
校　名 読　み 理　由　・　思　い

1 愛輝 あいこう
長く愛されて、生徒だれもが輝いていてほしいという思い。愛と輝きを合わせようと思ったのは、ただ
学校生活を普通に送るのではなく、愛のある学校でこの学校にいてよかったと思えるよう、仲間と共
に輝きながら育ってほしいという思い。

交野小学校に青空君があるのでこの名前にしました。

青空がきれいだから。

3 あおぞら あおぞら 空のように大きくゆたかに育っていってほしいから。

明るい学園になってほしいから。自然を大切にしてほしいから木。

明・・明るい小学校になってほしいから。木・・自然が多い小学校になってほしいから。

5 曙 あけぼの
新しく事態が展開しようとしているときに使用する言葉であり、一貫校としての先駆けとなる学校で
あることを表すにふさわしいと感じた次第です。

七夕とかが有名だから。

交野と言えば天野川だと思ったから。

7 天ノ あまの

ふさわしいと思ったから。

川のようにゆったりと授業に取り組んでほしい。

9 あまのいわ あまのいわ
交野のシンボルとも言える「交野山」「七夕伝説」また巨石の町のイメージから、小学生でも読めるよ
うに、馴染みやすいように「ひらがな」で表記したほうが良いと思ったから。

10 天野大岩 あまのおおいわ 交野で有名なのが自分で天野川と交野山の岩やから。

交野はおりひめちゃんなどがイメージキャラだから、天の川をイメージして書きました。

けんかがなく楽しくめりはりのある学校。

12 天のカ原 あまのがはら
交野は天の川伝説が有名だから。天の川のようにキラキラと美しい学校になってほしいから。天の
川のように清らかなやさしい心を持った子どもたちを育ててほしいから。

天野川があるから。

今もこんな名前で気にいっているから。

天ノ川伝説があるから。

交野に天ノ川があるから。

天ノ川は一つ一つの星が輝いてできているので、一人一人の個性が輝き一つの楽しい学校を作っ
てほしいからです。

マスコットであまんくんとおりひめちゃんを思い出したから。

七夕伝説はっしょうの地だから。交野市をイメージしやすい。

七夕伝説のある交野市で、天の川も流れているから。ひびきもかっこいいと思ったからです。

交野は天の川が有名やし、七夕があるから。

交野の七夕伝説がみんなにわかるような名前にしました。

交野の文化は七夕だから。天の川のように子どもには、無量大数の夢と希望があるという意味。

おりひめとひこぼしの伝説があり、天の川が近くにあり、自分たちの地域の文化を大切にしたいから
です。

交野市のキャラクターはおりひめちゃんだから。それにちなんだ名前にした。天のかわのようなきら
きらした笑顔あふれる学校になってほしい。

交野は星がきれいで、七夕伝説も有名だからです。天の川のいう響きがきれいだと思うから、卒業
してからも話しやすいと思います。

交野は星がきれいだと思うから。
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14 天ノ川 あまのがわ

11 天のがおか あまのがおか

13 天のが原 あまのがはら

6 天川 あまのがわ

8 天野 あまの
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2 青空 あおぞら

4 明木 あかぎ
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交野市と言えば、最初に思い出したのは七夕祭り、その象徴として交野市の中心部を流れる天の
川、他市に自慢できる有名な名前を付ければ注目度も高くなり、子供たちも誇りを持って勉強できる
のではないかと考え、この学校名にしました。

天の川のようにキラキラした学園になってほしいから。願いがかなうような学園。

天の川のように美しく、みんなが仲良い学校になってほしいと思ったから。

交野を離れ、夜の星空がきれいだったことを思い出します。自然豊かなところと街の風景は40年
たっても変わらないのが良いですね。織姫伝説も内外に発信できる特徴的なアイコン。「織姫」にし
たいところだけど、季節感や印象が限定されすぎるので、「天の川」とさせていただきました。

交野で有名といえば、天野川かなと思ったので、これにしました。

天野川のようにかがやいた人になってほしいから。

天野川はいくつもの星でなっているので、みんなが心を一つになって輝いてほしいという意味。

17 アマノガワ あまのがわ

18 天の川原 あまのがはら

19 天野川原 あまのがわはら 交野のマスコット、おりひめちゃんなど、天野川に関係があるものだから。

20 天野川南 あまのがわみなみ 交野と言えば天野川。そして、一中は私部南のほうにあるから。

21 天野ケ原 あまのがはら
予定の名前は交野が原学園やけど、その交野やったら長宝寺の子がかわいそうやから、交野じゃ
なくて天の川の「天の」をとって天野が原学園。

22 天ノケ原星輝 あまのがはらせいき
天の川のようにおだやかで美しく、星のように輝く学園にしてほしい気持ちと発展を願って考えまし
た。

23 天の桜 あまのさくら 天の川が交野市にあるから。桜が交野市はきれいだから。

24 天ノ原 あまのがはら 星かたなばたに関するものが交野は多いから。

25 天ノ星 あまのほし 交野と言えば、天野川や星がきれいに見えることかなと思ったから。

26 天野星月桜 あまのほしづきざくら 星月はいっぱいの命がきらきらと。桜は、みんなできょうりょくできるという意味をこめたからです。

27 天原 あまばら 天・・天野川　自然。　原・・交野ケ原　素直　つつしみ深い。

28 天星 あまぼし 交野は星のイメージがあるし、天の川があるから。

29 歩美 あゆみ ゆっくりと歩んで楽しく学校生活を送れるように。

30 いきいき いきいき 小中学生が「いきいき」とした笑顔で登校できる学校であってほしいため。

31 一長交 いちながかた 一中と長小と交小をあわせたかったからです。

32 一ノ星 いちのほし
歴史ある「一中」の名前を完全になくしてしまうのが寂しかったので、「一中」の「一」、そして、交野市
最初の小中一貫校という観点からも「一」を使いました。あとは交野と言えばやはり、「星」のイメー
ジなのでそれらをを合わせて「一ノ星」としました。

33 一番星 いちばんぼし 大阪で一番の学園で、交野の星、日本の星になる学園だから。

34 一中 いっちゅう シンプルなほうがいいと思ったから。

35 笑顔満面 えがおまんめん 笑顔が溢れる学校。

36 笑友来 えゆうらい
笑友来の笑には、えがおあふれるという意味で、友には、友だちいっぱいといういみで、来には、未
来はむげんにあるといういみです。

37 大阪 おおさか ここは大阪だから。そして人気のある学園だと思う。

38 大阪交野 おおさかかたの
大阪府の交野市にある学校だと名前だけで分かる。日本や世界に知ってもらえるような学校にした
い。大阪府交野もアピールできる。英語にしてもわかりやすい。令和7年に大阪万博があり、大阪は
世界で注目されるので、「大阪」をつけた方がよい。

こんな名前の学校があったらいいなと思っていたから。お願いします。

交野は自然がきれいなので、その空をとって考えました。
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16 天野川 あまのがわ

39 大空 おおぞら
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40 大波 ビッグウエ－ブ えっ、学校の名前決めるって？乗るしかないでしょうこのビッグウエ－ブに。

41 大野 おおの 覚えやすい、言いやすいからです。

42 長田 おさだ 芸能人の長田さんが大好きだから。

43 お城のある おしろのある
交野小・長宝寺・第一中はいずれも私部城の周囲にあり、特に長宝寺小は城の外堀にあたる。この
城を活用した学習活動にも利用できるだろう。

44 鬼滅の刃 きめつのやいば きめつの刃がはまっている人もいるからその方がいいと思う。

45 思い出 おもいで 中2から、思い出をたくさん新しい学校につめこむから。

46 親楽長賢 しんらくちょうけん 親・・なかよし　新しい。　楽・・たのしい。　　長・・長持ちする。　賢・・かしこい学校。

交野市のおりひめ伝説やキャラクター「おりひめちゃん」のおかげで愛着がわくと思ったから。

子どもたちがわかりやすい名前だ・・・

おりひめは、きゅう食センターなどあるからあうし、交野のゆるキャラだし、ぴったりだからです。

交野のキャラクターがおりひめちゃんだから。交野をみんなに知ってほしいから。交野のキャラク
ターをおぼえてもらうため。1年生でもおぼえやすいし1年生でも書ける。給食がおりひめだから。

交野市は七夕の伝説があるから。ゆるキャラのおりひめちゃんがかわいくてすきだから。

かたののマスコットで人気だから。たのしい学校にいきたくなる学園。

かんじにするよりひらがなで「おりひめ」と書く方が印象がいいと思ったから。

交野市のシンボルキャラクターであり、給食センターも「おりひめ」とついているし、交野市はおりひ
め全面に出して大阪府にアピールしていったらいい。交野市の存在を知らない大阪府民は沢山い
るので。また、インパクトがありかわいいので、学校名が自慢できる。お友達にきのこ中学校という
校名のところを卒業した子がいて、自慢していたしうらやましかったし、わすれられないので。みんな
に覚えてもらえるのは1番覚えやすいから。

交野市は、自然がいっぱいの七夕ゆかりの織姫の里と聞いたから。

交野の象徴となる学校名がふさわしいと感じたから。

交野市のキャラクターがおりひめちゃんと星のあまん君なので、おりひめ学園にしました。「ねがい
がかないますように」「みんなえ顔で学校生活を送れますように」などの願いが込められています。
七夕では今の交野小学校と同じように、さきにたんざくをつるしたり、かざりを作ってかざりつけした
り、ねがい事をかなえるような友だちがいっぱいできるような小中一貫校にしたいです。

49 おりひめさくら おりひめさくら
市のキャラクターにもなっている「おりひめ」と交野を象徴する「さくら」を合わせ、交野のもつ「いにし
え」と「自然」のすばらしさを表す２つのキーワードを合わせた名前にしました。

50 おりひめ第一 おりひめだいいち 母校なのでたくさんの思い出があります。

51 織姫緑 おりひめみどり 交野の織姫伝説の「織姫」と交野の自然の「緑」を入れたかったので、それをくっつけました。

52 おりひめ緑の おりひめみどりの 交野の交野山にみどりがいっぱいあるからです。

53 風走 ふうそう 風のようにはしれるような学園。

シンプルでよい。

かたのにかたのという学校がないのはおかしいから。

交野小学校の名前を残したかったからと3年間いたと思うので工事されるのがさみしいです。

同じ言葉を2回続けたら、小学生も覚えやすいだろうし、ひらがなにすることで、交野の優しい雰囲
気が出ると思ったから。

交野市ということがすぐ分かるし、交野小学校の名前でも長宝寺小学校の名前でもないから、、そし
て、ひらがななら1年生でもきっと読んだり書いたりできると思うから。

今の校名がいいと思ったからです。

交野市なので「かたの」というのがいいと思ったからです。

1年生でも読めるし覚えやすいから。「交野」と漢字だと読める人が少ないから。

かたの
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47 おりひめ おりひめ

48 織姫 おりひめ
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交野市の小中一貫校第一号として「交野」という名ははずせないなと考えた。しかし、読みやすさ親
しみやすい文字にしたかったのでひらがな表記にした。誰でも受け入れられる学園という柔軟性が
伝わるとよい。

交野を「かたの」と読んでもらえないことが多いのでシンプルにひらがなでどうかなと思いました。1
年生でも学校名が書けるのが良いと思います。

やはり、「交野小学校」の歴史を引き継ぐという思いと、市内にある学校で唯一「交野」という市の名
前が入る学校を残しておきたい。交野市にとっても「交野小学校」は何より深い思いがあると思いま
すので。

新しい学校が今の交野小学校の所にできるから交野小学校の交野をとって交野市立交野学園。

交野市だから交野は二つぐらいつけたいなと思って交野にしました。

今の交野小学校の交野という言葉を残したかったから。

この名前がいちばんしっくりくるから。

交野という名前のままがいいからです。

交野に学校が建てられるから、交野がいいなと考えました。中学校も小学校も交野がついているか
ら交野がいいなとも思いました。

私たちはずーっと交野小学校だったので、「交野」はつけたいと思いました。

交野にある学園だから。

シンプルで交野でいいんじゃないかなと思ったからです。

交野市から「交野」が入っている学校をなくしたくないから。

交野市にあるから。できるだけ読みやすいように。

交野市にあり、シンプルで存在感が出る。

交野が原もよいが、学園をつけたとき、がの音が２つで響きがよくない。

交野小学校・交野第一中学校ともに、交野の小学校の原点であり、交野の名を残したいから。

初の一貫校なので、シンプルに市名の「交野」を入れました。

願書が〇〇中学校と印刷されているため、学園ではなく、中学校にしてもらいたい。「交野」の名を
残してほしいです。

かたの
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1．『交野』は80 年の歴史と伝統、さらに地域に最も親しみの有る、継承すべき名称。
　現交野小学校は、昭和15 年に『交野尋常高等小学校』と改称され、昭和16 年に『交野国民学校』
昭和22 年に『交野小学校』とさらに改称されて以降、現在まで『交野』という名称を、その校名に冠
している。よって、『交野』という校名には、80 年の歴史と伝統がある。このことは、一中校区に在住
する住民のみならず、交野市民全体が知るところであり、その『交野』という校名には、地域住民や
市民全体が親しみを感じるだけでなく、その学校や校名のもつ歴史に、深く畏敬の念をもって接して
いる。このような、歴史と伝統のある『交野』という校名は、一時の浅はかなアイデアで軽々しく変更
してはならず、新しい小中一貫校の校名として、また、同校のアイデンティティとして、未来に継承す
べきである。

2．交野市の中心地にある小学校（小中一貫校）名称としての『交野』のわかりやすさ。
　現交野小学校（新小中一貫校）は、交野市役所、交野市駅、交野郵便局などがある交野市の中
心部：私部区に位置し、文字通り、交野市の中心にある、『交野の小学校（小中一貫校）』という位置
づけである。つまり、誰しもが『交野小学校』あるいは『交野学園』と言えば、『交野市の中心地にあ
る小学校（小中一貫校）』というイメージを想起することができる。これこそ、先述のとおり、同校のア
イデンティティであり、その『交野』という日本で唯一無二の校名を未来に継承すべきである。

3．交野市の他の小学校・中学校のオリジン（起源）としての歴史的経緯の重み・価値。
　今回、令和4 年度の小小統合で合併する『長宝寺小学校』をはじめ、近隣の『郡津小学校』『倉治
小学校』『岩船小学校』などは、交野市の人口が急増した高度成長期の昭和40 年代に、この『交野
小学校』から分離して新たに出来た小学校である。また、令和7 年度の小中統合により合併する
『交野第一中学校』も、元々は、昭和22 年に『交野中学校』として設置されたのが始まりであり、『交
野小学校』と同様に、その後の人口増加に伴い、『交野第二中学校』『交野第三中学校』『交野第四
中学校』が分離し、名称を『交野第一中学校』と改称したものである。つまり、『交野第一中学校』も
元は『交野中学校』として、『交野』という名称を冠している中学校であり、両校とも、交野市の他の
小学校・中学校のオリジン（起源）として位置づけられている。その歴史的背景のある『交野』という
名前を、新設小中一貫校の名称に冠することは、この歴史を尊重する立場からすれば、ごく自然な
成り行きであり、当然の結論となるべきと考える。

4．名前がシンプルでオリジナリティが高い（世界でも唯一無二の）名称。
　校名の名称表記時、書類作成時、体操着やカバン、名札等への印刷時に、『交野』という2文字は
極めてシンプルで書きやすい。また、日本全国で『交野』という名称は唯一無二の存在であり、オリ
ジナリティが高い。昭和の時代など、かつては同一性が求められた時代もあったが、もはや令和の
世の中となっては、個性の尊重、オリジナリティの高さこそ、尊重され、尊敬されるべき価値観となっ
ている。このように、『交野』というシンプル且つオリジナリティの高い名称は、継承されるべき名称で
ある。

5．新称『交野が原』の非合理性
　近年、この『交野』という名称を、『交野ヶ原』と読み替える動きがある。具体には、市教委から、一
中校区の『交野第一中学校』『交野小学校』『長宝寺小学校』の3 校をまとめて、『交野が原学園』と
言う名称で表現するよう、働きかけられている。しかも、今回議論となっている、一中校区に建設予
定の小中一貫校の名称について、義務教育学校『●●学園』とすることが市教委の会議で決定して
おり、あたかも、新設小中一貫校の名称が『交野が原学園』となることが前提であるような世論誘導
が行われている。しかしながら、『交野が原』という名称を、今回新設される小中一貫校の校名に冠
するには、以下に示すような数々の非合理性、違和感、問題点が指摘されることから、このような名
称をつけるべきではない。
① 『交野が原』と『交野』では、その名称の示す範囲が大きく異なる
　『交野が原』という名称は、平安時代に「今の枚方から交野にかけた天の川流域一帯に対しての
呼称」（参照：交野市HP、枚方市HP）といわれている。つまり、その範囲は、現在の交野一中校区と
いう交野市内でも限定された地域を示す呼称ではなく、遠く枚方まで広がる漠然とした範囲を示して
いる。つまり、『交野が原』という名称は、『交野』より広く漠然とした範囲を示しており、一中校区に
新設される小中一貫校の名称としてふさわしくない。
　ところが、『交野』という名称は、『交野市』の市名として、すなわち交野市全域を示す名称として定
着している一方で、小学校、中学校を示す名称としては、『一中校区にある小学校、中学校』という
位置づけで、全市民のみならず、近隣市や行政機関等でも定着している。つまり、『交野が原』とい
う名称とは異なり、『交野』という名称は、小中学校の名称に用いられる場合には、すでに『一中校
区にある小中学校』というイメージがあまねく定着しているのである。
　これを、校区範囲と整合しないエリアを示す『交野が原』という名称に、今更になって変更すること
は、合理性が全く無いばかりか、その非合理性から多方面に混乱を招くだけである。
② 『交野が原』という名称への違和感
　先述のとおり、『交野が原』という名称は、平安時代に用いられていたと言うことで、歴史的には
『交野』という名称より古いかもしれない。しかし、『交野が原』という名称が、いままで地域でも、歴
史教育の中でも、この交野市を示す名称として継続的に使用されてきたという事実はなく、単に、平
安時代あたりに枚方から交野までの一帯に対して一部で使用されていたに過ぎない名称である。
そのような地域住民にとっても馴染みのない名称を、この令和の時代になって唐突に持ち出し、無
理矢理に地域の小中学校の名称につけること自体、全く合理性に欠き、違和感しか覚えない。
③ 『交野が原』４文字と『交野』２文字の優劣
　『交野が原』という名称は４文字、これに対して『交野』は２文字である。４．で述べたとおり、校名の
名称表記時、書類作成時、体操着、カバン、名札等への印刷時に、『交野』という2 文字は極めてシ
ンプルで書きやすい。一方、『交野が原』という名称４文字は、それだけで名称表記時、書類作成時
に煩雑で、文字数が多いことはデメリットでしかない。
　また、『かたのがはらがくえん』の『のがはら』が言いづらい。声に出して、何度も『かたのがはらが
くえん』『かたのがはらがくえん』『かたのがはらがくえん』･･･と言ってみれば分かるが、言葉を噛み
やすくなり、言いにくい。これでは、例えばクラブ活動等で、他校との対抗試合の際、応援するときに
も支障をきたす（応援しにくい）。
『交野が原！学園！』『かたのがはら！がくえん！』→リズムが悪い
『交野！学園！』『かたの！がくえん！』→リズムが良い！

つまり、『交野』という名称は、『交野が原』より、全ての面で大きく優れている。
以上から、一中校区に新たに設置される施設一体型小中一貫校にふさわしい学校名称は、
『交野学園』である。
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56 かたの☆さくら かたのさくら

57 交野1中学校 かたのいっちゅうがっこう 　

58 交野青空 かたのあおぞら 交野の青空がいつでもきれいであることが理由です。

59 交野一宝寺 かたのいちほうじ 交野小学校と一中と長宝寺小学校の文字を混ぜた。

60 交野永幸 かたのえいこう
１、「交野」を付けたのは、今まで絶対に「交」という字が使われていたから。２、「永幸」と付けたのは
永く幸せが続くようにという思い（いじめがないなど）３、漢字がすべて小学校のうちに習うから。

61 交野おりひめ かたのおりひめ 七夕の町にちなんでゆるキャラもおりひめなので。

62 交野音 かたのおん 交野市の交野と平和な音を合わせたことです。

63 交野交野交野 かたのかたのかたの 交野市だから。

64 かたのがはら かたのがはら

「かたの学園」「さくら学園」についても考えましたが・・・（断念の理由記述あり）最後に考えた校名は
「かたのがはら学園」です。なぜかというと、このあたりは昔「交野ケ原」と呼ばれた丘陵地だったか
らです。そして、七夕にゆかりのある「天の川」が流れています。昔の人々が天の川を中心に作って
きた「かたのがはら」が今も広がっています。また、「原（はら）」という漢字の意味は、「平らで広く、
草が生えたままの土地」を意味します。この意味は交野のイメージに合うのではないでしょうか。私
は6歳から交野に住み始めました。40年前の交野には畑がたくさんあり、田園風景が広がっていま
した。交野は今も自然が広がっています。私は「原（はら）」からイメージできる交野を大切にしたい
です。以上より、私は、現在使われていないで、シンプルで分かりやすく歴史もある「かたのがはら」
が一番校名にいいと考えます。すでに一中校区の学園名は「交野ケ原学園」であり、地域の人達に
も馴染があります。よって、第一中学校区の新しい学校は、「交野市立かたのがはら学園」が最もふ
さわしいです。

かたの
(2/2)

交野
(2/2)

55
(2/2)

1．『交野』は80 年の歴史と伝統、さらに地域に最も親しみの有る、継承すべき名称。
　現交野小学校は、昭和15 年に『交野尋常高等小学校』と改称され、昭和16 年に『交野国民学校』
昭和22 年に『交野小学校』とさらに改称されて以降、現在まで『交野』という名称を、その校名に冠
している。よって、『交野』という校名には、80 年の歴史と伝統がある。このことは、一中校区に在住
する住民のみならず、交野市民全体が知るところであり、その『交野』という校名には、地域住民や
市民全体が親しみを感じるだけでなく、その学校や校名のもつ歴史に、深く畏敬の念をもって接して
いる。このような、歴史と伝統のある『交野』という校名は、一時の浅はかなアイデアで軽々しく変更
してはならず、新しい小中一貫校の校名として、また、同校のアイデンティティとして、未来に継承す
べきである。

2．交野市の中心地にある小学校（小中一貫校）名称としての『交野』のわかりやすさ。
　現交野小学校（新小中一貫校）は、交野市役所、交野市駅、交野郵便局などがある交野市の中
心部：私部区に位置し、文字通り、交野市の中心にある、『交野の小学校（小中一貫校）』という位置
づけである。つまり、誰しもが『交野小学校』あるいは『交野学園』と言えば、『交野市の中心地にあ
る小学校（小中一貫校）』というイメージを想起することができる。これこそ、先述のとおり、同校のア
イデンティティであり、その『交野』という日本で唯一無二の校名を未来に継承すべきである。

3．交野市の他の小学校・中学校のオリジン（起源）としての歴史的経緯の重み・価値。
　今回、令和4 年度の小小統合で合併する『長宝寺小学校』をはじめ、近隣の『郡津小学校』『倉治
小学校』『岩船小学校』などは、交野市の人口が急増した高度成長期の昭和40 年代に、この『交野
小学校』から分離して新たに出来た小学校である。また、令和7 年度の小中統合により合併する
『交野第一中学校』も、元々は、昭和22 年に『交野中学校』として設置されたのが始まりであり、『交
野小学校』と同様に、その後の人口増加に伴い、『交野第二中学校』『交野第三中学校』『交野第四
中学校』が分離し、名称を『交野第一中学校』と改称したものである。つまり、『交野第一中学校』も
元は『交野中学校』として、『交野』という名称を冠している中学校であり、両校とも、交野市の他の
小学校・中学校のオリジン（起源）として位置づけられている。その歴史的背景のある『交野』という
名前を、新設小中一貫校の名称に冠することは、この歴史を尊重する立場からすれば、ごく自然な
成り行きであり、当然の結論となるべきと考える。

4．名前がシンプルでオリジナリティが高い（世界でも唯一無二の）名称。
　校名の名称表記時、書類作成時、体操着やカバン、名札等への印刷時に、『交野』という2文字は
極めてシンプルで書きやすい。また、日本全国で『交野』という名称は唯一無二の存在であり、オリ
ジナリティが高い。昭和の時代など、かつては同一性が求められた時代もあったが、もはや令和の
世の中となっては、個性の尊重、オリジナリティの高さこそ、尊重され、尊敬されるべき価値観となっ
ている。このように、『交野』というシンプル且つオリジナリティの高い名称は、継承されるべき名称で
ある。

5．新称『交野が原』の非合理性
　近年、この『交野』という名称を、『交野ヶ原』と読み替える動きがある。具体には、市教委から、一
中校区の『交野第一中学校』『交野小学校』『長宝寺小学校』の3 校をまとめて、『交野が原学園』と
言う名称で表現するよう、働きかけられている。しかも、今回議論となっている、一中校区に建設予
定の小中一貫校の名称について、義務教育学校『●●学園』とすることが市教委の会議で決定して
おり、あたかも、新設小中一貫校の名称が『交野が原学園』となることが前提であるような世論誘導
が行われている。しかしながら、『交野が原』という名称を、今回新設される小中一貫校の校名に冠
するには、以下に示すような数々の非合理性、違和感、問題点が指摘されることから、このような名
称をつけるべきではない。
① 『交野が原』と『交野』では、その名称の示す範囲が大きく異なる
　『交野が原』という名称は、平安時代に「今の枚方から交野にかけた天の川流域一帯に対しての
呼称」（参照：交野市HP、枚方市HP）といわれている。つまり、その範囲は、現在の交野一中校区と
いう交野市内でも限定された地域を示す呼称ではなく、遠く枚方まで広がる漠然とした範囲を示して
いる。つまり、『交野が原』という名称は、『交野』より広く漠然とした範囲を示しており、一中校区に
新設される小中一貫校の名称としてふさわしくない。
　ところが、『交野』という名称は、『交野市』の市名として、すなわち交野市全域を示す名称として定
着している一方で、小学校、中学校を示す名称としては、『一中校区にある小学校、中学校』という
位置づけで、全市民のみならず、近隣市や行政機関等でも定着している。つまり、『交野が原』とい
う名称とは異なり、『交野』という名称は、小中学校の名称に用いられる場合には、すでに『一中校
区にある小中学校』というイメージがあまねく定着しているのである。
　これを、校区範囲と整合しないエリアを示す『交野が原』という名称に、今更になって変更すること
は、合理性が全く無いばかりか、その非合理性から多方面に混乱を招くだけである。
② 『交野が原』という名称への違和感
　先述のとおり、『交野が原』という名称は、平安時代に用いられていたと言うことで、歴史的には
『交野』という名称より古いかもしれない。しかし、『交野が原』という名称が、いままで地域でも、歴
史教育の中でも、この交野市を示す名称として継続的に使用されてきたという事実はなく、単に、平
安時代あたりに枚方から交野までの一帯に対して一部で使用されていたに過ぎない名称である。
そのような地域住民にとっても馴染みのない名称を、この令和の時代になって唐突に持ち出し、無
理矢理に地域の小中学校の名称につけること自体、全く合理性に欠き、違和感しか覚えない。
③ 『交野が原』４文字と『交野』２文字の優劣
　『交野が原』という名称は４文字、これに対して『交野』は２文字である。４．で述べたとおり、校名の
名称表記時、書類作成時、体操着、カバン、名札等への印刷時に、『交野』という2 文字は極めてシ
ンプルで書きやすい。一方、『交野が原』という名称４文字は、それだけで名称表記時、書類作成時
に煩雑で、文字数が多いことはデメリットでしかない。
　また、『かたのがはらがくえん』の『のがはら』が言いづらい。声に出して、何度も『かたのがはらが
くえん』『かたのがはらがくえん』『かたのがはらがくえん』･･･と言ってみれば分かるが、言葉を噛み
やすくなり、言いにくい。これでは、例えばクラブ活動等で、他校との対抗試合の際、応援するときに
も支障をきたす（応援しにくい）。
『交野が原！学園！』『かたのがはら！がくえん！』→リズムが悪い
『交野！学園！』『かたの！がくえん！』→リズムが良い！

つまり、『交野』という名称は、『交野が原』より、全ての面で大きく優れている。
以上から、一中校区に新たに設置される施設一体型小中一貫校にふさわしい学校名称は、
『交野学園』である。
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65 交野が原 あまのがはら
現在、学園（中学校区）プランに基づいた教育活動の中、中学校区の愛称があるので。別の〇〇学
園をつけると混乱しそう

交野が原学園でいいんじゃないのかなと思ったからです。あと、交小がなくなったら交野とついてい
る学校がなくなると思ったので交野の文字はつけたいなと思いました。

今も一中・交小・長小を合わせて交野が原学園だから。無理に名前を変えなくてもいいと思う。

交野市立第一中学校の校区の愛称が交野が原学園という名前だから。

歴史が感じられ、広くのびのびしている印象があるから。また、既に馴染んでいるから。

２０１７年８月に交野市小中一貫教育フォーラムが開催され、小中一貫校の取組が始まりました、４
校区の教職員、関係者が協議を行い、仮校名として一中校区が交野が原学園を発表し、以来２０２
０年まで各関係機関にも交野が原学園と運用されている為、正式に同名の使用を賛成します。

この名称は浸透してきたと思う。知名度が高まってきた。他市からも受け入れやすく、それによって
末永く愛され定着する。地域住民として、交野という地名が大好きです。

これまで愛称として親しまれてきたから。子どもから大人までが使いやすく覚えやすい。

交野小学校のお知らせ等に、上記校名が使用されており、良い名称と思ったため。

愛称として使用しており、使い慣れてきたため。交野の地名を冠した学校を残したいため。「原」に
は、「おおもと、はじめ、おこり」という意味もあり、新しい学校の名前にふさわしいと思うため。

良い名前だったのに、校名に使わないのかなと思ったから。

交野山の麓に広がる緑に包まれた田園風景は、自然が残り、爽やかさと安らぎと歴史を感じさせて
くれます。そんな場所に交野小学校が存在し、新しく生まれ変わろうとしています。歴史を遡れば、
平安時代には文学にも残されている交野が原という地名が残されています。これからも歴史を学
び、未来に向かって歩み続けるためにも、新しい学校名を交野が原学園を掲げ地域の思い、今日
まで築き上げてこられた方々の歴史もこめて、この名前にしてほしいと考えました。

この名前のもと、小中一貫校開校に向けて取り組んできたので、愛着があります。

数年前より小中一貫に向けてのプロジェクト会議でもこの名称が使われており、教職員、生徒にも
浸透しているから。

交野市立交野第一中学校みたいに交野を2回入れたいから。

交野の学校で、小学校と中学校と両方交野が入っているから。

今まで「交野ケ原学園第一中学校」と言われてきたので、初めの部分だけとったらいいんじゃないか
なと思ったからです。

シンプルで覚えやすいから。何かかっこよく見えるから。交野にあるから。

名前に「交野」の言葉がなくなるのはいやだから。

卒業後も「交野ケ原」と聞くたびに、交野の歴史を誇り、地域や風光が天の川伝説を生むような景観
であったことに思いをはせることができるように。

交野の豊かな自然のように、子どもたちの学びや人間性も深まり、広がっていくような学園になって
ほしいから。

68 交野が原さくら かたのがはらさくら 「交野が原」は愛称として親しまれている。平安時代、皇室の狩猟地で桜の名所であった。

69 交野が原星影 かたのがはらほしかげ
アーティストの曲に「星影のエール」という曲があり、その歌の歌詞は絆や愛を中心に表した曲でと
ても良かったから。その学園もその歌詞のようになってほしい。

70 かたの希望 かたのきぼう 明るい未来や大きな夢を描ける希望に満ちあふれた学園生活を送ってほしい。

71 交野教育 かたのきょういく なんとなく。

72 交野ケ原未来 かたのがはらみらい できるだけ印象が残るようにがんばりました。「子供たちの未来のための学校」にしてほしいから。

73 交野合 かたのごう ３つの学校が合わさって統合するから。

74 交野校合体 かたのこうがったい 交野の学校が合体してできるから、この名前にしました。

75 交野合同 かたのごうどう 3つの学校が合同で学ぶから。

66 交野が原 かたのがはら

67 交野ヶ原 かたのがはら
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76 かたの桜 かたのさくら
交野といえば、桜。交野の自然がイメージでき、春の花であることから、小中一貫校としての新たな
スタートを思わせる前向きな印象を与える名前。また、「かたの」をひらがなにすることで、児童にも
なじみやすいと思う。

77 交野さくら かたのさくら 4月からあたらしい学校になるからちょうどさくらのじきかなと思ったから。

交野はたくさんの桜が咲いてきれいだから。将来さくらのように才能を開花させてほしいから。

正門とかにある桜は縁起がよくてとてもきれいだと思ったから。

79 かたのさくら
毎年必ず咲く桜をモチーフに「交野桜」の言い方（イントネーション）ではなく、「かたの、さくら」「、」を
つけるイントネーションで。

80 交野桜咲 かたのさくら
中学校のイメージを思い浮かべたとき、桜に囲まれている印象があります。桜の木は交野市の「市
の木」でもあり、子どもたちの明るい未来へのスタートとしてふさわしい名前を考えました。

81 交野桜吹雪 かたのさくらふぶき きれいと思ったから。

82 交野里 かたのさと 交野がみんなの思い出に残る里になるようにつけました。

83 かたの三山 かたのさんざん

交野の東には、交野三山（交野山、旗振山、竜王山）がそびえてある。その中央に位置する旗振山
（３４５m）は、山名のごとく、江戸時代中期手旗により、堂島米会所で決まる米相場価格を手旗信号
によって、交野旗振山を経由して大山崎、天王山に伝え京都伏見へと伝承された。その中継点とし
て交野旗振山が重要な位置付けであった。デジタル時代の今、超アナログ通信拠点を背景にした。
新学園・学校を祝して。

84 交野慈愛 かたのじあい 生徒一人一人が相手を思いやり、深い愛情を持って、学校生活を送ってほしいと思いつけました。

85 交野市小中 かたのししょうちゅう
交野市に作られるから。交野市にして小学校と中学校がいっしょだから小中学園がいいと思ったか
らです。

86 交野自然 かたのしぜん 交野には自然もあるから。

87 交野自ぜん かたのしぜん 交野の自然をまもりながら、成長してほしいからです。

88 交野自ぜんの里 かたのしぜんのさと
みんなに楽しい学校生活を送ってほしいからです。そして、交野の自ぜんを守れるように。（自ぜん
をこわしている人につたえたい）

89 交野自由 かたのじゆう みんなでじゆうにべんきょうしたりあそんだりできそうだから。

交野小学校はかたのってついているから交野で小学校と中学校がいっしょになるから、交野小中学
園にしました。

交野市で小学生中学生がおるという意味。

91 交野小中いっかんこう かたのしょうちゅういっかんこう
交野だから交野を入れて小中いっかんこうだから、小中いっかんこうを入れて「交野小中いっかんこ
う」学園がいいなと思いました。

92 交野小中一貫校 かたのしょうちゅうういっかんこう 一貫校になってもがんばるという意味。

93 交野小中学校 かたのしょうちゅうがっこう

初めての学園。

交野市にある学校であるので、「交野」の名前を残したい。今後小中一貫校が増えるなら、第二、第
三、第四とつながっていけたら。

95 交野第一長宝 かたのだいいちちょうほう 友だちがいいなあと思ったから同じことをかきました。

96 交野宝 かたのほう 交野市の宝になるような学校という思いです。

交野市の宝になるように思ったから。

交野小学校と長宝寺小学校の名を残したいから。

98 交野宝寺 かたのたからでら
交野小学校も長宝寺小学校もここに存在したということを忘れず未来に伝えていき、新しい歴史に
つなげていけると思ったからです。

99 交野長宝第一 かたのちょうほうだいいち 交野小学校と長宝寺小学校と第一中学校を合わせた名前。

交野小学校と長宝寺小学校と第一中学校の名前を合わせたからです。

交野小学校の交野と長宝寺小学校の長宝と第一中学校の第一で交野長宝第一位。
100 交野長宝第一位 かたのちょうほうだいいちい

94 交野第一 かたのだいいち

97 交野宝 かたのたから

78 交野桜 かたのざくら

90 交野小中 かたのしょうちゅう
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101 交野長宝第一中 かたのちょうほうだいいちちゅう
新しい学校で前までこんな学校だったのかと思い出したり、新しく入って来た子たちが三つに分かれ
ていたんだと思えるようにつけました。

交野小学校と長宝寺小学校を合わせた名前

交野小学校も長宝寺小学校も歴史があって、大切な小学校だと思ったから2つの名前を組み合わ
せた名前が良いと思った。校舎がなくなって、2つの小学校を忘れず受け継いでいってほしい。

103 交野長宝寺小・中 かたのちょうほうじしょう・ちゅう

104 交野長宝寺小中いっかん かたのちょうほうじしょうちゅういっかん 交野小学校と長宝寺小学校と一中がいっしょになるから。

105 交野寺 こうのてら 交野では交野山が有名で長宝寺は昔、寺だったから。

106 交野寺第一 かたのでらだいいち 名前をのこしたいから。

107 交野統合 かたのとうごう もともと、交野が原という名があったので、交野という言葉を外したくないから。

108 交野のさと かたののさと 学び舎として集うイメージとしてふさわしいと思ったから。

109 交野の郷 かたののさと 交野市の中心地に位置する一中校区なので、交野の名を付けたかったです。

交野で一番広い学園という意味。

交野小学校のなごりがあってほしいから。

交野のままの方が良いと思ったから。

111 交野東 かたのひがし
1～4中とも一貫校となった場合、地区名より交野北（2中）、交野南（3中）、交野西（4中）の名称が良
いと思う。

交野に住み未来の子どもが元気で過ごせるように、この名前にしました。

交野のみらいを表現するのに、ストレートで良いと考えました。子供たちのみらいに希望をもってめ
ざしてほしいと思います。

113 交野山 こうのざん 身近にあって親しみがある山だから。

114 交野山 かたのやま 交野市と言ったら交野山だから。

115 交野ゆり かたのゆり ゆりのようなきれいな学校がいいなと思ったから。

116 翔星 しょうせい
「星伝説の町、交野市から世界に翔く（はばたく）児童生徒を育成する」の意。自由にのびのびと成
長し、高い理想や目標に向けてたくましく育つ希望と行動力によって、自立する児童生徒を育てる。

117 川嶋 かわしま 本にあったから。

交野が原は校区を表示するには一致しない。地名がある私部と合わせる方が妥当である。

字名で地域を表す。

古い地名なのに校名になっていない。校区の大部分を占める地名である。

私部に建てるから。

私部に住んでいる人が多いと思ったから。

地域の名前。

今の交野小学校があるところが私部だから。

交野市で由緒ある地名であり、校区内に位置する地名である。

120 私部が原 きさべがはら 地名が私部だから。

121 きさべさくら きさべさくら 交野市の木は桜ですので。

122 北かわち交野ケ丘 きたかわちかたのがおか 地域性、そして「交野」という地名を残した学校名が望ましいと考えたからです。

123 喜怒哀楽 きどあいらく

124 輝水 きすい 交野の水がきれいだから。

118 きさべ きさべ

119 私部 きさべ

110 交野原 かたのはら

112 交野みらい かたのみらい

102 交野長宝寺 かたのちょうほうじ
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125 輝夢 きむ
これからの学校を背負ってゆく子どもたちに「輝き」や「夢」など、この学校でいろいろ学んでいい将
来を過ごせるように、という願いを込めた名前にしました。

126 教育 きょういく みんなにいっぱいいろいろなことを学んでほしいから。

127 共生 きょうせい

「共生」の意味は「おたがいが利害を受けれたり、片方だけが利益を受けて共に生きる」という意味
があります。私は、「共生」をするには、いじめなどがないとできないと思います。もし、いじめがあっ
たら「あの人は助けたくない」と思うと思います。なので、私は共生が「できる学校」になってほしいか
ら、「共生」にしました。

128 きらきら きらきら

129 きらめき きらめき 七夕みたいだから。

130 きらり きらり 七夕みたいだから。

131 キラリ きらり 交野と言えば「キラリ」というのが印象的だったから。

132 きらり小中 きらりしょうちゅう 「きらり」の所は、交野は水の町だからです。

133 空前絶後 くうぜんぜつご
全国でも例を見ないほど、キレイで清けつが長持ちし、生徒が立派になってほしいという思い。生徒
が新しいことにチャレンジしてほしいという思い。生徒が色々なことに興味を持ってほしいという思
い。

134 けやき けやき けやきの木はシンボルツリーです。長小の一部分でも残していただきたいです。

135 元気 げんき いつも元気な生活をおくるようにこの名前にした。

136 元校 げんこう 元気な学校がいいと思ったから。

137 交東 こうとう 交南がさいしょだから、もとの漢字にもどしたかったから。

138 幸楽優 こうがくゆう なってほしい学校のかしら文字を言いました。幸せ、楽しく、優しい。

139 交九 こうく 「交」の字は「交野の」「九」の字は九の学年が集まった。交野の九つの学年が集まった学校。

140 交源共 こうげんきょう

交野市最初の小中一貫校であるということ、交野小学校が市内最初であることで、「交」は交野市
と、交流するを意味し、「源」は最初であることを意味し、また、第一中学校の場所が昔、源氏の滝
付近にあったことも含んでいる。「共」は文字の通り、新しい校舎で、児童、生徒、地域の方等がとも
に学んでいくことを意味する。また、読みが「こうげんきょう」と、「桃源郷（とうげんきょう）」との発音
が似ていることで、桃源郷の意味する素晴らしい場所も兼ねている。

交野市には桜がたくさんあり、花がいっぱいのきれいな学園になってほしいから。

私は、交野市生まれ、交野育ちで、わかば保育園、交野小学校、第一中学校、交野高校と交野か
ら出たことがなく、交野市内の企業に20年間勤務してきました。交野市が好きでこれからも私部から
離れたくないです。学校名については、（卒業した母校の名がなくなるのは少し寂しいですが）真剣
に考えました。交桜の交は当然、交野から一字もらいました。桜は、市の木として皆さんに愛されて
いますし、今や日本のみならず海外でも人気があります。桜の木のように誰からも親しまれ、愛され
ることを願い取り入れました。交野市だけに星の里～、七夕～、おりひめ～等も気になりましたが、
かわいさよりカッコよさ（子供の学校ですが、敢えて大人っぽさ）を意識させてもらいました。また、イ
ンターナショナルの時代なので、横文字や英語も考えましたが、交野市や今回の趣旨にはさすがに
似つかわしくないと思い外しました。桜という漢字は小学校で習いますし、低学年には、少し難しい
とは思いますが、習う前から覚えてくれると思いますし、交桜は発音するにも歯切れがいい読みと思
います。縁起性もよく、交野市らしく、児童にも保護者にも市民にも気に入ってもらえると自負してお
ります。どうぞよろしくお願いします。

142 交第寺 こうだいじ それぞれの学校の名前を入れてみました。ニュアンスが好き。

交野小学校の「交」と長宝寺小学校の「宝」からの名前がいいと思い、新しい名前の思いが込めら
れていると思ったからです。

子どもは宝という意味を込めて、交野の子どもが集まるから、交宝にしました。

144 交宝 かたほう 交小と長小を合わせた。

145 幸宝 こうほう 幸せが宝物になる学校という思い。

146 交宝ケ原 こうほうがはら 交野と長宝寺小学校と協力し合える。

147 交宝寺 こうほうじ 交野小学校の「交」と長宝寺小学校の「宝寺」という文字を合わせて「交宝寺」にしました。

148 交長 かたちょう 交野小学校の「交」とちょうほうじの「長」を合わせた名前。

141 交桜 こうおう

143 交宝 こうほう
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149 交長 こうちょう

150 交長英 かっちょえ 交野と長宝寺がくっついていていいと思った。

「交」交野小学校、「長」長宝寺小学校、「英」英雄。

交野の小中と長宝寺小学校共同で特に英語に力を入れてほしいので、交野と長宝寺で英語力って
ことで交長英にしたら、オシャレだし、かっこいいから。

交野小学校・交野一中の「交」そして、長宝寺小学校の「長」そして、「みんな英雄だ」という思いをの
せて「交長英小学校」「交長英学園」にしました。

交小の「交」と長小の「長」が入っているからです。英は交野市から将来「英雄」のような人が出るよ
うにという思いです。将来的に出身校を名乗るときに「交長英」だと周りにかっこいいと思われたり、
何と読むんだろうといった興味を引き出すことができると思ったからです。

152 交長第 こうちょうだい
元々ある学校のよさ、でんとうとかを新しい学校になってもうけついでほしいから、元の学校の最初
の文字をくっつけて交長第学園を考えました。

153 交長宝 交野小学校と長宝寺小学校が同じになるから。

154 交長の森 かたちょうのもり 交小と長小がいっしょになるのと交野の自然をあわせてこうなった。

155 交長れきし かたちょうれきし 交野小学校と長宝寺小学校のれきしをあわせてかきました。

156 高度育成 こうどいくせい 就職するときにかっこいいほうがいいと思ったから。

157 合同 ごうどう 2つの学校がくっついているから。

158 交のがはら かたのがはら なじみある。

159 交の星 あまのぼし
交野は天の川が有名なので、天を交にし、天の川といえば星のイメージと思ったから。２つ合わせ
て交の星学園にしました。

160 交宝小中 かたほうしょうちゅう 交野小学校の交で、長宝寺小学校の宝で第一中学校の中でえらびました。

交野の「交」と星の町の「星」を一字ずつ使って「交星」にしました。いつまでも、交野の一つの学校と
して星のようにかがやく学校。歴史ある交野小学校の名前を残したい。

新しい学校は広いし、がんじょうさの名前だと思ったから。

162 高星 こうぼし
交野市の名所の交野山と天野川の天の川の星からとった。他にも学校の上の高いところでキラキ
ラと星がかがやいている感じ。

163 交楽 こうがく たのしくて（楽）、交野の学校（交）

164 子桜長 こざくらちょう
名前の子桜は子どもを表しています。（子供は4月に入学してくるので桜）その子どもが学校に来て
どんどん成長しますようにと思いを込め、成長の長を取り付けました。成長の成は近くに青少年が
あるので止めました。だから、子桜長にしました。

165 最良 さいりょう とてもいい学校にしたいから。

さくらがきれいだと思うから。

さくらいっぱいな学校にしたいから。

1年生は春に来るから「さくら」とつけたら春の名前だから、「きれい」と思ってくれるかなっと思った。

みんながたのしくできる小学校にしたいから。

167 サクラ さくら このほうがさくらだしみんながよろこんでさくらを見てくれるから。

1年生の入学のときに、交野小学校のさくらがきれいで心にのこっているからです。

春はさくらがさくから入学するのに合っているから。

交野は桜のイメージがあるから桜にしました。

交野は源氏物語に出てくるほど、桜がきれいな町だから。

また新しい春を迎え、新入生を迎えようという意味。

さくらさくら166

168
(1/2)

桜
(1/2)

さくら
(1/2)

161 交星 こうせい

151 交長英 かっちょえい
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168
(2/2)

桜
(2/2)

さくら
(2/2)

私は、交野市に嫁いで30年以上になります。嫁ぐとき、交野市をコウノシ、私部をシバと読んでしま
う程何も知らず、私の祖父に「交野市というところに嫁ぐことを伝えたとき、祖父は、ニコニコとした顔
で、「そうかあ、万葉集に出てくる交野桜」と。穏やかな顔で・・・。子育てはのんびりと環境第一。祖
父は、亡くなっておりますが、今日もこの言葉と様子が忘れられません。このような（世界）大変な時
期、子どもたち第一、子どもたちのすばらしい才能を育て開花できる学舎をと願っております。

169 桜丘 さくらおか
交野は桜が多いイメージがあるからです。もっと桜が増えてきれいにさけばいいなと願いも込めて
います。

交野は桜がキレイで、ふとこんな名前どうかなと思ったから。

交野は、桜がすごくキレイだから、名前に入れたいと思いました。

171 桜が原 さくらがはら
交野市にはたくさんの桜が咲いて、たくさんの人がお花見を楽しんでいるし、交野の山にも美しい桜
が見えます。だから、交野を象徴する桜を名前に入れたらみんなに親しまれる学校になると思うか
らです。

172 桜川 さくらがわ
桜は交野のシンボルだと思ったからです。川は天野川のようなきれいな学校になってほしいと思っ
たからです。

173 桜木 さくらぎ
木には、ぐんぐん学校がまとまって成長しますように。桜には、交野で一番仲が良くて交野市内で有
名になるように。（桜にしたのは交野で有名だと思ったから。

174 さくら島 さくらじま さくらのようにやさしい学校になってほしいから。

175 さくら第一 さくらだいいち 交野小学校、第一中学校にたくさんの思い出があるため。

176 桜年花日 おうねんはなひ
桜は入学式やめでたいことにつかうから新しい学校の名前にふさわしいとおもったからです。花と桜
は同じ意味です。年と日は毎日こつこつ「がんばろう」って気もちがあったと思うからふさわしいと思
いました。

177 桜仲良し さくらなかよし 交小の前の木が桜の木だから。

178 さくら野 さくらの

ここ交野は、古くから桜の名所で、今も春には街中に桜が咲き、秋には、美しい紅葉を見せてくれ、
住む人々の心を優しくしています。京都・ならとも隣接し、便利になる中でも、桜をはじめ、緑豊かな
交野をまもり、その中で未来っ子を真っすぐ育んでいきたい！と思い、「さくらの野」という思いで提
案します。Sakurano→さくらの学園→さくら野学園って素敵だなあと思いました！

179 桜の里 さくらのさと
小中学校みんなが桜のようにりっぱに育ち、華びらのようにたくさんのことを学び思い出ができるよ
うな学校にしたいので「桜」にしました。「里」は星の里で「野」は天野川の野です。「の」は「野」でも
「ノ」でもどちらでもいいです。

180 桜のその さくらのその
交野市のシンボルである「桜」に花言葉「純潔」「豊かな教養」「善良な教育」「微笑む」といったイメー
ジや思いが、学園全体にちりばめられた環境で、子どもたちが学び成長してほしいという気持ちで
考えました。

181 桜の町 さくらのまち
交野は昔から桜が有名やったから、それにちなんで考えました。桜は春。春はすがすがしいというイ
メージなのでみんながすがすがしく学校に通えたらいいなと思います。

182 桜道 おうどう 交野小学校の桜の道がきれいだったから。

183 さくら未来 さくらみらい
交野市の木は桜。今目の前にいる子どもたちがすばらしい大人、社会の一員として笑顔あふれる
人生を歩んでいますように。

184 幸うん こううん 幸せな学校がいいなと思ってこの名前にしました。

185 三輝 さんき 三つの学校が合体して、輝いてほしいから。

186 三星
三は交野小学校と長宝寺小学校と第一中学校（3つの学校がまじっての三）交野は星がきれいだか
ら。

187 自然 しぜん 交野の自然を知ってもらいたいのと、自然を守りたいという気持ちがあるからです。

188 自然山中 しぜんやまなか
自然山中にしたのは、交野は自然がたくさんあり、まわりに山があったので、山に囲まれている学
校ということで、山中にしました。自然が多いことを主張したいので名前にそのまま入れました。

189 実力 じつりょく 自分の実力を出せみたいなんをこめて選びました。

190 自転車通 じてんしゃつう 自転車で通学したら楽だと思うから。

191 自由が丘 じゆうがおか 自由に学校生活を送ってほしいから。

170 桜が丘 さくらがおか
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192 就将館 しゅうしょうかん

３校のルーツである交南小学校の講堂、体育館兼地域の行事会場として明治43年に完成したのが
就将館である。かつて、卒業生にお話を聞くと、皆さん就将館の思い出を話されたそうです。「就将」
とは、中国の「詩経」にある「日将月就」「日に成り月に進む」という意味で、学びが日に月に進むこと
です。子どもたちが、日に日に成長する学校としてふさわしいと思う。

193 常識 じょうしき

小学校と中学校があわさった学園。

小学校の子も中学校の子もいっしょになるから。

195 しょうちゅういっかん しょうちゅういっかん こうこうせいもはいるから。

196 小中一貫 しょうちゅういっかん

197 小中一貫交野 しょうちゅういっかんかたの すぐ思いついた名前だったので書きました。

198 小中一貫第一交野 しょうちゅういっかんだいいちかたの ぱっとみてわかりやすいから。

199 小中かたの しょうちゅうかたの 小学生でもわかりやすい名前と思ったから。

200 小中がん しょうちゅうがん しょうちゅうがん、小は１から6年生で、中は中学1年から2年でがんは、がんばれといういみです。

201 城 しろ でかいイメージがあるので、城にしました。

202 白金 しろきん きれいだから。

203 深合 しんあい
「学業」と「みんなの仲」を深めて、様々な事柄に対して「協力し合える」「高め合える」「笑い合える」
学校になってほしいからです。

204 新・交野 しん・かたの 新しく交野が変わるから。

全く新しい交野の学園を想像したからです。

友だちと一緒に名前を考えました。

206 新交野 しん☆かたの
学校が新しくなる。毎日新しい生活を送るという意味と交野にこれからずっと今までどおりあって、自
分の使っていた校舎とはちがうけど、昔からあるという意味で。ふりがなに☆を入れたのは、交野
は、七夕とゆかりがあるから。

207 新交野、私部 しんかたの、きさべ 私部にあるから。2代目交小だから。

208 新交野長宝寺 しんかたのちょうほうじ 交小と長小が合体したから。

209 信希 しんき
人を信じることはとても難しいことだけどこれから先すごく大事なことだから、学んでほしいという意
味が「信」に込められ、「希」は何があっても努力すれば必ず夢は叶うから、どんなときでも希望を忘
れないでほしいという願いをもっている。

210 人権尊重 じんけんそんちょう
義務教育学校・統合校になるということは、集まる人数が多くなるということになると思います。そう
なると、ケンカが多発したり、自分の意見が通りにくくなったりすることになると思うので、しっかり「一
人ひとりの人権を大切にしよう」という意味を兼ねてこの名前にしました。

211 新行 しんこう 新しく進んで行こう。ってことで新行にしました。

212 新交宝 しんかたほう
「新」をつけたのは、新しい学校という意味です。「交宝」は交野の交と長宝寺の宝をとりました。宝
をとった理由は、生徒の宝になったらいいと思ったからです。

213 新桜 しんおう 新しい学校でも桜がさくように。

214 新生 しんせい
この学校から未来の新しい指導者が生まれ育つことを願っている。子供や若い人は未来の宝と思
う。

215 新世界 しんせかい 新世界という名がふさわしそうだから。

216 新楽 しんがく
なぜ「新楽学園」にしたかというと、6年生から一中に上がる「新しい」生徒が3年間「楽しく」すごして
ほしい思いで、「新楽学園」にしました。

217 親和 しんわ

218 昴 すばる
星空を表す言葉を選んだ。交野は星がきれいなため、集まって一つになるという意味の「統ばる（す
ばる）」が語源と言われる。児童、保護者、地域、教職員など「みんなが気持ちを一つに」という思い
でそれを選んだ。

194 小中 しょうちゅう

205 新交野 しんかたの
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219 スマイル すまいる 笑顔いっぱいで楽しい学校。

220 住吉 すみよし 神社があるから。

221 星雲 せいうん 交野は七夕の伝説があるから。

222 星光 せいこう

交野は星のまちとして七夕伝説などがあり、「星」という漢字が入る地名がいくつもあるので「星」と
いう漢字を選びました。また、「光」という字は「こう」と読んで、同音異義語で交野の「交」という字が
読めるのと、「光」のように学校も生徒も個性を光り輝かせてほしいという思いで選びました。「星光」
は「星が光る」と読んだときにそれぞれの「星」（個性）が光り輝くという意味をこめました。

223 成翔 せいしょう しっかり成長して翔んでほしいから。

224 成長 せいちょう
小学生中学生でたくさん学んで成長し、高校生で習ったことを思い出しながら勉強して準備して備え
て、大人になったときのためにという思いでつけました。

225 蒼羽斗 そうはと 蒼い空を羽ばたいて平和にしてもらいたい。

226 大 だい

一番という名にふさわしくて「一」をつけたかったからです。

今の名前のほうがいいし、第一学園がなにかすっきりする。

交野市では今後、生徒数減少により、他の中学校区も小中一貫校になる可能性もあるし、今まで、
第一中学校という名前で卒業した人たちもその学校が小中一貫校になっということがわかりやすく
愛着が持てるのではないかと思ったからです。

228 第一交輝宝 だいいちかたきほう
第一中学校の第一と交野小学校の交と長宝寺小学校の宝を合わせたのと、一人一人が輝ける学
校になったらよいと思ったのでこの校名にした。

229 第一交宝 だいいちかほう
交野小学校と長宝寺小学校が一体型になるので、学校名の一字を合体させたかったので「交」と
「宝」にしました。思いは、交小と長小とが協力して学区生活を楽しんでほしいからです。学校生活
の宝を交（共有）してほしい。

230 第一中学校 だいいちちゅうがっこう 長宝寺小学校があるから。交野小学校は前の名前だったからです。

231 第一長宝寺交野市 だいいちちょうほうじかたのし 第一中学校、交野小学校と長宝寺小学校の第一と長宝と交野をがったいしてみました。

232 第交長中小 だいかたちょうちゅうしょう 交野と長宝寺と中学校をがったいさせた。

233 大つながり おおつながり リニューアルで中小がっこうになる。

234 第二十 だいにじゅう

235 大ふぞく だいふぞく けっこうかっこいいから。

236 太陽 たいよう いつでも明るくいられる学校にするため。

237 太陽スマイル たいようすまいる 太陽のような笑顔があふれる学校がいいなと思いました。

238 太陽火 たいようび 新しい学校は太陽の火みたいにかがやいてほしいと思ったからです。

239 宝交寺 ほうこうじ 交野と長宝寺の名前をすべてなくすのはいやだったから。

240 宝生 ほうせい 交野の新しい宝（学園）が生まれてほしいからです。「宝」が「生」まれる。

241 宝野 たからの 小中一貫校になる意味が分からないので、とりあえず長宝寺の宝と交野の野。

242 宝野一 ほうのいち 長宝寺の宝と交野の野と第一の一を組み合わせました。

243 宝星 ほうせい 漢字で星を入れたくて、それに合いそうな長宝寺の宝を入れた。

244 田奈 たな 直感。

245 たなばた たなばた 交野は七夕祭りが有名だから

交野は七夕が有名で、おりひめとひこぼしのようなあやまちをおこなさいという意味でも七夕学園に
しました。

交野には七夕伝説がのこっているから、その名ごりとして七夕にしました。

247 楽しい たのしい 楽しそうだから。

227 第一 だいいち

246 七夕 たなばた
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248 中央 ちゅうおう 4つの中学校区のうち、私部は中央にあたると思うから。

249 仲希光 ちゅうきこう
みんなが仲よくして希望の光がたくさんある学校になってほしいから、仲希光にしました。どうか楽し
い学校になってほしい。

250 中小 ちゅうしょう 小学校と中学校ががったいしているから。

251 長交 ちょうこう 長宝寺小学校と交野小学校をまぜました。

252 長交一 ちょうこういち
交野小学校と長宝寺小学校と第一中学校を合わせた学校だから。各小学校から1文字ずつとって
長交一小学校。

253 長交緑 ちょうこうみどり 長宝寺と交野を合わせたのと緑を合わせた。

交野小学校と長宝寺がいっしょになるから。

私の出身校である長宝寺小学校の名前を残したいと思ったから。

255 長宝寺交野一中 ちょうほうじかたのいっちゅう
この名前を付けた理由は、今回初めて3つの学校が合体するので3つの学校名を合わせ、3つの学
校がちゃんとつながったということを伝えたかったからです。

256 長宝寺第一中学校 ちょうほうじだいいちちゅうがっこう

257 長宝統Y ちょうほうとうワイ

258 長野 ちょうの

259 長野一 ちょうのいち 学校がいっしょになって皆が仲よくすごせるように。

260 月ノ森 つきのもり
交野と言えば七夕で有名な天の川がある。それに基づいて星を使う人が多いかなあと思ったので、
月として、山や自然もあるので森を入れました。

261 帝国 ていこく 少しカッコイイ名前にしようと思った。また、昔の日本の本名を使ってみた。

262 天が原

263 天山 てんざん

264 天翔
「天の川」に深いつながり、「交野ケ原」にも縁がある。「天」にかけ上がって成長していけるようにい
う想いを込めて提案させていただきます。

265 天の星 あまのほし
私の付けた「天の星」という名前は、読み方を変えれば「てんのほし」とも読みます。小中一貫校に
通う生徒も統合校に通う生徒も皆の天の星になれるような立派な人になってほしいという思いをこ
めました。

266 天平文化 てんぴょうぶんか グローバルな感じの学校になってほしいから。

267 統合校 とうごうこう 私は長宝寺小と交小が同じになるからです。

268 友交 ゆうこう 交野の文字をどれか入れたかったから。友達と交わりあい仲良くしていく学校にしたかったから。

269 友ふえ ともふえ 友だちをふやして、たのしくあそべたらいいから。

270 尚哉 なおや 自分の名前。

271 なかよし なかよし

272 仲よし なかよし みんな仲よしになってほしいから。

273 仲良し なかよし みんなでなかよく、学校生活を送ってほしいからです。

274 流れ星 ながれぼし おりひめちゃんやいろいろなキャラクターに星がついているからです。

275 なないろ 明るいきらきらしたイメージ、やさしい感じがする校名が良いかなと思いました。

276 ななつ星 ななつぼし

交野と言えば七夕伝説。どうしてもそれにまつわる言葉を入れたいと思いました。交野が原は北斗
七星が降ったという言い伝えもあるといいます。天に明るく輝く北斗七星の様に、子どもたちの未来
を明るく照らす場所、学び舎になってほしいという願いを込めて、親しみやすい「ななつ星」としまし
た。

277 七星 ななつぼし
交野は、星や七夕にまつわる伝説やスポットが点在しているから。また、北斗七星が舞い降りた場
所でもあるということで（星田妙見宮）、キラキラと光る星のように子どもたちの笑顔あふれるステキ
な学校になりますようにと願いをこめてつけました。

254 長宝寺 ちょうほうじ
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278 なのはな なのはな 明るくいつでもきれいな学校にしたいからです。

279 なんでも なんでも なんでもだとべんきょうもおはなしもできるから。

280 虹が咲 にじがさき

281 西の宮 にしのみや 西の都になる。

282 野方 のかた
交野市の3文字を使って、市の名前を覚えてもらいやすいように考えています。交野学園だとかぶっ
ちゃうなので、わざと「のかた」にしました。

283 野長交宝寺 のちょうこうほうじ 交野小学校と長宝寺小学校ががったいするから。交野と長宝寺をまぜた。

284 バースディ ばーすでぃ 新しい学校のたんじょう日でみんながうれしいから。

285 花ノ宮 はなのみや 花のように優しい学校がいいと思った。

286 花藤 はなふじ 学校にきれいな花などがいっぱいさいて、学校生活をすごしてほしいから。

287 林永 りんえい 森とかがあるから。

明るく楽しい学校生活を送れそうだからです。ひかりかがやくようなえがおで学校へ行きたいからで
す。

交野と言えば黄色に光っているイメージがあるから。キラキラ育って卒業してほしいから。

289 光 ひかり 一人一人が輝けるようにするため。希望を持てるようにするため。

290 光坂
生徒のみなさんに光の速さで学力も人の心も伸びていってほしいと思ったからです。光には、その
学校のあたたかさや思いやりの意味がこめられています。

291 ひこぼし ひこぼし これがいちばんふさわしいと思ったから。

292 飛翔 ひしょう
小中一貫の初めての学校なので、高く飛んで上に向かって進んで欲しいとの思いで付けました。高
い視点での教育を目指して欲しいとの意味も込めています。

293 百獣王 ライオンキング 強くたくましい学園になってほしい。

294 福男女 ふくおとこおんな

295 福儀 ふくぎ 礼儀正しく、幸せに。

296 ブリリアント ぶりりあんと 格好いいから。頭がよさそうな学校にみえる。

297 平令和 へいれいわ 令和に造られるし、平和をねがってるから。

298 平和 へいわ
けんかもなく、いらないものをもってこない。けがしない、けりあい、なぐりあいがない、あんぜんな
がっこう。

299 ペガサス ぺがさす 名前がかっこうよくて読みやすいから。

300 ペテルギウス ぺてるぎうす 思いつき

301 宝育星 ほういくせい
親にとって子は宝らしいです。宝（子）を育成（星）するという意味です。あと、交野と言えば天の川で
す。

302 宝交 ほうこう 一つずつ名前の文字を入れたかった。

303 星ＤＬ せいでぃーえる

304 星川 ほしかわ 学校に川があって夜に星が見える学校にしたいからです。

交野は七夕が有名で、星もきれいに見えるから、輝く星という意味で付けました。もう一つは統合校
になってたくさんの生徒の人たちが通うなかで、一人ひとりが輝くことができる学園になってほしい
からです。

みんなが星のように輝けるように。

306 星ケ原 ほしのがはら
交野カルタで「は」八丁見所星が降る、というのがあり、交野には星田など星がつく地名が多かった
からこれにしました。

307 星ケ原 ほしがはら

305 星輝 せいき

288 ひかり ひかり

15 ページ



校　名 読　み 理　由　・　思　い

校名公募結果まとめ

308 星桜 せいおう 交野市を象徴する「星の里」と「桜」。どちらも網羅している交野らしい名称だと思います。

309 星空 ほしぞら 交野には七夕伝説があり、星とのつながりがあるので、響きがきれいな「星空」を選びました。

310 星天 せいてん
交野市のゆかりのある「天ノ川」と「星」を合わせました。美しい響きをと、「せいてん」も明るいイメー
ジを持てるので良いと思いました。

311 星斗 せいと 交野市の伝承で北斗七星が降ったという伝承があったので。

312 星野が原 ほしのがはら おりひめちゃんとかキャラがおって、そのキャラは天の川＝星だから。こういう名前にしました。

天の川伝説が有名だったり、おりひめちゃんなどのキャラクターがいるから。

交野市は七夕が有名です。天の川という川も流れています。お空の流星天の川のように子供たち
一人一人がキラキラ輝いて、勤勉で優しく、思いやりのある子供に育ってほしいと願を込めて、この
名前を考えました。

「星」といったら大空にたくさんあります。ですが、一つ一つ色や形がことなっています。それと同じで
人も一人一人個性があるから、「星」という漢字を使いました。星（一人一人の個性）がたくさん集
まって一つの星（学校）ができるという意味ですごくいい学校になってほしいという思いがあります。

交野に星の里というところがあるから。

315 星の里　天の川 ほしのさとあまのがわ 交野感を出したいと思ったから。

316 星の笑寺 ほしのしょうじ
私は、長宝寺小学校の名前がなくなると聞いてとってもさみしくなったしかなしくなりました。でも、新
しい学校でみーんなが笑顔でいてほしいと思って「笑」を入れました。「寺」はむかしここが長宝寺と
いう寺だったからです。「星」は星のさといわふねが有名だと思ったから「星の笑寺」にしました。

317 星の空 ほしのそら 星のようにきらきらしている学園になってほしいから。

318 星のはら ほしのはら 星のようにキラキラした生活を送ってほしいから。

319 ほしのまち ほしのまち 交野市らしい名前だと思ったから。

ふさわしいと思ったから。

交野と言えばほしだから。

321 星ノ町 ほしのまち

322 星の町 ほしのまち 星が有名だから

323 星のまち　天野川 ほしのまちあまのがわ 交野で有名な（象徴的な）ものを名前につけたかったから。

324 星の学び ほしのまなび
教育はすべての土台になると私は信じています。この学校で学んだすべての人が学びを土台に自
分の才能を発揮して世の星になってほしい。また、この学校、地域に誇りを持ってほしいという想い
を込めて交野市は星に関するものが多いことから「星」を入れました。

325 星の道 ほしのみち
交野には天の川があって、星の道のようにみんなを照らそうという思いと星のように光って真っすぐ
な道を進むという思いをこめました。

326 星のみや ほしのみや
交野は七夕伝説が残されており、それを生かそうと「星」を使いました。星は学校生活を明るく楽しく
過ごしてほしいなと思って付けました。

327 星の都 ほしのみやこ 交野は星がきれいで、星のようにこれからもずっと輝く学校であったほしい。

328 星の未来 ほしのみらい
交野の星と小学生の明るい心を星とみたてて、交野の未来と子どもの未来を願う学校名がよいと
思ったから。

329 星乃森 ほしのもり キラキラ輝く子どもたちがたくさん集まっているイメージです。

330 星水 ほしみず 水がおいしいし、星が綺麗に見えるから。

331 蛍のおか ほたるのおか

332 真心 まごころ 真心のある学校。

333 学び まなび あたまのいい学校。

334 まなびの森 まなびのもり
自然が多い交野市ということで、森。9年間のまなびを大切にしてほしいので、まなび　を合わせまし
た。

314 星の里 ほしのさと

320 星のまち ほしのまち

313 星の子 ほしのこ
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335 三ツ葉 みつば これがいいと思ったから。

星のようにかがやいて、心やさしい学校にしてほしいから。

三つ星の「三つ」は、第一中学校、長宝寺小学校、交野小学校を合わせた3つの意味で「星」は夜の
星のように、交野で一番かがやいてほしいという思いで「三つ星」にしました。

緑が交野市に多いから、緑にしました。

緑がいっぱいだから。

338 緑百姫 みどりももひめ
交野小学校は、百年以上の歴史があるので「百」という字を入れ、交野と言えば織姫が有名なの
で、「姫」を入れて、交野の小学校の交野小学校と長宝寺小学校と第一中学校は緑がとても豊かな
ので、並べ方はこれがしっくりきたのでこれがいいです。

交野は緑が多く、星のまちと言われているから。漢字が簡単で、響きがよいから。

思いとしては、交野小学校は緑が星のようにたくさんあったので、新しい学校も緑がほしぐらいある
ようになってほしいのでこの名前にしました。

340 流星 りゅうせい 七夕、星の町だから。

341 みらい みらい 未来ある学園になるような名前にしたかった。

342 未来 みらい 新しい学校がどうなっているかできめたことです。

343 みらいの森 みらいのもり
様々な生き物が集まって、各々が過ごすけれど、ゆるやかに関わりあっている感じが新しい学校で
も実現すればいいなという思いからつけました。多様性を受け止めつつ、一つの生命体のように機
能する学校にしていきたいです。

344 みんなさいこー みんなさいこー
今の校長先生からの話をきいて、そのなかでもみんなでサイコーの学校にしようという言葉を聞い
てこの名にしました。

345 みんなたのしい みんなたのしい みんながたのしそうにあそんでほしいから。

346 みんなの学校 みんなのがっこう みんなの学校が合体したからこの名前にしました。

347 明素感 あすか 「明」・・明るく、楽しむ、学校生活。素・・だれでも素直。感・・学校に行けてることに感謝して。

348 明鮮 めいせん
せっかく中学生・小学生が同じ校舎にいるのだから、「明」るく「鮮」やかな学校になってほしい。「明」
るいそして、「鮮」やかな学校生活を送ってほしいと思ったから。

349 芽ばえ めばえ 将来の夢である芽を育てるという意味を込めた。

350 メリはり

351 もみじ もみじ
秋はとっても過ごしやすい気候で1年で最も勉学に集中できる季節だと思い、その秋を象徴するも
のといえばもみじだと思い、ふさわしいと思ったから。また、もみじは非常に赴き深いものであるか
ら。

352 森友 しんゆう なんかおもしろそうだったから。

353 優しい子 やさしいこ みんながやさしく、いじめのない学校になってほしいから。

354 山自交 さんじこう 交野は山がいっぱいあって自然だから。

355 山々 やまやま 山がいっぱいあるから

356 友情 ゆうじょう 友情など大切だと思ったから。

357 遊花開 ゆうかかい
遊は皆楽しく遊べるように。花開は、華が開くときにようにワクワク楽しい気持ちで学校に行けるよう
にと思いで考えました。

358 豊か ゆたか
交野は夕方になるととっても景色が様になっていて、交野はいなかでなにもないけど夕日がとても
きれいだから、豊かだなってたまに思うから。

359 豊将 ほうしょう 「豊」かな「将」来

360 夢見原 ゆめみはら 全校生徒が夢を追いかけて過ごせる学校になることを信じて。

361 四葉 よつば 四葉のクローバーは幸運を呼ぶといわれているから。

362 来広 らいこう 未来の来をとって来、未来が広がる小学校になりたいから来広学園にしました。

339 緑星 りょくせい

336 三つ星 みつぼし

337 緑 みどり
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363 楽 らく 楽という字はたのしいにもよむので、たのしくすごせる学校という意味をこめてかきました。

364 楽徳 らくとく 楽しくて想像を広くしてほしいからこの名前をつけました。

365 楽笑 らくえ みんなが毎日明るく楽しく笑顔で中学校生活を送ってほしいという思い。

366 良緑 ようりょく 「良」は良い教育、良い子という意味で、「緑」は交野の自然という意味。

367 緑風 りょくふう 源氏の滝や蛍が見える。交野の緑豊かな自然と共にある学校を表したかったから。

368 緑前 りょくぜん 緑があってなんでも前向きな人がふえることをねがった名前です。

369 令和 れいわ 一番しっくりきて、令和の響きが良いから。

370 わくわく わくわく この名前だとみんなが楽しんで学校に来られると思ったからです。

371 4 よん なぜかというと自分の背番号だからです。

かたのというのをのこしたいから。

英語だったらかっこいいなと思ったから。

373 ＫＡＴＡＮＯＣＨＯＨＯＪＩ かたのちょうほうじ 小学校同士でこっちのほうがカッコイイし、えいごのほうがおもしろいと思ったからです。

374 KC けーしー 交野のKと長宝寺のC

375 ＯＫ おーけー 大阪府のＯ、交野市のＫの頭文字のＯＫ。

376 SMILE すまいる

377 Ｙ・Ｙ わいわい わいわいと楽しくて明るい学校がいいなと思ったので、Ｙ・Ｙ学園にしました。

378 ＹＳＰ かっこいいし、ちょっといいかんじがしたし、にあうから。

379 ZZ かっこいいから。

372 ＫＡＴＡＮＯ かたの
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