
                            平成 22(2010)年 7月 1日発行 第 7号 

                                               

＊＊＊＊＊ 丸山小学校と沼袋小学校は平成２３年４月に統合する予定です ＊＊＊＊＊ 

 

発行：丸山小学校・沼袋小学校統合委員会 

 

 このニュースは、「丸山小学校・沼袋小学校統合委員会」における協議の状況を、地域や保護者

の皆様にお知らせするために発行しています。 

 ５月２５日に開催した第７回統合委員会では、統合新校の「校章」と「校歌」について協議しま

した。今号では、その概要をお知らせします。 

 

 

 

 

 統合委員会では、３月１８日から４月３０日までの間、丸山小学校・沼袋小学校・沼袋地域セン

ター・野方地域センターの４か所に応募箱を設置して、統合新校の校章デザインと校歌の歌詞に入

れたい言葉等（単語・フレーズ）の募集を行いました。その結果、校章デザインについては３４件、

校歌の歌詞に入れたい言葉等については２９件・９０種類の応募がありました。 

 ご応募いただいた皆様、どうもありがとうございました。 

 なお、校章デザインと校歌の歌詞に入れたい言葉等に用いられている「緑野小学校」は、統合委

員会で取りまとめた校名候補であり、統合新校の校名は、平成２２年第２回区議会定例会で「中野

区立学校設置条例」の一部改正条例が提案され、区議会での議決を得て決定されます。 

 

【応募のあった校章デザイン】 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

※ 次ページへ続く 
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校章デザインと校歌の歌詞に入れたい言葉等の募集結果 
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【応募のあった校歌の歌詞に入れたい言葉等】 

・青空の下 ・あかるい（明るい） ・あかるいがっこう ・明るい児童 ・あかるいたいよう 

・明日 ・遊び学んで ・あふれる笑顔 ・いのち ・うれしい ・笑顔 ・大きな心 ・大空 

・思いやり ・かがやく（輝く） ・かがやく学校 ・かがやくしぜん ・輝く瞳 

・かがやくみらい（輝く未来） ・感謝の気持ち ・がんばろう ・木 ・キセキ ・きっと 

・希望 ・希望に満ちて ・希望の光 ・キレイ ・きれいな ・くさ ・元気 

・元気いっぱい ・げんきな ・元気な声が ・げん気にあそぶ ・こえ ・心 ・子どもたち 

・子供の声 ・しぜん（自然） ・親しき友と ・自分で ・しょう学校 ・すくすく育つ 

・せいと ・前進 ・そのなはみどりの小学校 ・大地にかがやけ ・たのしく 

・たのしくすごす ・たのしくべんきょうをする ・たんぽぽ ・強く ・友 ・共に生きる 

・共に育つ ・仲良く ・沼袋小学校 ・ね（木の根） ・はっぱ ・はつらつ ・はな 

・ひかりかがやく ・光る野原 ・ひらく ・広い校庭 ・へいわの森こうえんいきます 

・ぼくらは緑と生きている ・まどをひらいて ・守る ・丸山小学校 ・自ら ・みどり（緑） 

・みどりがひかりだす ・緑野子 ・みどりのしょう（緑野小） ・緑野小学校 

・みどりのしょうがくせい（緑野小学生） ・緑の大地 ・緑の野原 ・みどりのは 

・みどりのはっぱにかこまれて ・みどりはきれいないろの小学校 ・みらい（未来） 

・みんなで力をあわせる ・優しき友 ・やさしく ・ゆう気をだして ・わが子 ・わかば 

 

 統合委員会では、これらの募集結果をもとに、統合

新校の「校章」と「校歌」についての協議を進めまし

た。協議の中では、次のような意見が出されました。 

〈校章について〉 

・ 大きく分けて、現在の両校の校章を併せたようなデザインと、全く新しいイメージのデザイン

の２種類がある。これらのどちらを選ぶかという方向性は決めなくてよいか。 

・ 方向性は決めなくてよいと思う。各委員がふさわしいと思う作品を自由に選んでいき、意見を

まとめていけばよい。 

・ 校章としてはあまり見たことがないが、お皿の絵のようなデザインもある。このようなものも

おもしろいのではないか。 

・ 校章は、体育着や通学帽子などいろいろなものに使用される。校旗のような大きなものに使用

されることも考えて選んだほうがよい。 

・ 完成品に近いものが４点程度あり、どうしてもそちらに目

が行ってしまう。手書きのものでも専門家にデザイン化して

もらえばイメージが変わる場合もある。 

・ 完成品に近いものと手書きのものでは、比較するのが難し

い。完成品に近いものはそのまま候補に残すとして、手書き

のものの中からいくつかを専門家にデザイン化してもらい、

そのうえで検討してはどうか。 

■ 協議の結果、手書きのものの中から４点を選定し、専門家

にデザイン化してもらうこととしました。次回の統合委員会

では、このデザイン化した４点と完成品に近い４点とを比較

しながら、引き続き協議していきます。 

募集結果をもとに協議 
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〈校歌について〉 

・ 応募のあった言葉等は、統合新校の校歌の作詞者に参考として

渡すことになる。現在の両校の校名は、統合新校の校歌の歌詞

に入れないほうがよいので、ここから除いてはどうか。 

・ 両校の校歌を真似たようなフレーズもあるが、これらも望まし

くないので、除いたほうがよい。 

・ 保護者や教員など大人が使うような言葉は、校歌に適さないと

思う。 

・ 野方小学校と沼袋小学校の統合新校の校歌と混同しているよう

な言葉もある。 

■ 協議の結果、応募のあった言葉等のうち、両校の校名や両校の校歌を真似たようなフレーズ、

大人が使うような言葉などを除いたうえで、統合新校の校歌の作詞者に渡すこととしました。 

 

 人事異動やお子さんが学校を卒業したこと

などに伴い、次のとおり統合委員会委員に変

更等がありました。 

 《辞 職》   前丸山小学校長     中澤 保夫 委員 

         前丸山小学校副校長   伊野 啓子 委員 

 《委 嘱》   沼袋小学校ＰＴＡ    亀井 京子 委員 

         幼稚園園児保護者    隅田 亜弓 委員 

         丸山小学校長      村越 昌昭 委員 

         丸山小学校副校長    加賀田 真理 委員 

 辞職は平成２２年３月３１日付け、委嘱は平成２２年４月１日付けです。このほかの委員に変更

はありません。 

 平成２２年４月１日現在の委員名簿は、次のとおりです。 

区 分 氏 名 区 分 氏 名 

沼袋親和会 ○長谷川 嘉昭 

元沼袋小学校ＰＴＡ 

 柴田  恵 

江古田四丁目町会 ◎笹川 五郎  本間 みどり 

丸山町会  内山 佐和子  小林 尚美 

野方北町会  阿藤 敏子 幼稚園園児保護者  隅田 亜弓 

丸山小学校ＰＴＡ 
 鈴木 真司 丸山小学校長  村越 昌昭 

 古間  忍 丸山小学校副校長  加賀田 真理 

沼袋小学校ＰＴＡ  亀井 京子 沼袋小学校長  内野 秀夫 

丸山小学校体育館開放運営委員会  竹内  実 沼袋小学校副校長  千葉 千恵 

青少年育成野方地区委員会  石久保 敏子 副参事（学校再編担当）  吉村 恒治 

沼袋小学校学校評議員  亀井 利一 ◎…委員長 ○…副委員長 

 

 

 

 

※ 統合委員会の会議要旨は、区役所５階・教育委員会事務局学校再編担当もしくは教育委員会ホームページでご覧になれます。 

編集・発行：丸山小学校・沼袋小学校統合委員会 
事務局：中野区教育委員会事務局学校再編担当 
TEL：03-3228-5548 FAX：O3-3228-5679 

次回の統合委員会は、 
７月８日（木） 

に開催する予定です。 

統合委員会委員の変更等 


