
平成２４（２０１２）年９月２７日発行　特別号Ⅱ

　統合中学校の校名について，７月２０日から９月７日まで募集を行ったところ，４３０件の応募をいただき，校名

案としては２３８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：桜丘中と梅香中の統合校の校名募集

 ２ 応募資格：関係小中学校（川根・上野合・沼前・駒場・桜丘・梅香）の児童，生徒，保護者及び教職員，

　  　　　　　桜丘中・梅香中の卒業生，桜丘中・梅香中学区内在住の方

 ３ 募集期間：平成２４年７月２０日（金）～９月７日（金）（５０日間）

 ４ 応募総数：４３０件（うち児童生徒・教職員３４０件，保護者・学区住民４５件，卒業生３３件，無効１２件）

 ５ 校名の数：２３８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 合丘 あいがおか 36 栄光 えいこう 71 協栄 きょうえい

2 愛友 あいゆう 37 栄進 えいしん 72 香花 きょうか

3 青青 あおあお 38 咲花 えばな 73 敬愛 けいあい

4 青空 あおぞら 39 おうか おうか 74 継桜 けいおう

5 あおば あおば 40 桜花 おうか 75 慶陽 けいよう

6 青葉 あおば 41 桜華 おうか 76 結双 けっそう

7 赤銅 あかどう 42 桜香 おうか 77 高桜 こうおう

8 あさひがおか あさひがおか 43 桜香 おうこう 78 香桜 こうおう

9 あすなろ あすなろ 44 桜才 おうさい 79 輝桜 こうおう

10 明未丘 あすみおか 45 桜南 おうなん 80 香丘 こうおか

11 新 あらた 46 桜梅 おうばい 81 光花 こうか

12 泉ヶ森 いずみがもり 47 大空 おおぞら 82 香坂 こうさか

13 茨 いばら 48 丘梅 おかうめ 83 光生 こうしょう

14 茨城 いばらき 49 丘の上 おかのうえ 84 康成 こうせい

15 茨城桜 いばらきさくら 50 奥谷 おくのや 85 光成 こうせい

16 いばらき青春 いばらきせいしゅん 51 海心 かいしん 86 向陽 こうよう

17 茨城第一 いばらきだいいち 52 楓 かえで 87 光来 こうらい

18 茨城中央 いばらきちゅうおう 53 香ヶ丘 かおりがおか 88 光和 こうわ

19 茨城統合 いばらきとうごう 54 花香丘 かおりがおか 89 湖西桜ヶ岡 こせいさくらがおか

20 いばらき西 いばらきにし 55 香丘 かおるおか 90 こまば（駒場） こまば

21 茨城西 いばらきにし 56 かぐは かぐは 91 彩花 さいか

22 茨城梅桜 いばらきばいざくら 57 かくら（さくら？） かくら 92 さくら（桜） さくら

23 茨城町 いばらきまち 58 香桜 かざくら 93 桜梅 さくらうめ

24 茨城南 いばらきみなみ 59 風ノ丘 かぜのおか 94 桜香 さくらかおる

25 上咲 うえさき 60 合併 がっぺい 95 桜川 さくらがわ

26 鶯台 うぐいすだい 61 雷 かみなり 96 桜木 さくらぎ

27 梅丘 うめがおか 62 上野合 かみのあい 97 さくらこ（桜子？） さくらこ

28 梅が丘 うめがおか 63 かめ かめ 98 桜香 さくらこう

29 梅ヶ丘 うめがおか 64 川根 かわね 99 さくら台 さくらだい

30 梅川 うめかわ 65 輝果 きか 100 桜台 さくらだい

31 梅桜 うめざくら 66 絆 きずな 101 桜並木 さくらなみき

32 梅桜丘 うめさくらおか 67 希望 きぼう 102 桜野丘 さくらのおか

33 梅桜丘 うめざくらおか 68 希望丘 きぼうがおか 103 桜梅 さくらばい

34 梅と桜 うめとさくら 69 希望ヶ丘 きぼうがおか 104 桜花 さくらばな

35 梅と桜の丘 うめとさくらのおか 70 共栄 きょうえい 105 桜涸沼 さくらひぬま
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番号 名称 ふりがな 番号 名称 ふりがな 番号 名称 ふりがな

106 桜命 さくらめい 151 虹ヶ丘 にじがおか 196 緑丘 みどりおか

107 咲乱 さくらん 152 熱気 ねっき 197 みどり台 みどりだい

108 山王 さんのう 153 梅桜 ばいおう 198 みなみ みなみ

109 春花 しゅんか 154 梅桜丘 ばいおうおか 199 南 みなみ

110 純瓏 じゅんろう 155 梅桜香 ばいおうか 200 南が丘 みなみがおか

111 翔栄 しょうえい 156 梅桜香 ばいおうこう 201 南郷 みなみごう

112 城輝 じょうき 157 梅桜統合 ばいおうとうごう 202 南台 みなみだい

113 城翔 じょうしょう 158 白麗 はくれい 203 南丘 みなみのおか

114 沼南 しょうなん 159 はっぴい はっぴい 204 宮の森 みやのもり

115 翔陽 しょうよう 160 ハッピー はっぴい 205 みらい みらい

116 新栄 しんえい 161 花咲 はなさき 206 未来 みらい

117 心栄 しんえい 162 華咲 はなさき 207 夢走 むそう

118 新桜 しんおう 163 花咲 はなざき 208 明生 めいせい

119 新星 しんせい 164 花咲 はなさく 209 明星 めいせい

120 新成 しんせい 165 華の香 はなのか 210 明紋 めいもん

121 新涸沼 しんひぬま 166 花の里 はなのさと 211 桃城 ももしろ

122 新風 しんぷう 167 花の街 はなのまち 212 森の宮 もりのみや

123 翠成 すいせい 168 はやぶさ はやぶさ 213 やまおか（山岡，山丘） やまおか

124 すみれ すみれ 169 春香 はるか 214 友愛 ゆうあい

125 誠光 せいこう 170 春風 はるかぜ 215 優子 ゆうこ

126 星光 せいこう 171 春空 はるぞら 216 優心 ゆうこ

127 星祥 せいしょう 172 柊 ひいらぎ 217 友翔 ゆうしょう

128 正神 せいしん 173 東茨城 ひがしいばらき 218 勇来 ゆうらい

129 正道 せいどう 174 光が丘 ひかりがおか 219 友和 ゆうわ

130 星道 せいどう 175 光ヶ丘 ひかりがおか 220 希望 ゆめ

131 成美 せいび 176 飛翔 ひしょう 221 梅ヶ丘 ゆめがおか

132 星夢 せいむ 177 常陸ノ國 ひたちのくに 222 夢丘 ゆめがおか

133 清美 せいめい 178 ひぬま ひぬま 223 夢ヶ丘 ゆめがおか

134 星明 せいめい 179 涸沼 ひぬま 224 夢桜 ゆめざくら

135 千貫桜 せんがんざくら 180 涸沼川 ひぬまがわ

136 善楽学桜香 ぜんらくがくおうか 181 涸沼清花 ひぬませいか

137 総合明楽 そうごうめいがく 182 ひぬま清流 ひぬませいりゅう 226 夢美 ゆめび

138 爽風 そうふう 183 涸沼台 ひぬまだい 227 夢見ヶ丘 ゆめみがおか

139 第一 だいいち 184 涸沼西茨城 ひぬまにしいばらき 228 陽光 ようこう

140 大志 たいし 185 ひぬま梅桜 ひぬまばいおう 229 四つ葉 よつば

141 大夢 たいむ 186 涸沼原 ひぬまはら 230 陽明 ようめい

142 高丘 たかおか 187 一二三 ひふみ 231 来夢 らいむ

143 米 たから 188 ひまわり ひまわり 232 来夢ヶ丘 らいむがおか

144 知送 ちそう 189 萌栄 ほうえい 233 楽安 らくあん

145 中央 ちゅうおう 190 鳳凰学院 ほうおうがくいん 234 龍桜学園 りゅうおうがくえん

146 翼 つばさ 191 舞華 まいか 235 龍桜 りゅうざくら

147 東和 とうわ 192 満開 まんかい 236 黎明 れいめい

148 常盤台 ときわだい 193 美坂 みさか 237 レインボー れいんぼー

149 なかおか（中丘？） なかおか 194 美里 みさと 238 和合 わごう

150 南陽 なんよう 195 緑 みどり

※無効（１２件）の理由～応募資格外（地区外在住者），「桜丘」「梅香」の名称をそのまま使用など。

　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。

　第４回統合準備委員会は，１０月４日（木）に
　開催する予定です。その内容については，
　後日，ニュース等を通じてお知らせします。
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