（仮称）交野みらい学園の校歌に入れたい言葉・フレーズ 公募結果一覧
言葉・フレーズ

理由・思い

1

Do your best

2

あかるいみらい

みんなえがおになってほしい。

3

明るい未来へ

学園を卒業した人が明るい未来へとびだせるように。

4

明日を拓け みらい学園

明日への希望。

5

天の川

交野市は自然にかこまれ、教育環境に適しているので、校歌のフ
レーズに入れたいと思いました。

6

天野川

交野を象徴する河川であるため。

7

天野川の

交野のプロフィールとして紹介されているため。

8

動かぬ岩

交野の象徴である交野山を表したいから。

9

動かぬ巌

交野小学校校歌１番の歌詞内の一つで幼少のころから交野山の
岩を見ているから。

10 永遠（とあ）に煌け

これからの未来が輝かしく、ずっと煌くように。

11 えがお

みんながえがおでとうこうしてほしいから。

12 お城（私部城）

交野小、長宝寺小学校区にまたがり城が広がっているから。

13 おもいで

みんなでおもいでをつくろう。

14 思いやり

他者との関わりあいの中で人は育つと思います。

15 思いやりをもって

他者との関わりあいの中で人は育つと思います。

16 輝き

未来が輝いたものになってほしいから。

17 輝く未来

子どもたちの未来が輝かしいものになるように。

18 風そよぐ

さわやかさと健やかさ
第一中学校の校歌にあるため。

19 交野

交野に住んでいるから。
駅が近いから。

20 交野の高嶺

自然豊かな 交野で一番に思い浮かぶのが交野山だから。

21 交野の嶺に抱かれて

交野小、長宝寺小、第一中の３校とも、校歌に交野の山、交野山、
交野の高嶺と交野山のことがうたわれているから。

22 交野の山
23 交野みらい学園

今の校歌に入っていたから。
自然豊かな 交野で一番に思い浮かぶのが交野山だから。
その校歌なのだから。そもそも入っていないのは違和感があると
思ったから。
みんな一度は登ったことがあるから。

24 交野山

交野市は自然にかこまれ、教育環境に適しているので、校歌のフ
レーズに入れたいと思いました。
大きい岩が目立って、よく人が見るから。
自然豊かな 交野で一番に思い浮かぶのが交野山だから。
交野が全国に誇る名山であり、地元の誇りだから。

25 交野山の

交野のプロフィールとして紹介されているため。

26 かだん

かだんの花がきれいだから。

27 学校の先生とまなぶ

学校だから。

28 かろやか

いきいきとしたイメージの言葉だと思うから。

29 かわち

地域の名
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30 川のせせらぎ

交野の自然豊かな情景と心穏やかになるようにリンクさせるワード
だと思うから。

31 がんばる

げんきにがんばるゆうきをだしてだったらリズムがあっているから。

32 木

木みたいにせがたかくなるかもしれないから。

33 私部城
34 絆
35 きぼう
36 希望

すてきなことばだから。
自分のなりたいことがなると思うから。
夢や希望を育む教育が大切だと思うからです。
希望という言葉が入っていたらいいと思うから。勇気が出るから。

37 協力

人の力になって、人も頼ってほしいから。

38 きよらか

育てたい心。

39 きらきら

かたのは川がきれいだから。

40 きらめく

未来の光を透き通らせる感じなので。

41 きらめけ

未来の光を透き通らせる感じなので。

42 げんき

歌ったら元気になるから。

43 元気

みんな元気で学校に行きたいから。

44 げんきに

かたのしょうがっこうのみんながげんきになってほしいから。

45 源氏のたき

思い出の場所だから。

46 源氏の滝

交野市は自然にかこまれ、教育環境に適しているので、校歌のフ
レーズに入れたいと思いました。

47 向学の志を育む大地

郡衙の役人が学んだ長宝寺の歴史を受け継ぐ学校だから。

48 心豊かに

ごちゃごちゃしていない環境の中だから。

49 個性

個性を伸ばして自分らしく生きてほしい。

50 個性豊かに

個性を伸ばして自分らしく生きてほしい。

51 子どもたち

１年から６年

52 桜
53 さくら
54 しあわせ

交野を連想させる、学園を連想させるワードにしたいため。
交野の自然を盛りこめたい。
さくらがきれいだから。
さくらのえがあるから。
すてきなことばだから。

55 時代
56 しなやか

育てたい心。

57 じゆう

のびのびとこせいをにのばす。

58 情（こころ）

市のビジョンにもつながるため。

59 自律

自分で分別をわきまえて行動してほしいから。

60 自立

自らの力で生きぬく力をつけてほしいから。

61 すこやか

育てたい心。

62 たからか

いきいきとしたイメージの言葉だと思うから。

63 七夕

交野市だから。

64 七夕の

交野のプロフィールとして紹介されているため。

65 たのしい

みんなにたのしくなってほしいから。

66 楽しい

楽しい学校にしたいから。
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67 たのしく

理由・思い
みんながたのしく（べんきょう）（たいいく）が、たのしくなってほしい
から。
たのしくすごしてほしいから。

68 小さな１歩

未来を作るのは小さな１歩から始まるので。

69 チャレンジ
70 手を取り合う

小中一貫になるので、小学生～中学生同士協力して頑張ってほし
いから。

71 友
72 友だち
73 友達想う

ともだちにやさしく。

74 友と共に

仲間というイメージを持つワードを入れたいと思ったから。

75 仲間
76 仲間と励まし合って
77 なかよく

みんななかよくして学校に行きたいから。

78 なかよしこよしのお友だち

友だちがすきだから。

79 のびやか

いきいきとしたイメージの言葉だと思うから。

80 のびやかに

この交野ののんびりした中で。

81 育む

夢や希望を育む教育が大切だと思うからです。

82 はげましあって

お互い成長し合える仲間をつくってほしい。

83 花

花がさいたらきれいだから。

84 星のブランコ

交野市のシンボルだから。

85 星みえる街

七夕発祥の地のアピール。

86 磨く

つややかな感じ ９年間をかけて、個も大切に歴史も大切にしてほ
しい。

87 磨け

つややかな感じ ９年間をかけて、個も大切に歴史も大切にしてほ
しい。

88 磨こう

つややかな感じ ９年間をかけて、個も大切に歴史も大切にしてほ
しい。

89 緑

交野市は緑が多いから。

90 緑濃き 交野山

交野市の象徴だから。

91 緑豊か

交野の自然豊かななかで、すくすく成長していく児童生徒を連想さ
せたいため。

92 未来

学校の校名だから。

93 みらい

明るい未来が待っているから。
明るく幸福な未来を願って。

94 未来色に染まれ

過去を振り返らずに、前を見てこれから起こることを何でも楽しめる
ように。

95 みらい学園

みらいがくえんというなまえだから。

96 未来にはばたけ

みらい学園の児童生徒が卒業して社会に出ても活躍してほしいか
ら。

97 未来に向けて羽ばたく交野みらい学園

夢とか希望を込めて。

98 未来へと
99 未来へはばたけ
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100 みらい見る

みらい小学校だから。

101 みんなが元気で

みんながけんこうにいてほしいから。

102 やさしい

みんなにやさしい人になってほしいから。

103 ゆうき

できないことにちょうせんできるから。

104 ゆう気を出して

歌っているとき、ゆうきをだせるから。

105 夢

夢や希望を育む教育が大切だと思うからです。
夢を持てることが大切と思います。

106 夢を抱き

夢を持てることが大切と思います。

107 歴史を見守る交南育英の水面

３校のルーツは、逢合橋付近にあった交南小学校だから。

108 わたしが大すきなかたのみらい

学校がすきだから。

109 私とあなたのみらい学園

みらい学園の校歌だから、名前を入れた方がいいと思うから。

110 山（交野山）

交野の自然を盛りこめたい。

111 川（天の川）

交野の自然を盛りこめたい。
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