
平成２６（２０１４）年１０月２１日発行　特別号

　統合小学校の校名について，８月１１日から９月１８日まで募集を行ったところ，１５４件の応募をいただき，校名案
としては９８件となりました。たくさんのご応募ありがとうございました。
　今回，下記のとおり応募結果をとりまとめましたので，お知らせいたします。

 応募結果概要

 １ 目　　的：石崎小・広浦小・長岡第二小の統合校の校名募集
 ２ 応募資格：茨城町在住の方，石崎小・広浦小・長岡第二小の卒業生（町外在住の方も応募可）
              石崎小・広浦小・長岡第二小及び関係幼稚園・保育園の教職員
 ３ 募集期間：平成２６年８月１１日（月）～９月１８日（木）（３９日間）
 ４ 応募総数：１５４件
 ５ 校名の数：　９８件（下記の表のとおり，５０音順）
番号 名称 ふりがな 番号 名称 ふりがな 番号 名称 ふりがな

1 葵 あおい 34 三光 さんこう 67 涸沼明光 ひぬまめいこう
2 青風 あおかぜ 35 三輝 さんこう 68 響野 ひびきの
3 青空 あおぞら 36 三台 さんだい 69 ひまわり ひまわり
4 青葉 あおば 37 三晴 さんば 70 広石長岡 ひろいしながおか

5 青葉城西 あおばじょうさい 38 三和 さんわ 71 広岡 ひろおか
6 青葉第二 あおばだいに 39 伸光 しんこう 72 広崎長二 ひろさきながに
7 あけぼの あけぼの 40 新星 しんせい 73 双葉 ふたば
8 あすなろ あすなろ 41 新緑 しんりょく 74 ふらわー ふらわー
9 石浦岡 いしうらおか 42 清風 せいふう 75 ふれあい ふれあい
10 茨 いばら 43 清明 せいめい 76 松岡 まつおか
11 茨城 いばらき 44 石広長 せきひろちょう 77 みつば みつば
12 茨城第二 いばらきだいに 45 太陽 たいよう 78 水都里 みとり
13 茨城東 いばらきひがし 46 中央 ちゅうおう 79 緑 みどり
14 茨城南 いばらきみなみ 47 青葉 ときわ 80 みどり みどり
15 桜未 おうみ 48 豊咲 とよさき 81 実羽 みはね
16 大空 おおぞら 49 苗木 なえぎ 82 明光 めいこう
17 岡崎 おかざき 50 仲笑 なかえ 83 明光第一 めいこうだいいち

18 開桜 かいおう 51 長岡ひぬま ながおかひぬま 84 明星 めいせい
19 風 かぜ 52 沼郷 ぬまさと又はぬまごう 85 明和 めいわ
20 風の翼 かぜのつばさ 53 梅香 ばいこう 86 森の丘 もりのおか
21 希星 きほ 54 ハッピー はっぴー 87 友愛 ゆうあい
22 きぼう きぼう 55 花崎 はなさき 88 良い子 よいこ
23 希望ヶ丘 きぼうがおか 56 花咲 はなさき 89 四ツ葉 よつば
24 きらり きらり 57 ばらき ばらき 90 よつば よつば
25 希光 きらり 58 東日本 ひがしにほん 91 蓬 よもぎ
26 樟 くすのき 59 ひかり ひかり 92 来夢 らいむ
27 光夢 こうむ 60 涸沼 ひぬま 93 良三 りょうさん
28 木葉 このは 61 ひぬま ひぬま 94 緑土 りょくど
29 駒場 こまば 62 ひぬまヶ丘 ひぬまがおか 95 若竹 わかたけ
30 桜 さくら 63 涸沼台 ひぬまだい 96 若葉 わかば
31 さくら さくら 64 ひぬま長岡 ひぬまながおか 97 わかば わかば
32 サクラ さくら 65 ひぬまの岡 ひぬまのおか 98 若林 わかばやし
33 桜木 さくらぎ 66 ひぬま未来 ひぬまみらい

　今後，ご応募いただいた校名案の中から，統合準備委員会で協議・選定し，教育委員会の議決を経たのち，
町議会で条例改正の議決を経て，正式に校名は決定します。
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