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アンケートにお寄せいただいた新しい学校の名前一覧

１　意見募集で寄せられた新たな学校名一覧（50音順）
【あ】 【つ】 【つ】 【な】

　青空 　鶴川 　つる川第西 　中よくできる

【い】 　つる川 　鶴川第ニ 　仲良し

　いちょう通り 　つるかわ 　鶴川第四 　なかよし

　銀杏並木 　つる川青空 　つるかわだいよん 　並木

【う】 　鶴川青空学園 　つる川大４３ 【に】

　海川 　鶴川いちょう 　つる川だい４３ 　西ヶ丘

　売るとら楽しい 　鶴川いちょう並木 　鶴川第四＆三 　西鶴川

【お】 　鶴川大空 　鶴川楽のくら 　虹四

　王らい 　つるかわ大光 　鶴川団地 【は】

　大空 　鶴川お花 　鶴川中央 　はばたくつばめ

【か】 　つる川おもしろ 　つる川中おう 　晴み

　かーびぃ 　鶴川絆 　鶴川中おう 【ひ】

　鶴真 　鶴川希望 　鶴川鶴 　光

【き】 　つる川キラキラ 　鶴川つるの台 【ふ】

　きつねくぼ 　つる川金ぴか 　つる川友だち 　武相

　希望ヶ丘 　つるかわげんき 　つる川なかよし 　ふじみ

　キング 　つるかわ５ 　鶴川なかよし 【み】

【け】 　鶴川合同第七 　つる川七 　みどりしぜん

　けやき 　鶴川坂の上 　つるかわ並木 　みどりの里

　元気いっぱい 　鶴川さくら 　鶴川にこにこ 　緑の園

【さ】 　鶴川桜 　鶴川西 　緑町

　さくら 　鶴川サルビア 　つるかわにし 　未來

　桜ヶ丘 　つる川三四 　つる川西 　未来の里

　桜並木 　つる川三十四 　鶴川西ケ丘 【も】

　さんよん 　つる川３、４ 　鶴川西学園 　もぐもぐ

【し】 　鶴川三四 　鶴川西風 【り】

　シン 　鶴川さんよん 　鶴川西地区協学 　緑地

　真光寺 　鶴川しあわせ 　鶴川中央 　緑明

　真光寺つるかわ 　鶴川自然 　つる川にっこり 【れ】

　新星 　つるかわしぜん 　つる川光 　令和桜

　新鶴川 　鶴川市立森の川 　つる川ふじ見 【わ】

　新鶴川自然 　鶴川しんこう 　つる川ふじみ 　わくわく

　新鶴川第三 　鶴川真広 　鶴川ふるさと

　しん鶴川第四 　鶴川新光 　つるかわまちだ

　新鶴川第43 　鶴川新第三 　鶴川緑

　新鶴川だい43 　鶴川台 　鶴川みどり

　新鶴川西 　鶴川第五 　鶴川みどりの丘

【せ】 　つる川だい五 　鶴川みどりの

　聖真 　鶴川第５ 　つる川南

【た】 　つる川だい三 　鶴川みのり

　だい七 　つる川大三 　鶴川みらい

　狸の森 　鶴川第三第四 　鶴川山野木

　楽しい 　鶴川第三・第四 　鶴川勇気

　たのしい 　つる川だい三四たのしく 　鶴川有名

　楽しいよ 　鶴川第3と4 　鶴川稜光

　鶴川第7未来学園 　鶴子

　鶴川第新一 　鶴友

　鶴川第七 　鶴仲

　つる川第七 　鶴の子

　鶴川第7 　鶴の台

　つる川大七 　鶴の原

　つる川だい７ 　鶴真然

　つる川第７ 　鶴緑

　鶴山西
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鶴川西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　学校名と読み仮名を誤って記載している場合、修正しています。

No. 学校名 読み仮名 理由

1 青空 あおぞら
教室から見える晴れた日の青空が、とてもきれいで､今日も頑張ろう!と思えたから、
学校がなくなってもこの青空がいつまでも残っててほしいから

2 青空 あおぞら
教室から見える晴れた日に青空が、とてもきれいで､今日も頑張ろう!と思えたから、
学校がなくなってもこの青空がいつまでも残っててほしいから

3 いちょう通り いちょうどおり
関係のない言葉ではなく地名に馴染んだ名前の方がわかりやすく愛着も持てると考
えました。

4 銀杏並木 いちょうなみき 小学校の近くに銀杏並木通りがあるから
5 海川 うみかわ うみのようにあかるいしょうがっこうにしたいから。
6 売るとら楽しい うるとらたのしい めちゃくちゃたのしくべんきょうをやりたいから。
7 王らい おうらい 王さまの王でかみなりのらい。追うさまみたいにかっこよく生かつさせてあげたい。
8 大空 おおぞら 美しく晴れたら空がきれいだったから
9 かーびぃ カービィがすきだから

10 鶴真 かくま
鶴川と真光寺の頭文字をとって。
読み方は「つるま」がいいが、鶴間小があるため。

11 きつねくぼ きつねくぼ きつねくぼ緑地が近くにあるから
12 希望ヶ丘 きぼうがおか 子供達一人一人に未来に希望や夢を持ってもらいたい
13 キング キング かっこいいから
14 けやき けやき 町田市の木であり、けやきのようにすくすく大きく育ってほしいので。
15 元気いっぱい げんきいっぱい みんな元気だと気分がいいから。
16 さくら さくら 近くに桜並木があるので。覚えやすい
17 桜ヶ丘 さくらがおか 桜がとても綺麗に咲くから
18 桜並木 さくらなみき 四小までの桜並木がとてもきれいだから

19 桜並木 さくらなみき
鶴三と鶴四をつなぐ桜並木がとても美しいので、
子供たちの良い思い出になってほしいと思いました。

20 さんよん さんしょうとよんしょうがまざるからです。
21 さんよん さん小とよん小が、まざるからです。
22 さんよん さんよん 第三小学校と第四小学校が一緒になるから
23 シン しん 新しい小学校で親しい友達作り。
24 真光寺 しんこうじ 鶴川と真光寺から通っている人がいるから
25 真光寺 しんこうじ 真光寺地域だから
26 真光寺 しんこうじ 中学校が真光寺中なので
27 真光寺 しんこうじ 地名を残した方が良いと思ったから
28 真光寺 しんこうじ 真光寺中と同じで覚えやすいから
29 真光寺 しんこうじ 真光寺中学校も近くにあり、また真光寺地区も多いため。
30 真光寺 しんこうじ 真光寺中学と同じ名前が分かりやすいから

31 真光寺 しんこうじ
真光寺公園もあり、ゆくゆくは真光寺中学校がなくなってしまうため、小学校の名前と
して残ってほしいから。

32 真光寺 しんこうじ 住んでいる地域だから
33 真光寺 しんこうじ 地区の半分を占める真光寺
34 真光寺つるかわ しんこうじつるかわ 自分の通学路が真光寺と鶴川だから

35 新星 しんせい
近くに鎌倉街道が通り、古い時代の残りがあり、そしてこれから生まれる新しき学校
名としていつまでも輝きが続くように。

36 新鶴川 しんつるかわ 鶴川の住所にある新しい学校だから
37 新鶴川 しんつるかわ 鶴川の地域に新しくできる学校なので。

38 新鶴川 しんつるかわ
新たなスタートとしてどちらもにも共通して入っている鶴川の名まえをとって。全く違っ
た名前だと母校はもうないという気持ちになってしまう。

39 新鶴川 しんつるかわ 心機一転で新しく鶴川に立ち上げたことを何年経っても思い出せるように。
40 新鶴川自然 しんつるかわしぜん たくさんの木と花があってきれいで、その中でかこまれているから気持ち良くできる。
41 新鶴川第43 しんつるかわだい43 四小と三小の合体の各前

42 新鶴川第三 しんつるかわだいさん
鶴川第四小学校と鶴川第三小学校が合体して鶴川地区に３つ目の学校になるから
新鶴川第三小学校という名前の学校にしました。

43 しん鶴川第四 しんつるかわだいよん あたらしいから
44 新鶴川西 しんつるかわにし シンプルに簡潔にがいいと思うから

45 聖真 せいしん
覚えやすい馴染みのある音。正直であること、徳を得ること、などの意味を持つ漢字
で、教育の場に相応しい。

46 だい七 だいなな だい三小学校とだい四しょうがっこうががったいするならこのなまえがいいと思った。

47 狸の森 たぬきのもり
たぬきなど多摩地域にいる動物と共存している自然がいっぱいな地域にある小学校
というところを大切にしたいという想いから。

48 楽しい たのしい みんながたのしくがっこうに通えるようになったらいいなとおもったからです。
49 たのしい たのしい たのしい。
50 楽しいよ たのしいよ 楽しいから。

51 鶴川 つるかわ
所在地の住所に鶴川が付くのはこの地域だけだから。（鶴一小は野津田、現鶴二小
は能ヶ谷だから。）

52 つる川 つるかわ つる川にある小学校だから。

53 鶴川 つるかわ
おおくらしょうがっこうもあり、かないしょうがっこうもあり、ちいきのなまえをそのまま
つかってますので、つるかわのしょうがっこうそのままつるかわしょうがっこうでわかり
やすいと考えました。

54 つる川 つるかわ つるかわだい４しょうがっこうだからつる川しょうがっこうにしました。
55 つるかわ つるかわ 鶴川駅が最寄りの駅だから

56 鶴川 つるかわ
シンプルに第一〜等付けるより、いくつかの学校が合併するのでまとめて鶴川と誰も
が分かるようにしたらいいと思いました。

57 鶴川 つるかわ 簡潔
58 鶴川市立森の川 つるかわしりつもりのがわ この学校の名前がピッタリだと思ったから。
59 鶴川　楽のくら つるかわたのくら みんなで「楽しい」「クラス」（学校）になりたいから。
60 鶴川みのり つるかわみのり 鶴川にたくさんの幸せが訪れますように。
61 つる川３、４ つるかわ３、４ ３小と４小が、がったいするから。
62 5 つる川５ つる川だい３小をのこしたいから
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63 つる川青空 つるかわあおぞら ぱぁっと晴れるような小学校にしたいから

64 鶴川青空学園 つるかわあおぞらがくえん
どんな時でも、みんなの心は晴れている。
という意味を込めた名前です。

65 鶴川いちょう つるかわいちょう
いちょう通り沿い(正確には1本入りますが)なので、わかりやすく覚えやすい学校名が
良いと思いました。

66 鶴川いちょう つるかわいちょう いちょう通りのいちょうが綺麗なので
67 鶴川いちょう つるかわいちょう 学校のすぐそばに、いちょう並木があるから。
68 鶴川いちょう つるかわいちょう 東京都の木がいちょうだし、鶴川第四小学校のすぐ近くにいちょう並木があるから。
69 鶴川いちょう並木 つるかわいちょうなみき 鶴川はいちょうがたくさんあるので。
70 鶴川大空 つるかわおおぞら 大空の下で、元気に遊ぶ子供たちを想像して
71 つるかわ大光 つるかわおおひかり なぜかというと明るくいつもいれるようにだからです。
72 鶴川お花 つるかわおはな おはながいっぱいあるから。
73 つる川おもしろ つるかわおもしろ 学校がおもしろいから。
74 新鶴川だい43 つるかわか第43 4小と3小をつなげたから
75 鶴川絆 つるかわきずな みんなとの絆を大切にしたいから
76 鶴川希望 つるかわきぼう 将来の希望となる子供たちを育てる意味と町田の教育に希望を込めて
77 つる川キラキラ つるかわキラキラ キラキラになってほしいから
78 つる川キラキラ つるかわきらきら きらきらのしょうがっこうになってほしいから
79 つる川金ぴか つるかわきんぴか きれいだから
80 つる川金ぴか つるかわきんぴか きれいだから
81 つるかわげんき みんなで、あさげんきにとうこうできるように。
82 鶴川合同第七 つるかわごうどうだいなな 四小と三小が合体するから七小にしました。
83 鶴川坂の上 つるかわさかのうえ 坂を登らないといけないから

84 鶴川桜 つるかわさくら
鶴川地区に誇りを待ってほしい。学校の近くの桜の木のようにすくすくと元気に育っ
てほしい。

85 鶴川さくら つるかわさくら

・鶴川の自然に桜並木があること
・桜が咲くのが入学式・卒業式など子どもにとって節目の時期であり、桜のように美し
い思い出をつくれる学校になってほしい
・桜のように子どもたちの節目節目を彩り、見守っていきたい

という想いをこめて
鶴川さくら小学校という名前を応募させていただきます

86 鶴川さくら つるかわさくら 可愛い名前できれいで、みんなが知っている花だからです。
87 鶴川さくら つるかわさくら かわいい名前できれいでみんなが知っている花だからです。

88 鶴川桜 つるかわさくら
鶴川地区に誇りを待ってほしい。学校の近くの桜の木のようにすくすくと元気に育っ
てほしい。

89 鶴川サルビア つるかわさるびあ
町田市の花のサルビアの花言葉「知恵」や「尊敬」、「家族愛」、「良い家庭」のように
優しく真心のある学校になってほしいという思いから。

90 つる川三四 つるかわさんし つる川だい三小学校がなくなるのが、さびしいからです。
91 つる川三十四 つるかわさんじゅうよん 四しょうの人が三しょうにくるからです。
92 鶴川三四 つるかわさんよん つるかわ３とつるかわ４を合わせた。
93 鶴川さんよん つるかわさんよん かっこいいと思って
94 鶴川しあわせ つるかわしあわせ みんなが幸せになるためにつけました！
95 鶴川自然 つるかわしぜん 自然豊かな街なので。
96 鶴川自然 つるかわしぜん 自然豊かな街なので。

97 鶴川自然小学校 つるかわしぜん
自然がよくあるからあと、一年生とか新しい子達が入ったとき「ここって自然がいっぱ
いあるんだね」てきずいてのらえるようにするため。

98 鶴川真広 つるかわしんこう

学区が、鶴川２～６丁目、真光寺、広袴なので、鶴川２～６丁目の「鶴川」・真光寺の
「真」・広袴の「広」をとって、鶴川真広小学校とする。
真には、真理を追究する、真心を大切にする……、広には、広い知識を獲得する、広
い心を持つという願いを込めている。
　昭和55年に大蔵小、真光寺小が開校した時に、鶴川第五小学校、鶴川第三中学校
の方がよかったという声がありました。大蔵小は一部金井地区を含んでいました。真
光寺中は生徒の大部分は鶴川３～５丁目でした。大蔵や真光寺に住んでいない者に
は少なからず抵抗があったのです。そういう意味で、学区内のどこに住んでいる方に
も抵抗のない校名にするのがよいと考えます。
　また、地形的に言うと、鶴四小の場所は丘でも台でもありません、谷戸です。校名
に丘や台を使うことには反対です。
　校名に鶴川がついていると、町田市の鶴川駅付近にある学校だと分かります。（大
蔵小学校は世田谷区の小学校、図師小学校は神奈川県逗子市の小学校と勘違いさ
れます。）

99 鶴川しんこう つるかわしんこう 真光寺の名前の由来のように、光り輝けるようにという思い。
100 鶴川新光 つるかわしんこう 新しく出来る学校という意味と真光寺の一文字をとりました。

101 鶴川新第三 つるかわしんだいさん

鶴川第二小学校と鶴川第三小学校を
【鶴川新第二小学校】にして、
鶴川第三小学校と鶴川第四小学校を
【鶴川新第三小学校】にしたら、
分かりやすく、覚えやすいと思いました。

102 鶴川台 つるかわだい 鶴川という地名にちなんだものにしたくて

103 鶴川台 つるかわだい
昔この地域に鶴川台という地名があったことを以前聞いたことがあったので、この名
前を考えました。

104 鶴川台 つるかわだい 鶴川地区の他の小学校（鶴川一小、二小）に比べて高台に位置しているため

105 鶴川台 つるかわだい
3歳の未就学児の子供が、通う予定の小学校です。娘に聞いたらうーん。ここは、
台。と言ったので。比較的高台にある地域なので。

106 鶴川台 つるかわだい
107 鶴川台 つるかわだい 鶴川台だから
108 鶴川第3と4 つるかわだい３と４ 3小学校はなくなるけれど名前を残したいから
109 つる川大４３ つる川大４３ いまつる４とつる３をまぜてつる川だい４３しょう学校
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110 つる川だい五 つるかわだい５ １、２３４ときたら５だから
111 鶴川第５ つるかわだい５ わからない
112 つる川第７ つるかわだい７ ４+３は７になるから
113 つる川第七 つるかわだい７ ４と３をあわせて７だから。
114 つる川大七 つるかわだい7 ここはだい四小学校だからです。
115 つる川だい７ つるかわだい７ 四小と三小をつなげたら、七小になるからです。二小と三小だっら、五小になるから
116 鶴川第五 つるかわだいご おうちで一人でかんがえました。
117 鶴川第五 つるかわだいご 二小、三小、四小、で、五小がなかったから。

118 つる川だい三 つるかわだいさん
つる川だいさん小学校には三小とつるかわだいよん小学をかったいの名前にしてよ
んをぬくとつるかわだいさん小学校になるからいいなとおもいました

119 鶴川第三・第四 つるかわだいさん・だいよん
私は鶴川第四小学校の卒業生です、母校がなくなってしまうのは悲しいと思い2つの
小学校が1つになるので、純粋に2つの名前を残した学校名にしたいと思いました！

120 鶴川第三第四 つるかわだいさんだいよん 第三小学校と第四小学校が一緒になるから。
121 つる川だい三四たのしく つるかわだいさんたのしく たのしくべんきょうしてほしいからです。
122 鶴川第7未来学園 つるかわだいしちみらいがくえん 子供の将来育む学校がいいから
123 鶴川第ニ ツルカワダイショウガコ かんたんを読む
124 鶴川第新一 つるかわだいしんいち 鶴川の、新しい１つ目の、小学校だから。
125 鶴川第七 つるかわだいなな 鶴川三小+鶴川四小＝鶴川七小、ラッキー７、ラッキーな学校になるように。
126 鶴川第七 つるかわだいなな ４小と３小を合わせるので、４+３なので、鶴川第七小学校にしました。
127 鶴川第7 つるかわだいなな 第4と第3をあわせて第7
128 鶴川第七 つるかわだいなな 鶴川第三小学校と鶴川第四小学校の４と３を合わせて鶴川第七小学校
129 鶴川第七 つるかわだいなな 第四と第三を足すと、七になるから
130 つる川第西 つるかわだいなん つる川四小小学校は、三小から見て西にあるから。

131 鶴川第四 つるかわだいよん
鶴川第三小学校は廃校しても、名前を残してほしい。第四小学校、名前はそのまま
の方がわかりやすい。

132 つるかわだいよん つるかわだいよん つる川第四
133 つる川だい４３ つるかわだいよんじゅうさん いまがつる川だい４とつる川だい３だからすう字をまぜてつる川だい４３しょう学校
134 鶴川第四＆三 つるかわだいよんしょうあんどさん 四小と三小がくっつくから。
135 鶴川団地 つるかわだんち 鶴川団地は鶴川のシンボルのような感じがするから。
136 つる川中おう つるかわちゅうおう つるかわだい三小学校のとなりに中おう公園があるからです。
137 鶴川中おう つるかわちゅうおう 中おう公園がそばにあるから
138 鶴川中央 つるかわちゅうおう 中心に集まっているのと合併の意味
139 鶴川中央 つるかわちゅうおう 鶴川団地内の中心地にあることから
140 鶴川中央 つるかわちゅうおう 鶴川の真ん中にあり、鶴川の名称の物、消防署、団地があるため。
141 鶴川中央 つるかわちゅうおう 鶴川の真ん中に位置するため
142 鶴川中央 つるかわちゅうおう
143 鶴川中央 つるかわちゅうおう 近隣に中央公園、センター商店街等、中央をイメージする名称があるから
144 鶴川鶴 つるかわつる なんとなく
145 鶴川鶴 つるかわつる なんとなく

146 鶴川つるの台 つるかわつるのだい
鶴川第四小からあるこどもたちの遊び場・憩いの場で木に囲まれ学校の中では象徴
的なものです

147 つる川友だち つるかわともだち あたらしいがっこうにいったらともだちがいっぱいできるかもしれないから
148 鶴川なかよし つるかわなかよし みんなが仲良くできるといいと思った
149 つる川なかよし つるかわなかよし つる川なかよし小学校だとなかよしな小学校だとおもわれるからです。
150 つる川なかよし つるかわなかよし なかよしの学校がいいと思ったからです。
151 つる川なかよし つるかわなかよし なかよくしてほしいから。
152 つる川なかよし つるかわなかよし 学校のみんなが、けんかせず、なかよくできる学校になってほしいから。
153 鶴川なかよし つるかわなかよし いじめや差別、偏見のない学校。
154 鶴川なかよし つる川なかよし なかよしになるといっぱい友だちができるからです。
155 鶴川なかよし つるかわなかよし みんなが仲良くできる学校になってほしいから
156 つる川七 つるかわなな ４と３をあわせたら７になるからそうしました。
157 つるかわ並木 つるかわなみき きがたくさんあるから
158 鶴川にこにこ つるかわにこにこ つる川だい三しょうががったいするから
159 鶴川にこにこ つるかわにこにこ 明るい楽しい学校にしたいからです。
160 鶴川にこにこ つるかわにこにこ みんながにこにこしててほしいから。
161 鶴川西 つるかわにし 共通する鶴川の名前を残し、どの地域の学校か分かりやすくしたいと考えたため

162 鶴川西 つるかわにし
子供たちが卒業した小学校なので鶴川の文字を残して、かつ、馴染みやすい名前が
良いと思います。

163 鶴川西 つるかわにし 鶴川の西地区だかた。シンプル、覚えやすい。
164 鶴川西 つるかわにし 覚えやすく、方角もわかるようになるから
165 鶴川西 つるかわにし 地区の区分から

166 鶴川西 つるかわにし
鶴川という名を残したいので、そのまま西と東を学校名に付けるのがいいのではと思
いました。

167 鶴川西 つるかわにし 鶴川西地区の小学校なので、鶴川西小学校としました。
168 鶴川西 つるかわにし 場所がわかりやすいため。
169 鶴川西 つるかわにし 地名とわかりやすさ、略しやすさで考えました。
170 鶴川西 つるかわにし 地域名ずばり、略称つるにし
171 鶴川西 つるかわにし 鶴川西地区なので
172 鶴川西 つるかわにし 鶴川西地区なので
173 鶴川西 つるかわにし 鶴川の西学区
174 鶴川西 つるかわにし 分かりやすい
175 鶴川西 つるかわにし 分かりやすいため
176 鶴川西 つるかわにし 分かりやすいと思ったから
177 鶴川西 つるかわにし 範囲が広いので特定地域名は避けて、わかりやすい名前が良いと思いました
178 鶴川西 つるかわにし 覚えやすく、方角もわかるようになるから

179 鶴川西 つるかわにし
当たり障りのない、だからこそ卒業生が胸を張って言える名前。三小は２つに分かれ
てしまうので鶴川東地区とは対で考えるべき。

180 鶴川西 つるかわにし 簡単、覚えやすい
181 鶴川西 つるかわにし 対立する意見を調整するには、このくらいさっぱりと機械的にするのが良いと思いま
182 鶴川西 つるかわにし
183 鶴川西 つるかわにし 鶴川の西学区
184 つる川西 つるかわにし 三小と四小があるほうだから
185 鶴川西 つるかわにし ３小が西にあるから
186 鶴川西 つるかわにし 鶴川第四小学校は西側にあるから。
187 鶴川西 つるかわにし 鶴川西地区のみんなが一緒になるから。
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188 鶴川西ケ丘 つるかわにしがおか
鶴川の地名をを大切にして「自然」
これからも希望を持って学校作りの一歩に！
丘を付けてのは明るい明日に託したと思って付けました。

189 鶴川西学園 つるかわにしがくえん 鶴川に学園が、あったら良いと思ったかっら。

190 鶴川西風 つるかわにしかぜ
鶴川西地区の子どもたちが風のように何者にも縛られず自由な考えを持ち、1つの考
えや価値観にこだわらず素直で柔軟な心を持ち世の中を渡っていけますようにという
想いを込めて考えました。

191 つるかわにし つるかわにし にしちくだから

192 鶴川西地区協学 つるかわにしちくきょうがく

なぜこのような名前にしようと思ったかというと、まず鶴川西地区という地名をつける
ことを（参考）から引用してみました。次に「協学」というのは私のクラスでは皆で協力
している面をよく見ます。他のクラスもそうなのだと思います。そこで協力の「協」をい
れました。次は「学」ですが、協力するという思いを入れ協力して学習するという考え
に付け足しました。

193 鶴川中央 つるかわにしちゅうおう にしにあるからとちゅうおうにあるから。
194 つる川にっこり つるかわにっこり みんなわらっていたらたのしいから
195 つる川光 つるかわひかり みんながかがやく心になってほしいから
196 つる川大三 つるかわひかり たのしいとおもうから。
197 つる川ふじ見 つるかわふじみ ふじさんが見たいからです。
198 つる川ふじ見 つるかわふじみ ふじさんが見えそうだから。
199 つる川ふじみ つるかわふじみ ふじ山みたいに大きいからです。

200 鶴川ふるさと つるかわふるさと
鶴川第四小学校の校歌の「心のふるさと」のところが、好きなので『鶴川ふるさと小学
校』にしました。

201 つるかわまちだ ここが、町田だから。つるかわは、とりたくないから。
202 鶴川 つるかわまちだし 鶴川の町田市に新しくできた学校だから
203 鶴川みどり つるかわみどり 鶴川の自然を全面に出した。
204 鶴川緑 つるかわみどり 自然が豊かな場所なので、川と緑がはいっていて合っていると思った
205 鶴川緑 つるかわみどり 緑豊かな地域のため

206 鶴川緑 つるかわみどり
真光寺公園や付近の緑が多い事がわかりやすい。
緑一文字入る事により、東京都でありながら、まだまだ沢山の緑に囲まれている事が
分かる。

207 鶴川みどりの丘 つるかわみどりのおか 緑が多いため
208 つる川南 つるかわみなみ とうさいなんぼくて、南がすきだから。

209 鶴川みらい つるかわみらい
抽象的だが、鶴川の未来を担う子どもたちに、たくさんの事を考えて新しい鶴川を創
造してほしい。

210 鶴川山野木 つるかわやまのき 自然に囲まれているから
211 鶴川勇気 つるかわゆうき 学校が合体するのでその学校に通うこには勇気のある子になってほしいから
212 鶴川有名 つるかわゆうめい 有名になりたくて書いた。
213 鶴子 つるこ 鶴川に育ち、すくすく成長していく子供

214 鶴友 つるとも
新たな友達が出来る場所、鶴友(ツルトモ)として、統合を前向きに捉える名称にした
い。大人になっても、当時を振り返る時に、統合がきっかけで友達になった間柄で、
ツルトモだよね〜と思い出話に花が咲くと思います。

215 鶴仲 つるなか 鶴川みんな仲良しと思い。
216 鶴仲 つるなか 鶴川みんな仲良しと思い
217 鶴仲 つるなか 鶴川みんな仲良しと思い
218 鶴の子 つるのこ 鶴川の子供が行く学校だから
219 鶴の子 つるのこ 四小の近くにある公園とリンクできる為。鶴川の子を略してかわいい名称で分かり易
220 鶴の台 つるのだい 四小の鶴の台を使いたいなと思いました

221 鶴の台 つるのだい
木がたくさん生えている校庭の東側、一段高くなっているところを本校の児童は「鶴
の台」と呼んでいます。

222 鶴の台 つるのだい 四小にある鶴の台からとりました。
223 鶴の台 つるのだい 4小に元々鶴の台があったから。鶴という字が入ってるから鶴川の学校ってわかるか
224 つるのはら つるのだいがあるから
225 鶴の原 つるのはら やさしくてかるいかんじ

226 鶴真然 つるまぜん

鶴川の「鶴」と
真清水公園で鶴川第四小学校の子達が
楽しく遊んでいるから真清水公園の「真」
真光寺には自然が多いから自然の「然」で鶴真然小学校です。

227 鶴緑 つるみ 自然が多いため
228 鶴緑 つるみ 自然がたくさんあるから

229 鶴山西 つるやまにし
山々に囲まれている緑あふれる学校で、西地区に建てるという点から鶴は残してお
きたいからです。

230 中よくできる なかよくできる けんかをしたらけがをするからです。
231 なかよし なかよし りゆうはこの学校に行くといっぱい友達ができてなかよしになれるから。
232 仲良し なかよし みんながなかよしになってほしい。
233 なかよし なかよし この学校に行くといっぱいともだちができて、なかよしになれるから。
234 仲良し なかよし なかよしの小学校になってほしいから
235 並木 なみき 誰でも読む事が出来ると思ったから。
236 西ヶ丘 にしがおか 西地区。坂が多く小高い場所を表す、丘を使う。
237 西鶴川 にしつるかわ 単純でわかりやすくて良い
238 西鶴川 にしつるかわ 西の方の鶴川だから。
239 虹四 にじよん 二次四、二次は虹
240 はばたくつばめ はばたくつばめ うつくしい名前だから
241 晴み はれみ 元気でなかよしな学校にしたいから
242 光 ひかり みんながあかるいかんじがするから。
243 光 ひかり ひかり小学校だとみんながきれいなかんじがするから
244 光 ひかり すてきでかっこいい小学生だとおもうからです。
245 武相 ぶあい 全国的に有名な武相荘があるから
246 ふじみ ふじみ ふじさんがきれいだからです。
247 みどりしぜん みどりしぜん どちらも木がはえていてしぜんがかんじるから。
248 みどりしぜん みどりしぜん みどりがあってしずかだから。
249 鶴川みどりの みどりの 緑豊かない土地だから
250 鶴川みどりの丘 みどりのおか この近くは自然が多いから。あえて「みどり」は平仮名にしました

251 みどりの里 みどりのさと
ぼくはしゃしんをとるのがすきなのですが、かわせみやきばしりなど、いろいろなとり
がみどりのなかにいるのでしぜんゆたかながっこうがよいとおもったからです。

252 緑の園 みどりのその 自然が豊かで緑がいっぱいな鶴川のイメージを学校名にしました。
253 緑の園 みどりのその 自然豊かで緑がいっぱいの鶴川をイメージした学校名にしました。
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254 緑町 みどりまち つる川は、緑とかもいっぱいあるし木とかも多いから緑町小学校にしました。
255 未來 みらい 学校は子供や周辺の人々の希望であり
256 未来の里 みらいのさと 町田市の明るい未来。子供たちの緑の里。鶴川の自然豊かな里の未来。
257 もぐもぐ もぐもぐ もぐもぐきゅうしょくをたべたいからです。

258 鶴川稜光 りょうこう
稜は木の交わった美しい網目（芽）を表して、周辺の自然の中で豊かな生活が送れ
る学校になってほしいと思ったからです。近隣には光が付く名称が多く、清く暖かな
方へ導く光とも表したかったからです。

259 緑地 りょくち 鶴川は、緑がいっぱいだから
260 緑明 りょくめい ここら辺は自然が豊かですごい明るいところだと思ったからです。

261 令和桜 れいわさくら
学校から桜並木が見えるのがシンボルになると思いました。また、令和を入れること
によって、令和になってからの新たな学校だと分かりやすいと思いました。

262 わくわく 小学校ていつでもわくわくにこにこでいきたいからです。
263 わくわく たのしくわくわくいけるからです。
264 わくわく たのしくわくわくいけるから。
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