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このニュースは、「大和小学校・若宮小学校統合委員会」における協議の状況を、保護者や地域の

皆さまにお知らせするために発行しています。５月２４日に開催した第１０回統合委員会では、統合

新校の校章、校歌等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。 

 

 

 
 

 

４月８日か

ら５月１３日

までの間、美鳩小学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）を募集しました。その結果、校章デザインに９５件、校歌の歌詞に入れたい言葉

等に１５６種類の応募がありました。   

統合委員会では、募集結果をもとに美鳩小学校の校章及び校歌について協議を行いました。 

 

 

 
  

協議の結果、手書きのもの５点（２番・21番・46番・80番・87番）について、

専門家にデジタル化を依頼することになりました。 

次回の統合委員会では、デジタル化した５点と完成品に近いもの（73番・74番・

75番・89番・94番・95番）をあわせて協議することになりました。 

＜統合委員会の主な意見＞ 

○ 校章を選ぶにあたっての基準について話し合ったほうが良いのではないか。 

○ 美鳩小学校という校名を選定した理由を踏まえて、校章を検討したほうが良いのではないか。 

○ 応募作品の中には、完成品に近いものがあると思う。それ以外のものから専門家にデジタル化

してもらうものを選び、完成品に近いものとあわせて検討してはどうか。 

 

大和小学校と若宮小学校を統合して美鳩小学校を設置する「中野区立学校設置条例の 

一部を改正する条例」が、区議会第２回定例会において原案どおり可決され、成立しました。  

このことにより、平成２９年４月１日に「美鳩小学校」を開校することが正式に決定しました。 

校章の検討 

校章デザイン・校歌の歌詞等が集まりました 

美鳩小学校の開校が正式に決定！ 
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＜校章デザインの募集結果：９５件＞ 
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ご応募いただいた皆様、 

どうもありがとうございました♪♪ 
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 協議の結果、応募のあった言葉等のうち、両校

の校名を除いたうえで、校歌の作詞者に渡すことになりました。 

校歌の制作を依頼する専門家については、これから交渉を進めていきます。 
 
 

＜校歌に入れたい言葉等の募集結果：１５６種類＞ 

 

 

学校の人事異動などに伴い、統合委員会委員の変更があ

りました。 

 ＜新委員＞  

・大和小学校 PTA    稲尾 公貴 委員 

  ・若宮小学校副校長    鈴木 優介 委員 

 
 
 

 

 

 

※ 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または教育委員会ホームページでご覧になれます。 

大和小学校・若宮小学校統合委員会ニュース 第１０号 
編集･発行：大和小学校・若宮小学校統合委員会 
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１９日（火） 
に開催する予定です。 

委員の変更がありました 

・あい ・あおいそら ・青い鳥 ・明るい明日 ・明るい未来 ・あかるく ・朝日  

・あたたかいほほえみ ・いじめのない ・一緒に ・いつもより元気がわいてくる ・一歩 ・一歩一歩  

・うつくしい（美しい） ・美しい鳩 ・美しく ・うつくしさ ・うれしい ・笑顔 ・笑顔で ・大空  

・大空翔ける ・大空へ ・思い出 ・思いやりを大切に ・かがやく（輝く） ・架け橋 ・学校  

・かみさまのひろば ・川の流れ ・がんばる ・期待 ・きぼう（希望） ・希望を持って前へ前へ  

・きゅうしょく ・協力 ・きれい ・クラス ・けんかをしてもうつくしい空をみれば ・元気  

・元気いっぱい ・元気いっぱいの ・元気に ・元気に外で ・心 ・心合わせて ・心やさしく  

・小鳩 ・桜並木 ・幸多かれ ・幸せ ・自分を信じれば ・白い雲 ・白い鳩 ・真実 ・真実一路  

・シンボル ・進んで学ぶ ・素直 ・世界 ・世界へはばたけ ・空 ・そらにはばたけ ・たいよう  

・たくましい ・たくましく ・襷 ・正しく ・立ち上がり ・たのしい（楽しい） ・たのしいな  

・たのしく（楽しく） ・楽しくかよう美鳩小学校 ・中学生 ・力あつめて ・つぎの学年にはばたこう  

・つばさ（翼） ・翼広げ ・つばさをひろげ ・貫け ・手をたずさえ ・手をとり合い  

・とびたつ（飛び立つ） ・とびたて未来へ ・飛べ ・友達 ・友達を大切に ・共に手をとり  

・友を大切に ・努力 ・どんなつらい目でも目の前を見れば ・なかよく（仲よく）  

・なかよし（仲良し） ・虹 ・担え世界を ・のびる ・はたらく頭 ・はと（鳩）  

・鳩のように美しく飛び立とう ・花のように元気に ・羽 ・はばたき ・はばたく（羽ばたく）  

・はばたけ（羽ばたけ） ・はばたけ美鳩 ・ひかり ・光かがやく美鳩 ・一つになる  

・人の情と木の情 ・日の丸 ・拓け希望 ・ひろき心 ・ひろば ・富士 ・富士の様に ・文化の小鳥 

・平成 ・平和 ・へいわのひろば ・平和の世のため ・母校 ・前へ ・真っすぐな心 ・まなぶ  

・学ぶ喜び ・魔法 ・三つの鳩でみ は と ・緑 ・みはと（美鳩） ・みはと小（美鳩小）  

・美鳩小学校 ・未来 ・みらいへ ・みんな ・みんな友達 ・みんなの心を一つに  

・武蔵野 ・胸をはって ・やさしい ・やさしいこころ ・やさしく ・やさしさ  

・大和 ・やまととわかみやなかよくしよう ・ゆうがな ・ゆうがに ・勇気  

・友情 ・豊 ・夢 ・夢を追いかけよう ・夢をのせて ・喜び ・りっぱな鳩  

・若宮 ・われらが母校 

校歌の検討 


