 楓 かえで

100 かえで かえで 楓の木が残って欲しいから。

101 かえで かえで かえでの木にちなんで

102 かえで かえで
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No 学校名案 読み仮名 理由

103 楓で かえで
かえでのきは一番大きい木で一年生のときからあるきでの

こってほしいから。

104 楓恩田 かえでおんだ
かえでの木と恩田川はぼくの一番のたから物だからつかいま

した。

105 楓恩田 かえでおんだ 南二小にかえでの木があってみんな大切にしていたから。

106 楓成瀬 かえでなるせ 学校のシンボルがかえでの木だから。

107 楓二 かえでに かえでが大きいし、のこしてほしいから

108 楓町田 かえでまちだ かえでの木が大すきな木になったから。

109 川さくら かわさくら 川とさくら（はるに）があるから

110 かわせみ かわせみ
理由はおんだがわにかわせみがたくさんとんでくるし、かわ

せみのようにはばたいてほしいから。

111 かわせみ かわせみ おんだがわがちかいしそこには、かわせみがいるから

112 かわせみ かわせみ とりがすきだから

113 かわせみ かわせみ

かわせみは町田で認知度があって後世に残す価値があるため

入れました。そして、かわせみは漢字での翡翠の方を採用し

ようと考えましたが、ひすいとも読めるのでひらがなにしま

した。

114 かわせみ かわせみ

町田市の鳥であるかわせみを学校名にする事で鳥のように未

来に羽ばたく児童が

巣立つ学校になってほしい。

115 かわせみ かわせみ

かわせみがとぶのがきれいだし、色もきれいだからみんなけ

んこうで、たのしく、なかよく、きれいな小学校にしたいか

ら。

116 かわせみ かわせみ

かわせみは恩田川でよく見られ、写真を撮っている方もたく

さんいらっしゃいます。ゆくゆくは地域の方との繋がりをか

わせみにして行けばいいのではないかと考えます。例えば、

学校内でかわせみ写真コンテストや、かわせみの絵コンテス

トなど。

かわせみ小という名称ならば、低学年でもわかりやすく、ま

た、動物を使用すると親近感が湧きやすいと思いこの名前が

いいと思いました。

117 かわせみ かわせみ
可愛くてシンボルにもなり、校歌にも入れやすいと思いま

す。

118 カワセミ かわせみ

南成瀬小の名前を残したい想いはあるが、どちらかの学校だ

けがメインとならないように。児童が親しみをもてるよう

に。

119 カワセミ かわせみ 地域にカワセミがいるから。

120 カワセミ桜 かわせみざくら さくらの木にカワセミがとまっているからです。

121 カワセミ桜 かわせみざくら カワセミが桜がとまっているから

122 かわせみの川 かわせみのかわ 恩田川の自然を残したい

123 かわせみの川 かわせみのかわ 恩田川の自然を残したい
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No 学校名案 読み仮名 理由

124 川山 かわやま ちかくに川と山があるから。

125 きょうりゅう たのしそうから

126 きれい花 きらいはな しぜんの気もちがあつまるからです。

127 元気 げんき

げんきしょうがっこうのほうがげんきじゃないがっこうより

よいかも。げんきがわいてたのしいがっこうになりそうだか

らです。

128 元気いっぱい げんきいっぱい 元気で学校に来て欲しいから

129 桜 さくら 学校のまわりにたくさんさくらがあるから。

130 桜 さくら きれいだから

131 桜 さくら さくらがはるっぽいから

132 桜 さくら きれいだしいろがいいから。

133 桜 さくら 花だときれいなかんじがするから。

134 桜 さくら 桜の木が近くにあるからです。

135 桜 さくら ちかくに桜の木があるから。

136 桜 さくら 町田にはさくらがたくさんさいているから

137 桜 さくら 桜並木が綺麗だから

138 桜 さくら

桜の名所だから。合併するにあたり、両校の名前を使うと溝

ができそうなので。合併で長い名前になりがちだけれどシン

プルな方がスッキリするため。南第二とか南成瀬とか抜きた

いと。

139 桜 さくら 桜がきれいだから

140 桜 さくら
花だときれいだから

141 桜 さくら 桜の木がが近くにあるからです。

142 桜 さくら ちかくに桜の木があるから

143 桜 さくら 恩田川の近くに桜がさいたらきれいだから。

144 桜 さくら さくらをいかしてさくらしょうがっこうにします。

145 さくら さくら この地域（恩田川沿い含め）のよさの一つであるから。

146 さくら さくらがきれいだから

147 さくら さくら さくらという木の花がとてもきれいだから

148 さくら さくら さくらがさくときににゅうがくするから

149 さくら さくら 南成瀬小学校では桜が見守ってくれるから

150 さくら さくら
恩田川の桜がきれいに見える場所（現南二小）に学校ができ

るため

151 さくら さくら 桜が有名だから

152 さくら さくら さくらが小学校のちかくにあるから

153 さくら さくら 小学校のちかくに桜がきれいなところがあるから

154 さくら さくら 恩田川沿いの桜がとてもすてきなので。

155 さくら おんだがわははるのときさくらがさくからです

156 さくら さくら 恩田川の桜が綺麗だから
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No 学校名案 読み仮名 理由

157 咲楽 さくら

目の前が桜の名所であること。桜小学校はこの桜の字の学校

が多いが、咲楽の字は少ない。子供たちの楽しい笑顔が咲き

乱れる校風だと良いなと思ったから。

158 桜恩田川 さくらおんだがわ さくらとおんだがわ

159 桜恩田川 さくらおんだがわ さくらとおんだがわがにあうからです。

160 さくらおんだがわ おんだがわのさくらがすごくきれいだったからです。

161 さくらおんだがわ おんだがわがちかいからです。

162 さくらかわ さくらかわ
はるになるとさくらが見えるからです。かわをつけたのは、

かわがきれいだからです。

163 桜川 さくらがわ 桜に川があるから。

164 桜川 さくらがわ 学校の近くにさくらの木とおん田川があるから。

165 桜川 さくらがわ
さくらがとてもキレイで春になるとさくらが川に流れるか

ら。

166 桜川 さくらがわ 桜がきれいに見える川の側の学校だから。

167 桜川 さくらがわ 地元の自然を大切にし、自然に見守られて学ぶ学校

168 桜川 さくらがわ 学校の近くに恩田川とさくらの木があるから。

169 桜川 さくらがわ
恩田川の桜がいんしょうにのこったから、桜にかこまれた川

といういみで桜川にしました。

170 桜川 さくらがわ おん田がわにさくらがさいていてきれいだから

171 桜川 さくらがわ

172 桜川 さくらがわ
恩田川の桜がいんしょうにのこったから、桜にかこまれた川

という意味で桜川にしました。

173 桜川 さくらがわ 学校の近くにさくらの木と、おん田川があるから

174 桜川 さくらがわ 桜が見事な川のそばの桜の川が見える学校だから

175 桜川 さくらがわ おんだがわにさくらがさいていてきれいだから

176 桜川 さくらがわ この町は桜や川がさかんだから

177 さくら川 さくらがわ 学校と共に桜と恩田川をずっと残してほしい

178 さくら川 さくらがわ

春の桜、夏の青葉に、赤黄色の落ち葉、春を待つ

冬の芽。四季折々を感じる恩田川の桜を学校名にと

思いました。「さくら」は平仮名に。

179 さくら川 さくらがわ

春の見事な桜の花、夏の青葉、赤黄色の落ち葉

春を待つ冬の芽。四季折々を感じる恩田川の

桜を想い学校名にしました。

「さくら」は平仮名で。

180 さくら川 さくらがわ
さくらがわのさくらのいみとがわのいみは、すぐちかくにお

んだがわがありさくらがまいとしさくからです。

181 さくら川 さくらがわ

4月は、さくらがいっぱいさいて、おはながさいていて、川

はおんだがわがゆうめいだから、さくら川小学こうにしまし

た。

182 さくら川 さくらがわ 恩田川の自然を残したい
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No 学校名案 読み仮名 理由

183 さくらがわ さくらがきれいだから

184 さくらがわ
さくらがなるせにさいているから。おんだがわがなるせにあ

るから。

185 桜川山 さくらがわ
桜と川は恩田川に桜が咲いていることで、山は町田市に自然

があることです。

186 桜川春風 さくらがわはるかぜ おんだ川がめの前にあって校庭に桜が咲くから。

187 桜川南 さくらかわみなみ 地名を活かし、自然豊かな小学校のイメージにしました。

188 桜木 さくらぎ

しんがたコロナウィルスにより、こうどうせいげんされる

中、おん田川ぞいの桜を見たとき、きれいで、かんどうした

ので、桜がつく、小学校がいいと想いました。

189 桜木 さくらぎ
しんがたコロナウィルスがはっ生した時、キレイだなと思い

ました。

190 さくら木 さくらぎ 木かさくらです。

191 桜坂 さくらざか

恩田川沿いの学校ということもあり、名所の【桜】という文

字は入れたいです。また、成瀬は坂が多いので、【桜坂小学

校】にしました。新しい学校楽しみにしております。

192 さくら坂 さくらざか

成瀬のさくら並木が好きです。アイドル集団の名前にもあ

り、子どもたちによろこばれそう。さくらは1年生にも書け

るようにひらがながいい。成瀬等は付かなくても町田市立で

十分、さくらのように誰からも愛される生徒、学校になって

欲しい。入学式にさくらは付き物でいい想い出になりそう。

193 さくらざか さくらの木がちかくにあるから

194 桜石 さくらせき
恩田川をあらわしている→桜…恩田川の道に咲いている桜。

石…でこぼこした道を石にたとえた

195 桜第 さくらだい 桜がきれいだから。

196 さくらだい まいしゅうきれいだからです。

197 桜並木 さくらなみき
桜並木の続く美しい道のすぐ隣にあり母校の窓から見えたピ

ンクが大変美しい思い出があるから。

198 桜なみき さくらなみき 恩田川に桜がきれいにさくから。

199 桜成瀬 さくらなるせ 成瀬は桜の名所で、名前の響きもキレイだから

200 桜成瀬 さくらなるせ 恩田川の桜並木沿いにある学校であるから

201 桜の丘 さくらのおか
恩田川の桜がとてもきれいで、向こうに見える緑とのコント

ラストが素晴らしいため（丘のようになっているため）。

202 さくらの丘 さくらのおか
恩田川沿いのさくらも素晴らしいので、地域に根付いたネー

ミングだとおもいます❗

203 さくらのおか さくらがきれいだから

204 さくらのおか さくらのおか さくらがきれいだからかきました。

8



資料5-2

No 学校名案 読み仮名 理由

205 桜の杜 さくらのもり

南成瀬の美しい桜と、豊かに生い茂る木々を「杜」の漢字で

表しました。これからの長い人生の土台となるであろう大切

な小学生の時期に、南成瀬に豊かに生える木々のようにしっ

かり根を張れるように過ごしてほしいという願いを込めまし

た。

206 さくらふじ さくらとかふじとかきれいだからです。

207 さくらふじ さくらふじ さくらとふじのはながきれいだから。

208 さくらふじさん さくらとふじさんがきれいだからです

209 桜南 さくらみなみ さくらがゆうめいだから書いて南のほうだから書いた。

210 桜南 さくらみなみ 南成瀬地区の恩田川の桜が綺麗だから

211 桜南 さくらみなみ 恩田川の桜が綺麗に咲く地域だから

212 桜南 さくらみなみ さくらがゆうめいだから書いて南のほうだから書いた

213 桜南 さくらみなみ 恩田川の桜が綺麗だから

214 桜南 さくらみなみ
恩田川の桜がきれいなので、南二小と南成瀬小学校の共通の

『南』をつけた。

215 桜南 さくらみなみ 恩田川に桜が綺麗に咲く地域だから

216 さくら南 さくらみなみ

学校から恩田川の桜を眺められ、ここに来る新しい先生方も

褒めてくださること、

南成瀬小学校と南第二小学校の共通の思い出である学校名の

“南"の文字を残したかったからです。

あと、ネットで調べても

【さくら市立南小学校】はありますが、

《さくら南小学校》

と同じ名前の学校は出てこなかったことです。

217 桜南第二 さくらみなみだいに
桜がきれいだから桜をいれて南第二は、少しだけでも南第二

小学校をのこしておきたいから

218 自然 しぜん 自然がある学校にしたいから。

219 しぜん しぜん 木などが小学校のあちこちにあるのでえらびました

220 純一 じゅんいち 純粋に一つの信念を持って育って欲しいから

221 城山 しろやま 城山公園の近くだから。

222 新成瀬さくら しんなるせさくら

「新しく」生まれ変わる「成瀬」の小学校であること。

恩田川の「桜」の名所に建つこと。

文字の見た目の柔らかさから、敢えて「桜」を「さくら」と

表記しました。

なんなる…の呼び名のように、「しんなる」と呼びやすいか

も？と思いこの名を応募します。
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223 新成瀬第二 しんなるせだい2

「新」は新しいという意味で「成瀬」南成瀬小学校の成瀬で

「第二」は第二小学校の第二でそれを組み合わせて、これに

しました。

224 新成瀬二 しんなるせに
新しい学校だから新をつけて、がったいする学校の名前をつ

けた。

225 新町田成瀬 しんまちだなるせ 新しい成瀬の学校だから

226 新南第二 しんみなみだいに あたらしい南第二小学校がいいから。

227 新南成瀬 しんみなみなるせ
だい二小学校とくっついて、新しい友だちがふえるからで

す。

228 新南成瀬 しんみなみなるせ 新しい南成瀬の小学校だから

229 新南二桜 しんみなみにざくら
新しい南二しょうがっこうに恩田川の桜の名前をつけまし

た。

230 杉山 すぎやま 近くに杉山じんじゃがあるから

231 世かい一 せかいいち
二つががったいすると、せかい一の小学校になりそうだから

です。

232 そよかぜ そよかぜ

　そよかぜという言葉は、森や川などの自然を連想させる。

私は南ニ小がこのような自然（恩田川や山吹緑地など）に囲

まれた場所であることを伝えられるような名前がいいと思っ

た。なぜなら、南ニ小に通う子どもたちにとってこの辺りの

自然は馴染みの深いものになると考えられることに加え、そ

の自然豊かなところがこの場所の良さだと思ったからだ。私

自身、近くに川や山といった遊び場があったため、友達とよ

くそのような場所で遊んだ思い出がある。特に山吹緑地なん

かは、そこから見渡せる景色の良さから、今でもよく行って

いる。また、そこは多くの人が訪れる人気の場所でもある。

このようなことから、私はここの自然の良さを表すために

も、森や川などの自然を連想させる「そよかぜ」がいいので

はないかと思った。

233 だいになるせ
みなみだいにしょうがっこうは、だいにがついているし、み

なみなるせしょうがっこうは、なるせがついているから

234 第二なるせみ だいになるせみ

理由は、南第二小学校の第二と南成小学校のキャラクターの

なるせみがいて、二つの学校の名前やキャラクターが入って

いていいと思ったからです。

235 第二南成瀬 だいにみなみなるせ 南第二小と南成瀬小とくっついた名前だから

236 だぶる だぶる 南だいに小と南なるせ小がつながるから

237 中央成瀬 ちゅうおうなるせ 成瀬の中心的な学校になってほしいという思いを込めて。

238 堂之坂 どうのさか
堂之坂公園に近いので、名前だけで場所がイメージしやすい

と考えました。

239 ともだちいっぱい ともだちいっぱい ともだちがいっぱいできると、たのしいから。

240 豊桜 とよざくら 自然・施設が豊な町で恩田川の桜も近いので。
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241 なすの瀬 なすのせ

なすな原、恩田川、成瀬の地名より名づけました。

小さな小川の水が大きな海へ流れ出て、蒸発し、雨となりま

た小川となる。

この自然の循環のように、子供達がこのなすな原の大地で、

恩田川の恩恵を受けながら大きく育ってくれることを願いま

す。

また、この成瀬の地から飛躍し、世界で活躍してくれるこ

と、そしてまたこの成瀬の地に戻ってきてくれるという願い

をこめました。

242 奈良谷戸 ならやと 南第二小学校らへんが奈良谷戸という名前だから。

243 奈良谷戸 ならやと 南第二小学校らへんが奈良谷戸という名前だから

244 成瀬 なるせ 最寄駅

245 成瀬 なるせ
地名を使う方がわかりやすく、地元の人にも親しみを持って

もらえるから

246 成瀬 なるせ
南二小も南成瀬小も、成瀬駅が最寄駅。地域に根付いた地元

の名前に直結した名前がいいと思う。

247 成瀬 なるせ 成瀬、南成瀬の共通地名だから

248 成瀬 なるせ 成瀬にある学校だから

249 成瀬 なるせ

成瀬・南成瀬の小学生が通う、成瀬駅の（比較的）近くにあ

る小学校になるのだから、成瀬小学校でよいのでは。通学生

にとっても最も違和感がなく、成瀬台小学校、成瀬中央小学

校の位置関係から考えても、「中央」の南に「成瀬小学校」

があっても違和感なし。近隣の恩田川の桜は有名だが、恩田

川とかから恩田を取ると横浜市にあると間違えられかねない

し、「桜」を入れると略称「さくら小」とかになりそうで、

いずれにせよ町田市成瀬にあるという重要なポイントがわか

らなくなる。

250 成瀬 なるせ

小学校の建つ地名であること。

統合するなら、どちらかの名前を残すことはしたくないで

す。

251 成瀬 なるせ 成瀬にあるから

252 成瀬 なるせ 成瀬にある学校だから

253 成瀬 なるせ
南成瀬小の名前の一部を入れてほしい為、地域的には成瀬の

ため

254 成瀬 なるせ なるせ

255 成瀬 なるせ

成瀬村、それ以前から歴史のある地名であり、そこにできる

新しい学校として、原点に立ち返り新しい歴史がはじまる、

という意味を込め考えました。
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256 成瀬 なるせ

南成瀬は元々は「成瀬」地区であり、土地区画整理によって

恩田川を境に町名を変えた。

合併により「成瀬」を強調したい。

257 成瀬 なるせ
学校の所在地が成瀬なのと、第２をつけると町田第２と間違

いやすいのでこれが良いかと思いしました。

258 成瀬 なるせ 地区名を大切にしたい

259 成瀬 なるせ 地区名を大切にしたい

260 成瀬 なるせ 成瀬にある小学校だから

261 成瀬 なるせ 南成瀬と成瀬の地区の子供たちが集まっている為

262 成瀬 なるせ
成瀬駅周辺であり、成瀬小学校という名前は無い為。分かり

やすい。

263 成瀬 なるせ ここがなるせだから

264 成瀬 なるせ なるせがしっかり入れた。

265 成瀬 なるせ 南成瀬という地域名前をつかって成瀬小学校にしました。

266 成瀬 なるせ 南成瀬地区だけど、成瀬駅に近い小学校だから

267 成瀬 なるせ 地名に由来 わかりやすい

268 成瀬 なるせ 地名でわかりやすい

269 成瀬 なるせ
近隣の小学校は地名からとった学校名も多く、住所も成瀬な

ので　わかりやすいと思ったからです。

270 成瀬 なるせ 学校の場所が分かりやすい

271 成瀬 なるせ 地名を活かしたいから。

272 成瀬 なるせ 成瀬という駅名を残したいから

273 成瀬 なるせ 成瀬駅に一番近い学校なので

274 成瀬 なるせ 成瀬駅に近いので

275 成瀬 なるせ 成瀬という地名を中心に置きたいから。

276 成瀬 なるせ

名称は場所がイメージしやすいなど、わかりやすいことが大

切だと思います。

そうしたなかで、所在地が成瀬であり、最寄り駅も成瀬駅で

あることから、シンプルですが成瀬小学校がよいと考えま

す。

277 成瀬 なるせ 成瀬を代表する小学校としての活躍を期待して

278 成瀬 なるせ 駅名を残したい

279 成瀬 なるせ 駅名を残したい

280 成瀬 なるせ 成瀬の学校なので

281 成瀬 なるせ
成瀬地区にあり成瀬駅を包括するため成瀬として主要な学校

となる。かつ南と区別する必要がない。

282 成瀬 なるせ

南成瀬地区であるので南成瀬小学校がよいが、

南も取り成瀬とすることで、より成瀬を大事にする心も育

ち、地域の一体感が生まれると思慮。

子供も育ったのち、地元を思い出しやすい。

283 成瀬 なるせ 成瀬にあるから覚えやすいわかりやすい
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284 成瀬 なるせ

どちらの小学校の子供たちも名前には思い入れがあると思い

ます。どちらの地域の地名にも入っている「成瀬」であれ

ば、お互いにわだかまりもなく新しいスタートがきれる気が

します。

285 成瀬 なるせ 地名がわかりやすいと思ったから

286 成瀬 なるせ
すっきりして分かりやすい。住所に成瀬が入っている地域の

子どもたちが通うから。

287 成瀬 なるせ わかりやすいから

288 成瀬 なるせ わかりやすいから

289 成瀬 なるせ 分かりやすく短いものにしました

290 成瀬 なるせ

子どもが卒業した母校の名前を残したいと本当は思いまし

た。歴史も古い学校だったので、できればそれを引き継いで

ほしいですが、一緒になる学校の生徒さん関係者の方々のこ

とを考えると、新しい名前の方がいいのかと、、。

291 成瀬 なるせ
「南」をいれちゃうと南なるせしょうがっこうになるからな

るせだけにした。

292 成瀬 なるせ ち名を大切にしたいから。

293 成瀬 なるせ 成瀬にある小学校のため

294 成瀬 なるせ シンプルに地名の名前が覚えやすい、違和感がない

295 成瀬 なるせ 「成瀬」の地名はわかりやすいし入れたい

296 成瀬 なるせ シンプル

297 成瀬 なるせ シンプル

298 成瀬 なるせ 公平に考えた結果

299 成瀬 なるせ 公平に考えた結果

300 成瀬 なるせ

成瀬の地名を残したい。

成瀬台小学校の方と合わせて成瀬第一、成瀬第二としても。

301 成瀬 なるせ

302 なるせ なるせ

「南」や「第二」と入れると、前の学校名に想いがある人に

はどちらも取り難いので「成瀬」のみ残して、小学校なので

柔らかいイメージにしたく平仮名の「なるせ」にしました

303 なるせ えきのなまえだから

304 成瀬明 なるせあかり

305 成瀬桜花 なるせおうか 桜通りが綺麗で印象的だからです。

306 成瀬桜花 なるせおうか 恩田川沿いの桜のイメージと成瀬地区を合わせました。

307 成瀬桜美 なるせおうび

新しい学校が恩田川の桜みたいに、きれいになってほしいか

ら。成瀬桜美小学校という名前がいいかと想い、この名前を

つけました。

308 成瀬桜楓 なるせおうふう 恩田川の桜と楓の木から名前を取りました
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309 成瀬大きい なるせおおきい 二つの学校が合体するから

310 成瀬大きい なるせおおきい 二つの学校が合たいするから

311 成瀬大きい なるせおおきい ニつの学校が合たいするから

312 成瀬恩田 なるせおんだ

成瀬地域であること、地域名を入れないと学校名を聞いた

時、全く想像がつかない。

成瀬を流れている桜が有名な恩田川、それを合体させ、略し

た時は｢なるおん小｣と子どもも覚えやすいので。

313 成瀬恩田 なるせおんだ

小学校の学区が、桜の名所、恩田川を中心とした地域であ

り、自然との調和のシンボルになると思うため。

また、成瀬中央小学校との名称の並列関係や、横浜市の恩田

小学校との差別化を図る意味で、ネーミングを成瀬・恩田の

順序としました。

314 成瀬恩田 なるせおんだ
学校ができる南第二小の前には恩田川が流れているので、成

瀬恩田小学校にしました。

315 成瀬恩田 なるせおんだ
恩田川は季節によってさくらがさいたり、緑がいっぱいで自

然がたくさんあるから。

316 成瀬恩田 なるせおんだ 恩田川の近くだから

317 成瀬恩田 なるせおんだ
桜の名所でもある恩田川沿いの小学校なので「おんだ」を入

れました。

318 成瀬おんだ なるせおんだ

成瀬には恩田川がながれていてその名まえがいっしょの名ま

えだからえらびました。「恩田」はみんなが書きやすいよう

にひらがなにくふうしました。

319 なるせ恩田 なるせおんだ
キレイな恩田川の名前となるせということばがのこってほし

いから。

320 なるせ恩田 なるせおんだ
ここが、なるせだから、あと、おんだがわがあるから、おん

だがわだとながいから、おんだにしました。

321 成瀬恩田川 なるせおんだがわ 南成瀬小と第二小の間にある恩田川と成瀬の地名から

322 成瀬恩田川 なるせおんだがわ 恩田川が近くにあるから

323 成瀬恩田川 なるせおんだがわ さーちゃんがきめたから

324 成瀬恩田川 なるせおんだがわ りっち

325 成瀬恩田川 なるせおんだがわ りっち

326 成瀬おんだがわ なるせおんだがわ しぜんゆたかだから

327 成瀬楓 なるせかえで 南第二小学校と南成瀬小学校を合わせました。

328 成瀬楓 なるせかえで 南第二小の楓の木から。

329 成瀬楓 なるせかえで 楓の木の楓をとった名前。

330 成瀬楓 なるせかえで 南二小のシンボルの楓の木を残しました。

331 成瀬楓 なるせかえで 南第二小学校のシンボルかえでの木を学校の名前にしました

332 成瀬かえで なるせかえで
南第二小の校舎がなくなりますが、かえでの木のある場所に

新しい校舎が建つので。

333 成瀬かえで なるせかえで かえでのいみは、かえでの木のかえでのことです。
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334 成瀬かわせみ なるせかわせみ

現在、南第二小の校区に住んでいて、子どもたちの母校が南

成瀬小です。南成瀬小の校歌で謳われている恩田川、南第二

小の前を流れている恩田川に因んだ学校名がいいのではない

かと考えました。子どもたちがかわせみのように逞しく伸び

やかに育っていく場所になってほしいという思いを込めまし

た。

335 成瀬かわせみ なるせかわせみ

恩田川沿いにカワセミが観察できます。これを新たな学校の

統合のシンボルとしたらいかがでしょうか。桜でも良いかと

思いますが、桜台と被るイメージなのかなと思います。

336 成瀬かわせみ なるせかわせみ
恩田川の環境を守り、かわせみがずっといてくれる様な川の

近くにある成瀬の小学校

337 成瀬かわせみ なるせかわせみ

道徳の授業で地域の鳥を蘇らせる内容の授業を行った｡その

地域では一度絶滅して海外から連れてきて蘇らせたけれど、

やはり地域の動物を守ることはとても大切だと思ったから学

校名に『かわせみ』をいれた｡

338 成瀬かわせみ なるせかわせみ

学校のすぐそばを流れる川には学校名にもなっているキレイ

な鳥が来るということを意識することにより、自然に関心を

持ち多少なりとも環境保護に目を向けられるように子供たち

がなってくれればうれしいという思いから考えました。あと

わかりやすいし覚えやすいから。

339 成瀬かわせみ なるせかわせみ かわせみは市の取りだから

340 成瀬かわせみ なるせかわせみ
成瀬といえばカワセミと南成瀬小といえばナルセミクンだか

ら。

341 成瀬かわせみ なるせかわせみ
恩田川にいる町田市の鳥のカワセミと地区名の南成瀬から成

瀬を抜き出して合わせました。

342 成瀬カワセミ なるせかわせみ

成瀬とカワセミを合わせました。

南成瀬小学校のキャラクターのなるせみを残したかったから

です。

343 成瀬カワセミ なるせかわせみ

南成瀬小学校のキャラクターはカワセミをつかったキャラク

ターだから。南第二小学校の前は恩田川で、カワセミが有名

だから。鳥の名前をつかった学校があまりみたことがないか

ら。

344 成瀬希望 なるせきぼう
社会問題（コロナや戦争など）がある中で子供たちには希望

をもって巣立ってほしいという思いからです！

345 成瀬欅 なるせけやき
成瀬の名前を残しつつ、町田の木を入れてみました。今まで

あった名前に似せないことも考えました。

346 成瀬けやき なるせけやき
校区を横切る中央通りに並ぶ木だから。校舎が無くなる南成

小を連想できそうだから。

347 成瀬けやき なるせけやき
地名と南成瀬小の校歌に歌われているかつ市の木であるけや

きを組み合わせました。
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348 成瀬こがも なるせこがも
こがもたちのように、元気にあそび元気に育てとの思いをこ

めて！

349 成瀬桜 なるせさくら 成瀬の名前を広めたいのと自慢の桜を合わせました。

350 成瀬桜 なるせさくら 成瀬の地名と桜の名所

351 成瀬桜 なるせさくら
成瀬地域ということと、桜がキレイな場所にある学校なの

で。

352 成瀬桜 なるせさくら

成瀬という地名を残しつつ、学校から恩田川の桜がきれいに

見られることから。校章はもちろん、子供たちが学校のマー

クやキャラクターを作る際にも、桜は親しみやすく分かりや

すいから。

353 成瀬桜 なるせさくら 町田の桜の名所の側にある、桜が見える小学校なので。

354 成瀬桜 なるせさくら
成瀬地域の中でも恩田川の桜並木沿いの地域のイメージで考

えました

355 成瀬桜 なるせさくら
小学の眼前の桜をいつまでも忘れないように、全国でみんな

それぞれの桜を咲かせてほしいです

356 成瀬桜 なるせさくら 素晴らしい桜の名所沿いにある小学校の為

357 成瀬桜 なるせさくら
恩田川が、ちかくにあるから、春になると、桜がさくからで

す。

358 成瀬桜 なるせさくら 恩田川沿いで桜の名所だから

359 成瀬桜 なるせさくら 恩田川の桜並木を大切にしたいため

360 成瀬桜 なるせさくら

いつまでも桜が咲くほこる綺麗な川を大切にしていきたい。

子供たちが四季を感じながらすくすく大きくなりますよう

に。子供たちが自然を大切にしていけるように。もし、桜が

なくなってしまっても、ここにはとても綺麗な桜があった事

を小学校名を不思議に感じた方は調べてくれるかもしれない

と思いこの名前にしました。

361 成瀬桜 なるせさくら
成瀬地区と学校の近くの恩田川の桜が綺麗で優美なことを合

わせた

362 成瀬桜 なるせさくら

363 成瀬桜 なるせさくら
場所が恩田川の桜並木沿いにあり、毎年咲く桜がとてもすば

らしく美しいからです。

364 成瀬桜 なるせさくら 桜の名所がすぐそばにあるから

365 成瀬桜 なるせさくら 地域名を入れることと、桜が名所なため

366 成瀬さくら なるせさくら
成瀬の地名と学校の周辺にある桜の名所を後世に残したいか

ら。

367 成瀬さくら なるせさくら
地名と自然を合わせて場所の分かりやすさと親しみやすさを

込めた

368 成瀬さくら なるせさくら
成瀬の地域にある学校で、新校舎の前には春にとても綺麗な

桜が咲くから

369 成瀬 さくら なるせ さくら 学校の横の桜並木は有名だから。
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370 成瀬さくら なるせさくら

「成瀬」に南だ、北だ、は他の地域からみたら非常に分かり

づらく無くても良い。

「さくら」の名所であり、開花のワクワク感が伝えられる。

入学、在学、卒業後、社会人になっても　この

ワクワク感を持ち続け　人生を前向きに生きて欲しいから。

371 成瀬さくら なるせさくら 場所と自然を分かりやすく組み合わせた

372 成瀬さくら なるせさくら 恩田川沿いの桜がきれいだから

373 成瀬さくら なるせさくら
成瀬は桜が美しくさくらは子供達にも馴染みのあるもので覚

えやすいから

374 成瀬さくら なるせさくら 成瀬は桜がきれいだから

375 成瀬さくら なるせさくら 恩田川のさくら並木の美しさに癒やされて

376 成瀬さくら なるせさくら

以前住んでいた所からこちら界隈に引越ししなければならな

かったとき、決め手となったのが恩田川沿いの桜でした。初

めて春を過ごした時、いつもは静かな通りが大勢の人で賑

わっているところを見て思わず自慢したくなりました。

新しい小学校も桜並木の近くです。成瀬の象徴的な桜を名前

に入れてはどうかと思いました。

377 成瀬さくら なるせさくら おんだ川のさくらが成瀬の名所だからです。

378 成瀬さくら なるせさくら
小学校の側にある恩田川沿いは、桜並木がとても綺麗だか

ら。成瀬の地名を入れて、成瀬さくら小学校にしました。

379 成瀬さくら なるせさくら
成瀬地域のシンボルである恩田川の桜並木のそばにある小学

校として、覚えやすく親しみやすい名前であるから。

380 成瀬さくら なるせさくら 素晴らしい桜の名所沿いにある小学校だから。

381 成瀬さくら なるせさくら 桜が美しい地域なので

382 なるせ桜 なるせさくら
近辺の川沿い桜の美しさ、自然の豊かさを感じてほしい。な

るせを平仮名にすることで柔らかさ、温かさを表現。

383 なるせ桜 なるせさくら かわいい小学校だから。

384 成瀬桜 なるせさくらの 桜のめいちだし成瀬だから

385 成瀬咲楽 なるせさくら 成瀬に桜があるから。

386 成瀬桜が丘 なるせさくらがおか

両校ともに恩田川をはさんだ地理的環境にあり、桜の名所と

して多くの市民に親しまれていることから。これから先も、

この想いが続いてほしいと思っています。

387 成瀬桜川 なるせさくらがわ おん田川のさくらがきれいだから。

388 成瀬桜川 なるせさくらがわ 恩田川の桜がきれいだから。

389 成瀬桜川 なるせさくらがわ 恩田川の桜をイメージ

390 成瀬桜川 なるせさくらがわ
地元住民にとって恩田川の桜は憩の場であり、また成瀬とい

う名称を大切にしていきたいから。

391 成瀬桜田 なるせさくらだ 成瀬の近くの恩田川に桜があるし、田んぼがおおいから。
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392 成瀬さくら並木 なるせさくらなみき 恩田川沿いに毎年桜並木が綺麗に咲くので

393 成瀬桜二
なるせさくらにしょ

う

みなみなるせのなるせとさくらがきれいだから、みなみ第二

小学校の二小をたしました。

394 なるせ桜溪
なるせ　さくら　だ

に

まず、桜が有名。満開時は桜並木自体が渓谷のように見え

る。実際に川沿いに桜があるので、渓　を採用。

395 なるせ桜みらい なるせさくらみらい
恩田川の桜とみらいを創造する新しい学校のイメージを目指

したいから

396 成瀬城山 なるせしろやま 成瀬城跡の近くなので

397 成瀬城山 なるせしろやま 成瀬のシンボル成瀬城の城山公園があるからです

398 成瀬せせらぎ なるせせせらぎ

両校（南成瀬小・南第二小）は共に恩田川が身近な立地であ

ること。

また、恩田川のせせらぎがやがては大海に満ちて行く様子を

子供たちの未来や希望と重ねて「せせらぎ」という言葉を名

前に入れさせていただきました。

399 成瀬せせらぎ なるせせせらぎ

カワセミも生息する恩田川は成瀬地区の一つのシンボルだと

思います。その恩田川が新小学校の近くを流れているので、

『せせらぎ』という言葉で名前に入れたいと思いました。

400 成瀬第一 なるせだいいち

成瀬の地名を残したい。

成瀬台小学校の方と合わせて成瀬第一、成瀬第二としても。

401 成瀬第二 なるせだいに
二つの学校が、がったいするから、学校の名まえもがったい

させてみた。

402 成瀬第二 なるせだいに 南成瀬小学校と南第二小学校を合体させたから。

403 成瀬第二 なるせだいに 両方の名前をたしたかったから

404 成瀬第二 なるせだいに 両校の名前の合体

405 成瀬第二 なるせだいに 2つの学校がくっついた感じにしたかったから

406 成瀬第二 なるせだい2 学校と学校の名前をつなげたいから。

407 成せ第二 なるせだい2
あっちの成せをとり南をなくして第二小をとって成せ第二小

にしました。

408 成瀬だい五 なるせだいご
なるせってみじかいし、ちょっとかん字もかんたんそうだか

ら。

409 成瀬光 なるせひかり なるせがきらきらするイメージだからです。

410 成瀬光 なるせひかり
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No 学校名案 読み仮名 理由

411 成瀬まんまる なるせまんまる

南成瀬小学校のOGです。私が小学生の頃、担任の先生や友人

と ｢（南成瀬小学校の愛称）なんなる小はまんまる見たいで

可愛いよね、なんなる小の子どもたちはこれから先もまんま

る笑顔で楽しく過ごせるといいね」という会話をした事を思

い出しました。

南成瀬小学校に通う子供たちを卒業から10年経った今も見か

けますが、子供たちの笑顔があの頃とずっと変わらず微笑ま

しく思うと共にこれから先もまんまる笑顔でいて欲しいとの

願いから地域名とまんまるを合わせた学校名を考えました。

412 なるせみ なるせみ

成瀬の「なる」、南成瀬地区の「み」、カワセミの「せみ」

を含み、成瀬の南地区という意味や、カワセミを市の鳥とす

る町田の成瀬、南成瀬小と南第二小を挟む恩田川によくいる

鳥であり、統合を象徴する存在という想いを込めました

子どもたちがカワセミのように小さくても力強く鮮やかに成

長する教育の場とし、平仮名を学び始めた未就学児からも親

しめる名前ということで、ひらがな表記としています

413 なるせみ なるせみ
いっしょになったら、なんなるとしょうがっこうがいっしょ

になるからです。

414 なるせみ なるせみ 南成瀬小学校のキャラクターだから

415 なるせみ なるせみ 南成瀬小学校のキャラクターだから

416 なるせみ なるせみ 南成瀬小学校のイメージキャラクターをのこしたかったから

417 成瀬緑 なるせみどり

所在地の地名が入ることで、他の地域に住む人にもわかりや

すい。緑豊かな環境であり、この先もずっと緑豊かな環境を

維持してもらいたいという願いから。

418 成瀬南 なるせみなみ 元々の2校に含まれている南という字を残したい

419 成瀬南 なるせみなみ 両校の南を残したかったから。

420 成瀬南 なるせみなみ なるせみなみしょうだとおもしろいから

421 成瀬南 なるせみなみ 愛称は「なるせみ」です

422 成瀬南 なるせみなみ 成瀬の南にある小学校だから

423 成瀬南 なるせみなみ
南成瀬小と南二小両方の名前を使いたい。名前がなくなるの

が寂しいから。

424 成瀬南 なるせみなみ 南成瀬地区の地名を残したかったため

425 成瀬みなみ なるせみなみ

統合前の学校二校に南が入っていて

南は入っていたほうがいいと思います

漢字でなく、ひらがなでみなみとすると

親しみやすい気がします。
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426 成瀬みなみ なるせみなみ

統合予定の二校に南が入っているので

新しい学校にも南が入っていると良いと思います

みなみをひらがなにすることで親しみやすさを

感じます。

427 成瀬みなみ なるせみなみ ひらがなを入れて親しみやすくした。

428 成瀬みなみ なるせみなみ 分かりやすいこと。ひらがなを入れて親しみやすくした。

429 成瀬南恩田川
なるせみなみおんだ

がわ
恩田川のようにきれいながっこうになってほしいから

430 成瀬南川第二
なるせみなみかわだ

いに
二小が恩田川に近くにあるから。

431 成瀬南けやき なるせみなみけやき

432 成瀬南第二 なるせみなみだいに どちらの学校名も残したいので。

433 なるせ南だい2 なるせみなみだい2
なるせ小学校と南だい2小学校ががったいするから、なるせ

みなみ小学校です

434 成瀬みなみの丘 なるせみなみのおか

　成瀬地区の小学校なので、成瀬という地名は、残したいと

思いました。

　南成瀬小学校と南第二小学校に共通している「みなみ」

と、なだらかに続く丘陵のイメージの「丘」を合体して「み

なみの丘」とすると、より地域感も出るのではないかと考え

ました。

　学校名に平仮名を入れることで、小さな子どもにも親しみ

やすくなり、地域の誰からも親しまれ、地域に開かれた学校

として、子どもたちの明るい未来へと続いていくように…と

いう思いをこめて、「成瀬みなみの丘小学校」としました。

435 成瀬山吹 なるせやまぶき 自然に囲まれた小学校なため

436 成瀬山吹 なるせやまぶき
吹上・山村の両地区に隣接し、近くの里山には眺望の良い成

瀬山吹緑地があるため

437 成瀬山吹 なるせやまぶき 山吹緑地付近のため

438 成瀬山吹 なるせやまぶき

小学校を含む街全体を見渡せる山吹緑地がこの地域の大きな

魅力であり、子どもたちにとって、この地を意識し訪れるこ

とが、わが町を俯瞰し、愛着を育てることにも繋がると思う

ため。ちなみに我が家はこの緑地が気に入り、この丘のある

この街で子どもを育てたいと思い、移り住みました。

439 成瀬緑多 なるせりょくおお 「緑を多くしたいな」と思ってこの名前にしました。

440 成瀬緑多 なるせりょくおお 「緑を多くしたいな」と思ってこの名前にしました。

441 成の瀬 なるのせ

成瀬が丘　南成瀬　西成瀬　成瀬　成瀬台など、共有の郷土

名称にて成瀬は外せないながらも、郷土に愛される自然豊か

な恩田川に隣接した川の瀬のイメージを盛り込んだ名称にし

たいと思い命名させていただきました。
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442 なるみな なるみな
南成瀬小学校とみなみ第二小学校があってどちらにもみなみ

がついたから

443 南桜 なんおう
南成瀬小学校と南第二小学校の南を取って、恩田川の桜並木

が有名なことから、南と桜で南桜小学校にしました。

444 南成 なんなる 南成瀬小を短く、かつて多くの人が使っていた愛称なので。

445 なんなる なんなる

かわいい。二小は場所が残ったので、南成瀬小は名前を残す

のが良いかと思った。愛称である「なんなる」は親しみやす

く良いと思う。

446 なんなる なんなる おぼえやすい

447 なんなる なんなる みんなが呼びやすい（覚えやすい）学校名

448 なんなる なんなる ひらがなで覚えやすく親しみが持てる

449 南成さくら なんなるさくら
南第二の南と南成瀬の成を取り、恩田川のさくらをイメージ

しました

450 南成第ニ なんなるだいに

地区名で、旧小学校名を残しました。やっぱり母校はずっと

残ってて欲しいので。大体学校名などは略称で呼ぶので、最

初から略称にしてみました。。

451 なんなる第二 なんなるだいに
なんなる小学校と南第二小学校のなんなると第二をあわせ

た。

452 南成ニ なんなるに 南成瀬小と南第二小を合わせた。

453 なん南さくら なんなんさくら
南第二の南と南成瀬の南、両方の名前を取り、そこに恩田川

の桜を入れた

454 二南 にみなみ 合体したらこうゆう名前になると思うから。

455 花見 はなみ 近くで花見ができるから

456 林川山 はやしかわやま
かっこいいしかん字もかんたんだし山・川があったほうがい

いから

457 光 ひかり
みんなが明るく光るようにしたかったので、光小学校という

名前にしました。

458 ひかり ひかり みんなあかるくこれるように

459 ひかり ひかり 先生がみんなおもしろくてやさしいからです。

460 吹上 ふきあげ

二小で育った私にとって、吹上地区での遊んだ思い出は多く

あり、これからの子供たちも吹上地区の緑豊かな環境でたく

さん遊んで育ってもらいたいという思いを込めて考えまし

た。

461 吹上 ふきあげ

462 町田恩田川 まちだおんだがわ きれいな恩田川だから。

463 町田市 まちだし 町田市にあるから

464 町田市成瀬楓
まちだしなるせかえ

で

シンボルツリーの楓の木を大切にしてほしいから。ぜったい

に楓の木を残してほしい。切らないでほしいとの思いからで

す。
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465
町田市南成瀬恩

田

まちだしみなみなる

せおんだ
近くにおんだ川がながれているから

466 町田桜 まちださくら
南第二小と南成瀬小の近くにある恩田川の桜並木をイメージ

しました。

467 町田成瀬 まちだなるせ
「成瀬小学校」だと伊勢原市にもあるので、「町田」をつけ

ることで間違えがなくなるから。

468 町田東 まちだひがし シンプルな名称が良い

469 みどり桜陽 みどりおうよう

桜の名所、恩田川。あの桜並木は圧巻で感動します。寒い冬

を乗り越えて咲く桜は人々に笑顔をもたらすので桜を入れま

した。

陽はたくさんのお日さまをあびて元気いっぱいに学校生活を

送って欲しい。そしてあたたかく、ほのぼのとしたイメージ

の漢字をいれました。

みどりは桜から新緑、紅葉、葉が落ちまた蕾。と日本の四季

の素晴らしさを子供たちにも知って欲しい、そしてこの恵ま

れて自然環境にも感謝して欲しいと思いました。

響きを考え上記の順番でこの名前にしました。

470 みどりだい みどりはしぜんだからそうしました。

471 みどりのおか みどりがきれいだからです

472 緑の丘 みどりのおか
親子二代で南第二小学校の卒業生です。校歌だけでも大切に

残して欲しい想いから考えました。

473 みどりのおか おんだがわのはっぱがみどりだから

474 みな台に みなだいに
だいにしょうのだいにとみなみしょうのみなをとってつくっ

たなまえです

475 みなみ みなみなるせにあるから

476 みなみ どっちもみなみがはいってたからです。

477 南恩田 みなみおんだ
南第二小が恩田川の横にあって南成瀬小と南第二小に南が

入っているから。

478 南成二 みなみなるに
南成瀬小学校の「成」と南第二小学校の「二」を合わせた

ら、二つの小学校の名前が入るから。

479 南恩田 みなみおんだ
南成瀬の中心を走る恩田川と南成瀬をつなぐ名前にしたくて

つけました

480 南恩田 みなみおんだ 恩田川がきれいだから

481 南恩田 みなみおんだ 恩田川が流れているから。

482 みなみおんだ おんだがわとまえみなみにしょうをまぜたらいい

483 南恩田川 みなみおんだがわ 恩田川がちかくにあるからこの名まえにしました

484 南恩田川 みなみおんだがわ 南にあるし恩田川が近くにあるから。

485 南恩田川 みなみおんだがわ 南第二小の南をとおって、恩田川が近くにあるから。
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486 南恩田川 みなみおんだがわ 恩田川の目の前にある学校だから

487 南恩田川 みなみおんだがわ

・現南第二小学校の近くには恩田川があり、南成瀬地区では

春に桜が咲いてとてもきれいだ

　し、南成瀬地区の人からも人気があると思ったから。

・現在、南成瀬小学校・南第二小学校　どちらにも「南」と

あるから引き継がせたいなと思

　ったから。

488 南恩田川 みなみおんだがわ
桜の名所である町田市を代表する恩田川沿いにある小学校な

ので

489 南おんだ川 みなみおんだがわ
みなみだい二しょうにおんだ川があるからみなみおんだ川小

学校にしました。

490 みなみ恩田川 みなみおんだがわ なるせにいるからおんだがわ

491 みなみ恩田川 みなみおんだがわ
おんだがわがちかくにあるからみなみ恩田川小学校にしまし

た。

492 南恩田川桜
みなみおんだがわさ

くら

今の学校は南にあって、恩田川は近くにあり、春になると桜

がきれいにさいてその全分は、近くにあるから。

493 南楓 みなみかえで
南にある小学校の南、かえでの木とかのかえで、南楓小学校

にした

494 南楓 みなみかえで
がっこうがあたらしくなっても楓の木があってほしいか

ら！！。

495 南楓 みなみかえで 昔からこの学校のメインの木が楓の木だから

496 南楓 みなみかえで かえでのきがのこってほしいから。

497 南楓 みなみかえで 楓の木があるから

498 南楓 みなみかえで 南第二小学校の楓の木がシンボルだから

499 南楓 みなみかえで
南第二小から南を取って楓の木があるから南楓小学校にしま

した。

500 南楓 みなみかえで 南第二小学校に楓の木があったから。

501 南楓 みなみかえで 楓の木があるから。

502 南楓 みなみかえで

503 南楓 みなみかえで
南にある小学校だから南・かえでの木とかのかえでで南楓小

学校にした

504 南かえで みなみかえで 南第二小学校にかえでの大きい木があるから。

505 南かえで みなみかえで みなみだいにしょうがっこうにみなみがあるから

506 南かえで みなみかえで 南だい二小学校にはかえでの木があるから。

507 南かえで みなみかえで わたしが大切なかえでの木があるからです。

508 南かえで みなみかえで シンボルの楓の木があるから。

509 南かえで みなみかえで

シンボルの楓の木があることと、ひらがなの方がイメージが

良いから。どちらの小学校も南が付いているので南は残して

おきたかった。

510 南かえで みなみかえで
かえでの木が大きくてきれいだから（かえでの木きりま

す？？？？）
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511 みなみ楓 みなみかえで 南二小にある楓が南二小らしいから。

512 みなみくろーばー くろーばーがいいにおいだから

513 南元気 みなみげんき
元気じゃない小学校よりも元気の小学校のほうがたのしそう

だからです。

514 南桜 みなみさくら 桜がさくから

515 南桜 みなみさくら ゆうめいななまえをあわせてかきました。

516 南桜 みなみさくら

あの素晴らしい桜並木が、新しい小学校生活を送る生徒さん

達の未来を祝福しているような明るい未来を想像してつけま

した

517 南桜 みなみさくら
合併する小学校の共通の南と、新しい校舎の横を流れる恩田

川、恩田川といえば桜なのでこの学校名を考えました。

518 南桜 みなみさくら

恩田川の美しい桜並木にちなんで考えました。子ども達をそ

ばで見守ってきた桜並木、誰もが知っている桜の名所なの

で、覚えやすいと思いました。

519 南桜 みなみさくら おんだがわにさくらがさくから。

520 南桜 みなみさくら
南はどっちの小学校も入っているから入れたいと思いまし

た。桜は恩川の近くに学校があって桜がきれいだからです。

521 南桜 みなみさくら かんがえた

522 南桜 みなみさくら
新しくできる学校の場所の近くに桜名所というところがある

から

523 南桜 みなみさくら 桜がちかくにさくからです。

524 南　桜 みなみ　さくら

町田南地区であり、南成瀬小と南第二小の統合なので、

「南」は残したい。そして、双方に共通のこの地域の最も魅

力と思われる恩田川の桜を、ぜひとも名前に入れて、子ども

達には学校の思い出と共に、大人になっても親しみ愛着を

持っていてもらいたいと考えました！みなみさくら小、音と

しても言いやすくかわいい印象で素敵だと思います。

525 南さくら みなみさくら さくらがきれいだから

526 南さくら みなみさくら 恩田川の桜が近く、名所だから。

527 南さくら みなみさくら
恩田川の桜が横にあるから。漢字よりひらがなの方がイメー

ジが良いから。

528 南さくら みなみさくら

「南」は南成瀬、南第二小から一文字とった。「さくら」は

近隣にある恩田川の桜をイメージし、親しみやすくひらがな

にした。

529 南桜川 みなみさくらがわ ここらへんにあるから

530 南桜川 みなみさくらがわ 「おんだがわの川、そのとなりにさく桜」をあらわしました

531 南桜第二 みなみさくらだいに
南二小の南、南成瀬の南と、もとの南二小の所に作るからそ

こにある桜を入れて、南桜第二小学校
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532 南自然 みなみしぜん しぜんがいっぱいある所だから

533 南自然 みなみしぜん ちかくに川があるから

534 南新生 みなみしんせい
町田市の南エリアに新しく産声を上げる学舎。まさに新しく

生まれ変わった小学校名そのものです。

535 みなみ総合 みなみそうごう

南成瀬地区をまとめた小学校になるからというのと、統合前

の両方の学校に「南」という文字がある事、みなみ組(支援

級)の存在から、全てをあわせて「みなみ総合」と考えまし

た。

536 南台おんだ みなみだいおんだ 恩田川がちかいから

537 南第七 みなみだいなな
前の学校が、いなぎしりつだい七小学校で、今が町田市立南

なるせ小学校で合わせたから。

538 南第二 ミナミダイニ

理由1 所在地が変わらないのであれば誰もが認識出来る名称

が良い。

理由2 ゆかりのある関係者、卒業生、在校生の想いを汲んで

急に名称を変えるべきではなく時代の流れに沿って検討する

べき時がきたらで良いと思います。

539 南第二 みなみだいに
最終的に南第二小学校跡地になるので、そのままの名前の方

が混乱しなくて良いと思ったため。

540 南第二 みなみだいに 南第二の場所を使うため

541 南第二 みなみだいに
最終的に現在の南第二小学校の場所になるため、地域の人達

にも混乱が少ないと思うから。

542 南第二 みなみだいに

学校制度開始以来150年の歴史ある学校の名前をなくすのに

は反対である

番号が半端に残っている学校はいくつもあるのだから問題は

ないはず

543 南第二 みなみだいに

さっき送れなかったようなので再送します。

学校制度開始以来150年の歴史ある名前を失くすことには反

対である。

番号が半端に残っている学校はいくつもあるのだから問題は

ないはず。

544 南第二 みなみだいに

再再送です。（送られているかどうか不明でした）

学校制度開始以来150年の歴史ある名前を失くすことには反

対である。

番号が半端に残っている学校はいくつもあるのだから問題は

ないはず。

545 南第ニ みなみだいに
歴史ある学校なので、学校名は変更せず残してほしい(卒業生

からの意見)

546 南第ニ みなみだいに 卒業したので、名前を残してほしいので

547 南第二 みなみだいに
140年以上の歴史ある小学校の名前は残しておきたいと思い

ました。
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548 南第二 みなみだいに

私の義父、主人、子供達が卒業した大切な小学校名は別の名

前に変わって欲しくありません。

なので今までと同じ校名になるよう希望しました。

549 南第二 みなみだいに
自分が育ってきた思い入れのある名前から変えたくないた

め。

550 南第二 みなみだいに 歴史ある学校名そのまま残したい

551 南第二 みなみだいに

最終的に南第二小学校の場所になるのでしたら、校名を変更

する必要はないし、備品関係の登録変更など行政業務を増や

す事は経費のムダと思われます。

552 南第二 みなみだいに
もともと南第二小学校から別れて南成瀬小学校学校できたの

だから、南第二小学校に戻るのが当然と考えます

553 南第二 みなみだいに
我が家の４人の子供達が長年お世話になりましたので同じ名

前を残してほしいです。

554 南第二 みなみだいに

50代の主婦です。私が町田市に越してきたのが小学校5年生

の時でした。それから町田に住み子供ができて同じ小学校に

入学した学校です。変わらずの場所で変わらずの名前を強く

希望します

555 南第二 みなみだいに
私の母校の名前で思い出の詰まった学校名の為なくなってし

まっては寂しいと思ったから。

556 南第二 みなみだいに
母校で思い出の詰まった学校名の為なくなってしまっては寂

しいから。

557 南第二 みなみだいに

もともと南第二小学校から、生徒増加で新設された南成瀬小

学校へわかれました。

もとの学区へ戻るということではないのですか？

南第二小学校は長い歴史があります。名前も残っていって欲

しいです。

558 南第二 みなみだいに 伝統ある南第二の名称を残したい

559 南第二 みなみだいに 卒業生として、名前を残したい

560 南第二 みなみだいに 母校だから

561 南第二 みなみだいに
元々、南成瀬小学校は南第二小学校から分かれて出来たので

歴史の長い方に合わせた方が良いから

562 南第二 みなみだいに 学校制度が始まった初年度から存在する伝統ある名前だから

563 南第二 みなみだいに 寺子屋？からの長い歴史を途絶えさせたくない。

564 南第二 みなみだいに

地域に根付いた名前なので変える必要がないのでは？という

気持ち（南成瀬小は元々分校であり、二小にもどるという噂

もあったので）

565 南第二 みなみだいに
現在の学校名

現在学校名を残したい

566 南第二 みなみだいに 残したいから

567 南第二 みなみだいに 現学校名を継続したいため
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568 南第二 みなみだいに 母校のため名前を残したい

569 南第二 みなみだいに

町田市で長く続いた歴史ある学校の名前を残したい！

後、我が家の４代続いた学校名が無くなるのはとても悲しい

です。

570 南第二 みなみだいに
近くに住んでいる人や名前を知っている人など親しみやすい

名前だと感じたから

571 南第二 みなみだいに
元々、南第二小の敷地だから

南第二小から分かれた学校が元に戻るから

572 南第二 みなみだいに 息子、娘が通っていたので、名前を変えないで欲しい

573 南第二 みなみだいに

子供達が通った親しみのある小学校名<ニショウ>という愛称

を残したいから。同じ場所にできるのに、名前が変わるのは

寂しい。

574 南第二 みなみだいに

南二小は伝統ある古い学校なので、この名前は尊重するべ

き。南成瀬小は、南二小から分かれてできたようなものなの

で、本流の名前は残すべき。キラキラ・ネームをつけられた

子どもが、親の虐待を受けたり犯罪に巻き込まれたりして不

幸に遭う事がしばしば見られるが、校名も然りである。取っ

て付けたような名前に変え、土地の歴史を身近に感じる機会

が薄れるのは避けたい。

575 南第二 みなみだいに 南二小の場所に建つから

576 南第二 みなみだいに 南第二小の場所に建つから

577 南第二 みなみだいに 南第二小の場所に建つから

578 南第二 みなみだいに 南第二小の場所に建つから

579 南第二 みなみだいに 歴史ある学校名は残してほしい

580 南第二 みなみだいに 歴史と思い入れがある

581 南第二 みなみだいに 南第二小学校が存続して欲しいから

582 南第二 みなみだいに 150年続いてきた歴史ある学校の名前は引き継ぐべき。

583 南第二 みなみだいに せっかく100何十年もつづいているから。

584 南第二 みなみだいに 今の名前がいいから。

585 南第二 みなみだいに 同じ学校名だと分かりやすい
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586 南第二 みなみだいに

南成瀬小は40年ほど前に南第二小から分かれた学校です。昨

年度、南成瀬小から発行された学校案内にも母体校は南二小

と明記されています。分校が戻ってくるだけなのに、おおも

との南二小の名前を変える意味が分かりません。南二小の

150年も続いている歴史は、町田市が誇れる文化遺産です。

簡単に終わらせないでいただきたい。南二小は地元地域との

関わりも強く、曽祖父母の代から2代3代と子どもが通い、今

の保護者の中にも、びっくりするほど卒業生が多数居る小学

校です。自分が卒業した小学校に子どもも通わせたいと思う

人が多いということではないでしょうか。それだけ地域に愛

されている小学校です。建て直しも統合も大歓迎です。た

だ、南第二小学校の名前、校歌、校章は、どうかこのまま残

して下さい。

587 南第二 みなみだいに
自分自身の母校でもあり、わたしの父の母校でもあるので名

前を無くしてほしくない。そのままがいい。

588 南第二 みなみだいに
南第二小学校の長い歴史を継承して欲しい。南第◯小学校が

いくつかある中で第二だけ無くなるのが不自然。

589 南第二 みなみだいに
私の卒業した小学校でもありこの名前は残してほしいと思っ

たから

590 南第二 みなみだいに
私の卒業した小学校でもありそのままの名前であってほしい

から

591 南第二 みなみだいに

592 南第二 みなみだいに 今まで通りの名前がいい。歴史があるから

593 南第二 みなみだいに
自分の母校でもあるし、祖夫や父の母校でもある、娘や息子

たちも今通っているのでそのまま名前を残してほしい。
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594 南第二 みなみだいに

変更するかしないかという選択肢をのせて、変更する場合の

学校名を募るというなら、まだわかりますが、変更ありきで

募集するって、どうなんですか？世論誘導ですよね？

どうしても変えたいなら、まずは学校名を変える事によるか

かるコストを提示してください。

信号の表記なんかも新しくするんですよね？変えなくて済む

筈の費用が大きいんじゃありませんか？校歌とか無償で作詞

作曲もするんですか？

新しくする意味がわかりません。人口が増えて分校みたいな

感じで南成瀬小学校が出来て、人口が減って南成瀬小学校を

廃校にするなら、わざわざ変更する意味がありません。

南成瀬小学校地域の方が学校名無くなって寂しいから、公平

に新しくするとか馬鹿げた発想はやめてください。

市民の気持ちを本当に考えるなら、1円でも安く済ませる方

法を考えてください。

こういう意見が出ているということもちゃんと掲示して頂か

ないと、それこそ不公平だと思いますので。

595 南第二 みなみだいに
信号の上のかんばんみたいなやつとかを変えるので、お金を

使うならスクールバス等に使った方が良いと思うから

596 南第二 みなみだい2 今のままの名前がいいから。

597 南第２ みなみだい２ 150年もの歴史ある学校名を残して欲しい

598 南第二成瀬 みなみだい2なるせ 第二小学校と南なるせ小学校をくっつけた名前

599 南第川 みなみだいかわ
南と第はその新しい学校についているからです川は近くに川

があるからです。

600 南第成瀬 みなみだいなるせ
はんぶんみなみだいに小でもういっこのみなみ小をくみあわ

してつくりました。

601 南だいなるせ みなみだいなるせ まぜたなるせ

602 みなみだいなるせに じゆうにしたから

603 南第二小や
みなみだいにしょう

や

604 南第二成瀬 みなみだいになるせ 愛着がある２つの小学校名を残したい

605 みなみだいになるせ しょうがっこうをつなげた●

606 みなみだいになるせ
なるせしょうがっこうとだいにしょうがっこうががったいす

るから

607 南第二成瀬 みなみだいになるせ じぶんの学校の名前をいれたい。しんぷるだから。

608 南第二成瀬 みなみだいになるせ この学校と南成瀬小学校を合わせた
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609 南第二成瀬 みなみだいになるせ

610 南友桜 みなみともざくら 南がわにあったみんな、なかよしで、桜がきれいだから。

611 南成瀬 みなみなるせ 今と同じ地区名が分かりやすい名前が良いと思いました

612 南成瀬 みなみなるせ
住所が南成瀬なので。南第二は明治時代の住所名をもとにし

た名称で歴史を感じるが、現在では馴染みがない。

613 南成瀬 みなみなるせ
いまの南成瀬小学校と被るが、地域を考えると、南成瀬小学

校が1番だと思う。

614 南成瀬 みなみなるせ 南成瀬にあるので分かりやすい

615 南成瀬 みなみなるせ
現南成瀬小学校も、南第二小学校も「南成瀬」という住所に

住んでいる児童が多いから。

616 南成瀬 みなみなるせ みなみなるせにがっこうがあるのでわかりやすいから。

617 南成瀬 みなみなるせ 南だいに小もみなみなるせだからです（じゅうしょ）。

618 南成瀬 みなみなるせ 地名で分かりやすいから

619 南成瀬 みなみなるせ 地域の名前だから

620 南成瀬 みなみなるせ 成瀬の南に位置する学区なので

621 南成瀬 みなみなるせ 地名を残したい

622 南成瀬 みなみなるせ
父も南成瀬小出身。「なんなる」の呼び名が無くなるのは寂

しいです。

623 南成瀬 みなみなるせ

1)地名として南成瀬がふさわしい、2)同エリアの南成瀬中学

校との連携をふまえ、なんなるしょう→なんなるちゅうの進

学の流れがわかりやすい、3)南第二小学校は土地を引き継

ぎ、南成瀬小学校は名前を引き継げは、それぞれの小学校の

卒業生も満足では？

624 南成瀬 みなみなるせ 南成瀬地区にあるから

625 南成瀬 みなみなるせ 南成瀬地区の小学校は、南成瀬小学校であるべき。

626 南成瀬 みなみなるせ 地名で分かりやすいから

627 南成瀬 みなみなるせ 南成瀬地区の統合小学校だから

628 南成瀬 みなみなるせ

「南」は、南二小と南成瀬小の共通する南の文字を取り、

「成瀬」成瀬地域の大部分を範囲とするため。

南二小は学校の場所が受け継がれるので、南成瀬小学校とい

う名前を受け継いで欲しいです。

629 南成瀬 みなみなるせ 分かりやすさ、覚えやすさ

630 南成瀬 みなみなるせ

南成瀬1〜8丁目すべての子どもが通うし、何十年何百年経っ

ても分かりやすい。

現南成瀬小にとっては校舎がなくなっても名前が残るし、現

南二小にとっては名前がなくなっても校舎が残るから、平等

で良いと思う。

30



資料5-2

No 学校名案 読み仮名 理由

631 南成瀬 みなみなるせ

南成瀬地区の小学校なので、シンプルで分かりやすいから。

凝った名前は、学校名としてはあまり相応しくないと考えて

います。

632 南成瀬 みなみなるせ シンプルで馴染みがある。

633 南成瀬 みなみなるせ

母校だし思い出が詰まっているので

廃校にして欲しくない

成人した時に小学校の時の担任の先生と

大人になった私たちでここで会おうと約束を交わしたのでそ

の約束を果たしたい

634 南成瀬 みなみなるせ 友達の母校壊さないでください、、、

635 南成瀬 みなみなるせ
場所が移転しないのであれば、そのままの名前を残すべきで

ある。

636 南成瀬 みなみなるせ 変更せず、地名が入っている方が良いと思う。

637 南成瀬 みなみなるせ

南成瀬地区にある小学校ということで、地域に密着した名前

を考えてみると現在の南成瀬小学校という名前をそのまま新

しい学校へ引き継ぐのが良いと感じました。

638 南成瀬 みなみなるせ 地域の名前だから

639 南成瀬 みなみなるせ 南成瀬にある小学校は一つだけになるから

640 南成瀬 みなみなるせ 場所の名前が分かりやすいから

641 南成瀬 みなみなるせ 南成瀬にある小学校だから。

642 南成瀬 みなみなるせ 南成瀬にできるから

643 南成瀬 みなみなるせ 地名で分かりやすいから

644 南成瀬 みなみなるせ 南成瀬小学校がなくなってほしくないから

645 南成瀬 みなみなるせ

第ニ小学校などの名称はどこにでもある上町田市は第ニ小学

校、南第ニ小学校など同じような名称が多くて紛らわしい。

南成瀬小学校という名称は他とかぶらないので、わざわざ無

くして新しい名称にしなくてもいいのではと思う。

「なんなる」という愛称も好きなので、無くさないで欲し

い。

646 南成瀬 みなみなるせ 元の学校名を残して欲しいからです。

647 南成瀬 みなみなるせ 統廃合に反対です。南成瀬小を残して欲しいから。

648 南成瀬 みなみなるせ
母校で名前が無くなるのがさみしい。なんなる小と読みやす

く親しみやすいため。

649 南成瀬 みなみなるせ 南成瀬小学校の名前がなくなるのがさみしいので

650 南成瀬 みなみなるせ べんきょうもゲームもおもしろいから。

651 南成瀬 みなみなるせ
南成瀬中学校があるので、小学校もあったほうがいいと思っ

たから。

652 南成瀬 みなみなるせ
おかさんがみなみなすせしょうがこうになるからそのなまえ

でいいって言ってた。
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653 南成瀬 みなみなるせ

南成瀬小学校と南第二小学校は、学校教育法施行規則第４１

条の標準学校であり、統廃合対象校ではありません。

通学する子供の事を考えれば、統廃合は絶対にしてはなりま

せん。統廃合を絶対に阻止しなければならないという思いか

らです。

654 南成瀬 みなみなるせ

655 南なるせ みなみなるせ みなみなるせしょうがっこうにしました。

656 南なるせ みなみなるせ

657 南なるせ みなみなるせ
成瀬→「なるせ」と表記して、未就学児にも興味を持ってほ

しいと思います。

658 南成瀬第 みなみなるせ ままがえらんだからです。

659 南成瀬桜並木
みなみなるせ さくら

なみき

南成瀬という地名は残しつつ、

新たな学校が、桜がとてもキレイな恩田川沿いにあること。

また、誰にも愛される桜のように、

生徒が育って欲しいという想いを込めました。

660 南成瀬あゆみ みなみなるせあゆみ じぶんでこのなまえがいいとおもったから。

661 南成瀬恩一
みなみなるせおんい

ち
恩田川が近くてはじめてがったいした学校だから。

662 南成瀬恩田 みなみなるせおんだ
恩田川がきれいだから恩田川の恩田をとって南成瀬恩田小学

校にしました。

663 南成瀬恩田 みなみなるせおんだ 南成瀬と恩田川がそばにあるから。

664 南成瀬恩田 みなみなるせおんだ 南成瀬地区と、恩田川が近くにある貴重な立地なので。

665 南成瀬恩田 みなみなるせおんだ

666 南成瀬おんだ みなみなるせおんだ おんだ川がちかくにあるからこのなまえにしました。

667 南成瀬恩田川
みなみなるせおんだ

がわ
南と田と川がかきやすく一年生もかきやすくした。

668 南成瀬恩田川
みなみなるせおんだ

がわ
近くに恩田川があるから。

669 南成瀬恩田川
みなみなるせおんだ

がわ
恩田川に近いから

670 南成瀬恩田川
みなみなるせおんだ

がわ

671 南成瀬楓 みなみなるせかえで
南成瀬小学校の南成瀬と南第二小学校にある楓を合わせて

「南成瀬楓小学校」という名前にしました。

672 南成瀬楓 みなみなるせかえで この学校に楓の木があるから

673 南成瀬楓 みなみなるせかえで かえでの木が南第二小学校のシンボルだから残したいから。

674 南成瀬楓 みなみなるせかえで 楓の木があるから。

675 南成瀬楓 みなみなるせかえで 学校のシンボルが楓だし、地いきが南成瀬だから。

676 南成瀬かえで みなみなるせかえで
南成瀬小学校の南成瀬と南二小のシンボルマークのかえでを

入れたかったから。
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677 南成瀬楓の木
みなみなるせかえで

のき
楓の木があるから。

678 南成瀬かえでの木
みなみなるせかえで

のき

南成瀬にある小学校で南第二小学校のシンボルには楓の木が

あるから。

679 南成瀬が丘 みなみなるせがおか みなみは残したかった

680 みなみなるせ川 みなみなるせがわ みなみなるせとあわさるからです

681 南成瀬桜 みなみなるせさくら 桜が咲くから。

682 南成瀬桜 みなみなるせさくら

桜川（恩田川と桜並木)、桜（短くインパクトがあって覚えや

すい)、桜歌(人生を謳歌するとソメイヨシノのように唯一無

二で自分らしく成長を)、といろいろ考えましたが、南成瀬の

名前が使えるのは統合後この学校だけで、どこにあるか分か

りやすいようにこの名前にしました。川を入れるか悩みまし

たが、恩田川＝桜のイメージがあるので長くならないように

といれませんでした。

683 南成瀬桜 みなみなるせさくら 桜並木が目の前にある事と、成瀬という地名を入れるべき。

684 南成瀬桜 みなみなるせさくら
南成瀬に有り恩田川沿いの桜並木が良く見える所に出来る

為、桜をつけました

685 南成瀬桜 みなみなるせさくら

南成瀬地区なので、なんなるの名前を継続したい想いと、両

校になじみ深い恩田川にはすばらしい桜が元気に育っている

から。

地域の方々が桜を見るような優しいまなざしで、子どもたち

を見守っていってくれるような小学校になってほしいです。

686 南成瀬桜 みなみなるせさくら みんながげん気にきてほしいから

687 南成瀬桜 みなみなるせさくら 新校舎の横がとても綺麗な桜町のとなりのため

688 南成瀬桜 みなみなるせさくら
理由は、春になると、おん田川の桜がきれいで、有名になっ

てほしいからです。

689 南成瀬桜 みなみなるせさくら 恩田川の桜がきれいだから

690 南成瀬桜 みなみなるせさくら
おんだがわのさくらがきれいだからみなみなるせさくらしょ

うがっこうにしました。

691 南成瀬櫻 みなみなるせさくら
おん田川に櫻がいっぱいさくので南成瀬櫻小学校にしまし

た。

692 南成瀬さくら みなみなるせさくら
子供たちに自然を身近で感じて欲しいの近くの恩田川の桜並

木が有名だから。

693 南成瀬さくら みなみなるせさくら 第２小学校前を流れる恩田川の桜がとてもキレイに咲くから

694 南成瀬さくら みなみなるせさくら

695 南成瀬さくら みなみなるせさくら
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696 南成瀬さくら みなみなるせさくら

恩田川の桜がきれいで、南成瀬という名前も好きで残した

かったので。桜の花のようにまた新たな場所で花開いてほし

いから。

697 南成瀬さくら みなみなるせさくら
小学校の前を流れる恩田川の桜がとても綺麗に咲くので地名

+さくらにしました。

698 南なるせ桜 みなみなるせさくら
がったいするがっこうどうしにみなみがついたからみなみを

つけた。なるせでおはなみをしたときにきれいだったから

699 南成瀬桜川
みなみなるせさくら

がわ

桜並木のある恩田川沿いに立地があり、遠方にはあまり知ら

れていない名所なので名前に入れました

700 南成瀬桜川
みなみなるせさくら

がわ
さくらがおんだがわにさくから。

701 南成瀬さくらの
みなみなるせさくら

の

南成瀬第二小では2校の名前をつなげただけなので新しい響

が欲しかった。恩田川沿いで桜が毎年素晴らしいのと南成

瀬、南第二の南は必要だと思った。桜はやわらかいひびきの

ひらがなで。『の』を入れる事で口に出した時に言い易いと

思った。

702 南なるせ自ぜん みなみなるせしぜん 学校のまわりには自ぜんが多いから

703 南成瀬太陽
みなみなるせたいよ

う
太陽の様に温かい元気な子供達

704
みなみなるせたい

しょう

705 南成瀬第 みなみなるせだい 2つの名前を合わせてつくりたかったから

706 南成瀬第三
みなみなるせだいさ

ん
ふたつの名まえをあわせた。

707 南成瀬第三
みなみなるせだいさ

ん
どっちものなまえをあわせたほうがいいとおもった。

708 南成瀬第三
みなみなるせだいさ

ん
なんとなく

709 南成瀬第三 みなみなるせだい３ たしざんをしたらみなみだいに小学校。

710 南成瀬第二 みなみなるせだいに 両校の名前を残したいから

711 南成瀬第二 みなみなるせだいに 両方の学校の名前から。

712 南成瀬第二 みなみなるせだいに
いまの学校と第二小をあわせるともっとすてきな名前になる

とおもったから。

713 南成瀬第二 みなみなるせだいに どっちもの名前をくっつけた。

714 南成瀬第二 みなみなるせだいに 南成瀬小学校と南第二小学校のなまえをのこしたかったから

715 南成瀬第二 みなみなるせだいに 二つの学校をがったいさせたなまえ

716 南成瀬第二 みなみなるせだいに
二つの小学校ががったいするから二つの小学校の名前を入れ

ました。

717 南成瀬第二 みなみなるせだいに 一緒になる2つの学校名が入っている為
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718 南成瀬第二 みなみなるせだいに

南成瀬小学校も南第二小学校もみんなにとって素敵な小学校

だから、2つともが合わさる感じがするこの名前を提案しま

した。

719 南成瀬第二 みなみなるせだいに 南成瀬小学校の場所が移動するとの事で、名前は残したい

720 南成瀬第二 みなみなるせだいに わかりやすく、2つを合わせた名前がいいと思ったから

721 南成瀬第二 みなみなるせだいに ままのともだちがいたから

722 南成瀬第二 みなみなるせだいに 小学校をあわせた。

723 南成瀬第二 みなみなるせだいに ふたつの学校名を残したかったから

724 南成瀬第二 みなみなるせだいに
南成瀬小学校と南第二小学校を組み合わせて南成瀬第二小学

校

725 南成瀬第二 みなみなるせだいに 二つの学校の名前をくっつけたから

726 南成瀬第二 みなみなるせだいに
どちらの名前も組み込むことで憤りを感じにくくさせまし

た。

727 南成瀬第二 みなみなるせだいに
6年間の思い出がたくさんつまっているので、今の小学校の名

前を残したいからです。

728 南成瀬第二 みなみなるせだいに

729 南成瀬第二 みなみなるせだいに
二つの学校の名前をこれからもずっとつづいていってほしい

からです。

730 南成瀬第二 みなみなるせだいに
南成瀬小と南第二小がつながるから、南第二小の第二と南成

瀬小の南成瀬を合わせたのと、南成瀬が二つ目だから。

731 南成瀬第二 みなみなるせだいに
合体するなら、名前も合体させようと思ったので、これにし

ました。

732 南成瀬第2 みなみなるせだいに

733 南成瀬だい二 みなみなるせだいに
南成瀬と第二小をあわせる。からどっちともの名前をがった

いせればいいんじゃないかなとおもいます。

734 南成瀬だい二 みなみなるせだい二
南成瀬小学校の南成瀬と南だい2小学校のだい2であわせて作

りました。

735 南成せ第二 みなみなるせだいに 南第二小の第二と南成せ小の南成せをくっつけたから。

736 南成せ第二 みなみなるせだいに
いまはみなみなるせ小学校だからあっちはだい二小学校だか

らくっつ

737 南なるせだい二 みなみなるせだいに がったいしたらこのなまえになるから。

738 南なるせだい二 みなみなるせだい二 みんなでなかよくできそうだからです。

739 南なるせだいに みなみなるせだいに くっつけたようにみんなでなかよくしたいなと思ったから

740 南なるせ大2 みなみなるせだいに 南なるせと大2小をまぜた名前にしました

741 南成瀬第二 みなみなるせだい2 りょう方のなまえが書いてあっていいなと思ったから。

742 南成瀬第二 みなみなるせだい２ 南成瀬小学校とくっつくから南成瀬を入れたかった

743
南成瀬第二恩田

川

みなみなるせだい2

おんだがわ

南なるせ小と南第二小が、がったいして作られるからです。

なぜ恩田川がはいるかというと、恩田川ぞいにあるからで

す。

744 南成瀬中央
みなみなるせちゅう

おう
地元地域の中心的な場所になって欲しいから
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745 南成瀬中央
みなみなるせちゅう

おう

南成瀬地区の学校が合ぺいしたから南成瀬の1体の学校として

南成瀬中央小学校

746 南成瀬統合
みなみなるせとうご

う
２つの学校が統合するから。

747 南成瀬なるせみ
みなみなるせなるせ

み
なるせみはこのがっこうのきゃらくたーだから

748 南成瀬二 みなみなるせに
みなみだい二小学校とみなみなるせ小学校が、がったいする

から

749 南成瀬二 みなみなるせに
元々２つの学校名にも想いなどあってついた名前なので、２

つの学校名をとって…

750 南成瀬２ みなみなるせに 南成瀬小と南二小の名前を合体させてみたから

751 南成瀬にこやか
みなみなるせにこや

か

南第二小学校の歴史を校名に残したかったのと、皆が明るく

にこやかに過ごせる学校にしたかったから。（にこやかの

「に」には二小の「ニ」の意味を含めました）

752 南なるせみ みなみなるせみ
学校になるせみっていうキャラクターがいるし、新しい学校

になるから名前はかえたいと思ったから。

753 南成瀬令和 みなみなるせれいわ 今は令和が元号だし、南成瀬の名前を残したかったから。

754 南成二 みなみなるに 南なるせしょうと南だいニ小がとう合するから

755 南なんなる みなみなんなる 良い名前だと思うから

756 南二 みなみに わかりやすいから

757 南のびゆく
みなみのびゆくしよ

うがっこう

各々個性にあった伸びゆく姿を思い描いた。またのびゆくと

いう言葉を何回も言うことで無意識に成長したいという意識

が植え付けられる。

758 南花 みなみはな 花のようにあかるい小学校にしたいです。

759 南原 みなみはら
成瀬の南に位置し、昔の地名はこの地区を主に原と呼んでい

たので、その名を残したいと思います。

760 町田恩田川 みなみまちだ

761 南みどり みなみみどり
わたしはしぜんなかんじのみどりと、りょうほうとも南とあ

るので南みどり小学校にしました。

762 南山吹 みなみやまぶき

自然を表現したかったので成瀬山吹特別緑茶の名前をつかい

ました。成瀬も入れたかったですが長くなるし、南成瀬にす

ると前の小学校の名前と同じになってしまうので、地域を表

す''南''と''山吹''にしました。

763 南陽光 みなみようこう 学生たちが太陽の光のように輝いてほしい。

764 南陽光 みなみようこう 学生たちが太陽の光のように輝いてほしい。

765 やまおか みどりのきがおやまみたいだからです。

766 山川 やまかわ 山がおおいし、恩田川がながれているから。

767 山吹 やまぶき 近くの山吹緑地が好きなので。

768 山吹 やまぶき 山吹緑地が近くて、風が強く吹く地域だから

769 遊行 ゆうこう 楽しく遊ぶみたいにみんなが行く学校になって欲しいから。
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770 遊行 ゆうこう
子どもは遊ぶのがすきだから「遊行」は「遊びに行こう」と

言う意味。

771 遊行 ゆうこう 子どもは「遊ぶ事」がすきで「遊びに行こう」といういみ。

772 若楓 わかかえで

校舎は南二小とのことで楓の木が校歌にも校内にもあるよう

に学校の一つのシンボルなので是非継承して頂きたく、また

未知数の希望を持ったキラキラした瞳の子供達が集まる場な

ので緑耀く若芽から字を取り、若楓です

773 恩田南 恩田南 恩田川の「恩田」＋南成瀬の「南」

774 成瀬 成瀬 成瀬駅に近いから

775 南さくら 南さくら

校舎に隣接する恩田川の桜がとにかく印象的で、それをイ

メージさせる名前としました。学校名には珍しい平仮名をあ

えて用いることで、親しみやすさと個性を表しました。元と

なる小学校名に共通する南という漢字を残し、継続性も感じ

てもらいたいと思います。

776 南成瀬 南成瀬 成瀬の南に位置する学区なので

777 成瀬そよかぜ

778 桜がくえん
はるになったらさくらがきれだからさくらをつけて、がっこ

うをかえてがくえん、あわせてさくらがくえん小学校

779 新成瀬

780
すいません。いろいろ考えたんですけど、いい案が浮かば

す、ごめんなさい

781 ●
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