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第 １ １ 回 

開 催 日 時 平成 31 年４月１０日(水) 午後 6時 30 分～７時１５分 

開 催 場 所 新井小学校 図書室 

出席者 

委 員 

関田光延、樋口勇、梅原裕之、磯貝依史真、須田麗和、齋藤

竜、小野寺麗、井上政行、久保功、小野武、濱本敏典、大杉

俊男、須藤江理、小池隆一、杉渕尚、塩田英俊、渡辺毅、伊

藤廣昭、塚本剛史 

（敬称略、名簿順） 

事務局 学校再編・地域連携係、子ども教育施設係 

会 議 次 第 

【開会】 

１ 委員の変更について 

【議事】 

１ 校名の検討について 

２ 校章、校歌の募集について 

 

 

第１１回 上高田小学校・新井小学校統合委員会  会 議 要 旨  

１ 開 会 

 

委員長 

 定刻となったため、これより第1１回学校統合委員会を開会する。傍聴希望者がいるため許可

を諮りたい。傍聴について、これを許可して宜しいか。 

―異議なし― 

 

委員長 

 では傍聴者は、注意事項を遵守し議事の進行を妨げないようにお願いしたい。 

 また、本日は新年度になって第１回目の統合委員会である。人事異動に伴い、委員の変更があ

ったので報告する。 

 

（新委員） 

教育委員会事務局（学校再編・地域連携担当課長） 伊藤廣昭委員 

教育委員会事務局（子ども教育施設課長） 塚本剛史委員 

 

・新委員の自己紹介 

 

２ 議 事 

 

上高田小学校・新井小学校統合委員会 要 点 記 録 
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議事（１）校名の検討について 

 

委員長 

 「校名の検討について」、事務局の説明を求める。 

事務局 

 ■資料「校名の検討について」、学校再編・地域連携担当課長より説明 

（50音順） 

  学校名 よみがな 
これまでの協議で出た主な

意見 
応募者による主な説明 

１ 令和 れいわ  

学校が統合されて新しく出

発するということから、新元

号が良いのではないか。/創

設された時代を校名に冠し

て大事にする学校は昔から

多いので、新元号が良い。 

新時代と統合新校とを合致させ

る。 

２ 桜美 おうび 

気品高く聞こえるし、桜が美

しいという意味合いが子ど

もにも分かりやすい。また、

子どもは濁音に親しみを覚

えると聞いたことがある。/

この地域は桜のイメージが

強い。 

統合新校が、桜並木が美しい中

野通りに面している。 

３ 桜 さくら 

自然に関する抽象的な言葉

なので、将来的に良いのでは

ないか。/中野通りを良く表

している。 

統合新校ができる中野通りに

は、日本を代表する桜がきれい

に咲いている。 

４ 明虹 めいこう 

意味が分かりやすく響きが

個性的で惹かれる。/上高田

と新井に架かる明るい虹と

いう意味が、地域の思いを大

切にしており良い。 

いろいろな個性を持った児童が

成長して社会へ出て、きらきら

と輝いてほしい。 

 

委員長 

 校名については本日の統合委員会で決定する。これまでも校名に関して様々な意見を伺ってき

たが、新元号を見た上で改めて意見を伺いたい。良いと思う校名とその理由を一人一つずつ述べ

てほしい。 

委員 

 令和。前々から新元号がいいとの話をしていた。校名としてあまり違和感ないと思う。 

委員 

 令和。これまで「明虹」を推していたが、新元号の「令和」の意味合い的にも統合新校にふさ

わしい。 

委員 

 令和。自分も当初は「桜」を提案していたが、今お二人が話したとおり、良いのではないか。 

委員 

 令和。新元号の意味合い的にも両校が統合するのにふさわしい。 
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委員 

令和。新しい元号が発表されてから、他の候補も含めて真っさらな気持ちで考えたが、音の響

きでいっても、耳ざわりがいいと感じた。 

委員 

 令和。ただ、小学校で漢字を習う際、「令」という字が「命令」等、指示を受ける形の言葉と

して教わる点が気になる。その点について皆さんのご意見をお聞きしたい。 

委員長 

 では、先にそれぞれが良いと思う校名の検討を終えてから、今出たご意見を皆さんに諮りたい。

引き続き、校名検討を行う。 

委員 

 令和。「万葉集」から引用され、新しい時代をという意味合いがあるため、統合校にふさわし

い名前ではないかと思う。 

委員 

 令和。学校の名前なので、ぜひ地域の方がこれがいいという名前になればと思う。 

委員 

 統合委員会ニュースを読んだが、長い時間をかけて、この話が積み重なってきているものだと

感じている。自分はまだ着任して10日なので、発言することを控えたいと思う。 

委員 

 令和。ここに挙がってないものも含めて、とてもすばらしい名前だったと思うが、自分は最初

から一貫して元号がいいと言っていた。内容については割愛する。 

委員 

 令和。おそらく、日本中の、世界中の人に覚えてもらえる名前になるのではないかと思ってい

る。 

委員 

 令和。学校が新しくスタートする、年号も新しくなるとてもいい機会だと思う。 

副委員長 

 令和。4月1日の元号発表を聞いていても、いい元号だなというのが印象に残っている。新しい

学校がこの元号にふさわしい、いい学校になってほしいなというのも含めて令和がいい。 

委員 

 令和。 

委員長 

 自分も、令和がいいと考えている。新しい元号のつけ方も踏まえて、非常にいいところからつ

けていただいたので、それを新しい学校に頂戴できれば、本当にありがたいなと思う。 

今発言していただいた14名全員が、「令和」を挙げたので、全会一致で「令和」ということで

決定したいと思う。 

なお、ここでは全会一致としたが、欠席者の意見について事務局の方から説明をお願いしたい。 

事務局 

 欠席者からは、電話で意見を頂戴した。校名は「桜美」を希望されている。その理由としては、

区歌の中にも桜が入っているように、桜は中野を象徴するものであるため、地域の特性を酌んだ

校名にしたいと聞いている。 

委員長 

 欠席者からいただいた意見を１票ということで入れるが、ご了承を願いたい。ただし、圧倒的

に新元号がよいということなので、新元号でまとめていきたいと思うが、よろしいか。 

委員 

 先ほど、委員の意見の中で年号についての発言があったので、それを聞いてからのほうがよろ

しいのではないか。 

委員長 
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 「令」の字の扱い方について話があったが、これについては両校長先生に、こういう考え方で

伝えていくよというお話がいただけたらありがたいと思うが、いかがか。 

委員 

 前任校の経験でという話になるが、統合後の学校が「なぜその校名になったのか」というのは、

子どもたちからすごくよくあがる質問だった。その際、自分は統合委員会ニュースを読んで子ど

もたちに答えていた。 

 漢字の意味そのものというよりも、こういう理由で校名になったのだというのをしっかり作っ

ておくことが必要だと思う。それをいろいろなところに記録で残しておくことにより、子どもた

ちにきちんと伝えていけるかなと思う。 

委員 

 もちろん「万葉集」ということで、それを知っている中で言うととてもすばらしい言葉ではあ

る。ただそれに対して子どもたちが習う順番でいくと、本来の「令和」という意味合いとして受

け取りにくいというのを感じる。先ほど委員が言われたように、校名に込められた意味合いをき

ちんと周知できるのであれば、私は構わない。 

 委員長 

 委員が遅れて来られたが、こういう節目の会議なので、もし良ければ、ご意見を発表してもら

えるか。 

 配布した資料の中で、これはいいよという校名候補と、その理由を言っていただいているため、

意見をお願いしたい。 

委員 

 桜がいい。最初から「桜」がいいのではないかとずっと考えていた。見てのとおり桜並木であ

るため、それを象徴するとなったら、桜が単純明快でいいと思う。 

 ほかの「桜美」にしても「明虹」にしてもすごく響きもすてきだと思うが、例えば、他の自治

体では何をあらわしたいのかわからない小学校が結構ある。それは、実際こうやって聞いてみる

と疑問に思うため、単純な校名が一番すっと入ってくるのではないか。 

委員長 

 今ここにいる皆さんは元号でよろしいという意見でまとまっている。 

委員 

 元号だけなのか。例えば元号プラス桜とかそういうのではないのか。元号プラス「桜」とか何

かつくのかなと思っていた。純粋に、「中野令和小学校」になるのか。 

委員長 

 純粋に「令和小学校」ということである。 

委員 

 自分は「令和」が発表されたときに違和感があった。慣れというのもあるが、冷たいイメージ

があり、嫌だなと思った。まだ今は愛着がわいていないため、新元号がいいとはならなかったが、

最終的になじむものだと思っている。 

委員長 

 皆さんの前で意見を発表していただいて、全体として「令和」ということでいきたいと思う。 

 では、この校名を、本委員会の意見とし、後日、教育委員会へ報告する。今後この校名につい

てのスケジュール等を事務局に説明を求める。 

事務局 

 本日の統合委員会で決まった校名について、由来の説明案をまず事務局で作成する。その上で、

両校長先生と委員長、副委員長で調整をさせていただきたい。調整の結果については、委員の皆

さんにも郵送で報告したいと思っている。 

 また、スケジュールの関係もあるため、今月中には、統合委員会を代表して委員長と副委員長

から、本日取りまとめた校名候補について、教育委員会へ報告を行っていただきたい。その報告

後、教育委員会で協議、議決経て、７月の区議会第二定例会において条例改正議案として上程す
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る。その議決後に正式に決定となるため、それまではニュース等でも校名の頭の部分には（仮称）

の標記をさせていただく。 

 また、次号の統合委員会ニュースでも、校名候補が決定したことについては公表する予定であ

る。 

委員長 

 今の事務局の説明で、意見や質問がある方はいるか。 

委員 

 確認だが、この委員会の後、今回仮称で決まった校名を他の人に話していいのか。 

事務局 

 それについては、今日から話していただいて結構だが、あくまでも校名候補として決まったと

いうことで受けとめさせていただきたい。 

委員 

 正式決定を前に、統合新校の校名が「令和」という前提で校章等の募集をかけるということか。 

事務局 

 スケジュールの都合上、今後、（仮称）をつけたまま積極的に地域に発信していきたいと思っ

ている。 

委員長 

 先ほど、統合新校の校名を周囲の人に話していいかという質問があった。その点については、

話しても構わないとした。その際、まだ正式決定ではなく、あくまで仮称である旨をご説明いた

だきたい。 

副委員長 

 関連して一つ質問する。この新校設置の条例案が提出され、議決されるのは、おおむねいつご

ろになるのか。 

事務局 

 本決まりになるのは区議会の最終日だが、現時点では日程は確定しておらず、二つの案がある。

区議会選挙後の新しい議会において日程を決める。常任委員会で審議し、最終日の本会議で決定

する。 

副委員長 

 議会が反対するということは絶対ないのか。 

 心配なのは、地域でどういった周知をするのかということである。区民活動運営委員会等の会

合が、６月までに何回もある。また、その期間に広報紙等も発行される場合があるため、統合委

員会ニュースより先に地域の広報紙が出てしまう可能性も考えられる。その際、この（仮称）を

必ずつけなくてはならないということは、周知しておかなくてはならないと思う。 

事務局 

 これまでの例で統合委員会の中で決定したものを、教育委員会や議会で否決をされた、あるい

は修正されたことは、過去にはなかった。（仮称）について、本委員会での決定事項と広く周知

していくためにも、統合委員会ニュースをできるだけ早く出すことで対応したい。 

副委員長 

 統合委員会ニュースの臨時号を出すことは考えているか。 

事務局 

 そこも含めて考えている。 

副委員長 

 （仮称）だが、校名だけ先に知らせることはできないのか。 

事務局 

 今回の内容については可能である。 

 次の資料の関係になるが、校章、校歌の募集の件とともに統合委員会ニュースの発行を考えて

いる。 
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議事（２）校歌、校章について 

 

委員長 

 今、副委員長からあった質問も含めて、校章、校歌の募集について皆さんに諮りたい。では、

校章、校歌の募集について事務局の説明を求める。 

事務局 

■資料 応募用紙、ポスター 
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 カラー刷り２枚の資料が募集の用紙である。表裏で印刷されているほうが募集用紙になってお

り、片面印刷のほうがポスターの案である。前回の統合委員会で示したポスターとチラシという

ことで、内容に大きな変化はない。ここに本日決まった「令和」という校名と、校名にかける思

いを記載させていただく。 

応募用紙を配布する場所としては、上高田小学校、新井小学校、第五中学校、上高田と新井の

各区民活動センターの計５カ所に応募用紙と応募箱を設置したいと考えている。この５カ所の他、

通学区域内の掲示板と町会の掲示板にも掲示させていただきたいと考えている。ポスターの詳細

については、事務局と委員長、副委員長で調整させていただく。 

 なお、応募開始は、次回の統合委員会ニュースの臨時号を出すタイミングでもある、４月23日

からである。募集期間は、４月23日から５月17日までを予定している。 

委員長 

 地域の方や学校関係の方等からの意見の募集後、議会の議決というのが入ってくるため、校名、

校歌、校章の扱い方等について、いろいろと危惧するところがあるのではないかと思う。その辺

についての説明を事務局に求める。 

 実際に校歌、校章の募集をかけて、議決まで一月ぐらいかかるということか。 

事務局 

 一月以上かかると思う。 

委員長 

 その間に次々と進めていかなくては間に合わないだろう。 

事務局 

 そのとおりである。 

委員長 

 教育委員会としても、できるだけ統合委員会の意見が議会に通るよう、議会への働きかけを努

力願いたい。そのことについて、いかがか。 

事務局 

 先ほども申し上げたが、委員会での決定が絶対とは言えないが、議会等に説明する際、十分理
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解が得られるようにしていきたい。 

委員長 

 他に質問・意見はあるか。 

委員 

 学区域、沼袋地区も学区域に入っているため、沼袋区民活動センターや最寄りの町会、その周

辺にも配布をお願いしたい。 

事務局 

 そのようにする。 

委員長 

 他にあるか。 

 では、校歌、校章の募集についてというポスターだが、町会関係の皆さん方には、特に協力を

お願いしたい。 

 また、校歌の制作を依頼する専門家について、事務局に説明を求める。 

 

議事（３）その他 

 

事務局 

 以前の統合委員会において、校歌の制作をお願いしたい作詞家、あるいは作曲家の方がいる場

合は、事務局のほうまで連絡いただきたいとお願いしていた。その結果、具体的な個人名までは

いただいていないものの、作詩、作曲者の紹介が可能であるというお話を、委員さんの中からい

ただいいる。改めて他にもどなたか紹介していただける方がいれば、事務局までご一報いただき

たい。 

 今回の紹介が可能かどうかも含め、次回までにこういった方がいるということを、経歴等も確

認しながら、皆様に報告していきたいと考えている。 

委員長 

 以上で本日の議事は全て終了である。次回の開催について、事務局の報告を求める。 

事務局 

 次回は６月３日（月）１８時半から、上高田小学校のランチルームをお借りしたい。 

委員長 

 時期が近づいたら、開催通知を事務局から送付する。本日の統合委員会はこれをもって終了す

る。 


