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統合新校の校名検討資料

応募作 理由 正式名称にした場合 （「天沼」を付けた場合）

Ⅰ分類

1 天沼 二校の所在地が天沼地区にあるから 杉並区立天沼小学校

2 あまぬま 学校の場所がわかりやすいと思う。 杉並区立あまぬま小学校

地域に密着した名称で、地元を大切にする響きがある。地域とともに発展していきたい。

地域に開かれ、地域が支える意味で地名（町名）をつけるべき

地域の名前が一番わかりやすく、覚えやすい。きれいな感じ。

天沼に住む人々に親しまれ、愛される学校になる様にと願いをこめて。

ほとんどの児童が天沼中に通うから

これからの小中一貫教育をする上でも利点があるのではないか。

天沼保育園、天沼中学校もあるから、天沼小学校も入れたい。

一番親しみやすい名前だと思う。

両校にとって、問題がない。無難だと思う。

地域から名前を決めた方が卒業生、在校生にとって平等。

杉五、若杉のどちらの一字も使うことなく、平等で気持ちがいい。

3 荻窪北 「荻窪」＋ 「北」 荻窪駅に一番近く北に位置している 杉並区立荻窪北小学校 杉並区立天沼荻窪北小学校

4 杉並 「杉並」 最初の統合新校、杉並一の小学校を目指して 杉並区立杉並小学校 杉並区立天沼杉並小学校

5 杉並天沼 「杉並」＋ 「天沼」
「天沼」は由緒ある地名だが、膾炙(ｶｲｼｬ）した地名ではないので、杉並をつけるとその所在も
全国的に知られるし、ナンバースクールの名残を感じる。 杉並区立杉並天沼小学校

杉はどちらもついているから

6 杉並中央 「杉並」＋ 「中央」 再配置の対象となる杉並第五小・若杉小とも、地理的にほぼ杉並の中央に位置している 杉並区立杉並中央小学校 杉並区立天沼杉並中央小学校

中野区には、中央中の例もあり、「中央」の名前をつけることに対し、行政としてさほど抵抗感
はないものと思われる

7 天杉 天に伸びる杉の木をイメージ。天沼の小さな杉の子たちが、すくすくと元気に育つのを願って。 杉並区立天杉小学校 杉並区立天沼天杉小学校

8 天沼学園 「天沼」＋ 「学園」 天沼にある学校で学校を学園にしました 杉並区立天沼学園小学校

9 天沼第一 「天沼」＋ 「第一」 地区の名前だから 杉並区立天沼第一小学校

10 天沼みどり 「天沼」＋ 「みどり」 天沼にあるみどり豊かな小学校、ひらがなで「みどり」とやわらかな感じ、清々しいイメージ 杉並区立天沼みどり小学校

11 清水東 「清水」＋ 「東」 ― 杉並区立清水東小学校 杉並区立天沼清水東小学校

12 新天沼 「新」 ＋ 「天沼」 天沼にできる新しい小学校だから 杉並区立新天沼小学校

13 新杉並 「新」 ＋ 「杉並」 ― 杉並区立新杉並小学校 杉並区立新杉並天沼小学校

14 杉並新世紀 「杉並」＋ 「新世紀」 杉並で新世紀に入って初めて出来た小学校なので 杉並区立杉並新世紀小学校 杉並区立天沼新世紀小学校

15 杉並ときめき 「杉並」＋ 「ときめき」 いつもときめいた気持ちで学校生活を送れるように 杉並区立杉並ときめき小学校 杉並区立天沼ときめき小学校

16 杉並みらい 「杉並」＋ 「みらい」 新しく生まれ変わる学校なので、将来性がある学校にしたかったから 杉並区立杉並みらい小学校 杉並区立天沼みらい小学校

17 杉並ゆうとぴあ 「杉並」＋ 「ゆうとぴあ」 「ユートピア」には理想の町という意味があるそうです。平和な小学校にしたいです。 杉並区立ゆうとぴあ小学校 杉並区立天沼ゆうとぴあ小学校

18 中天沼 「中」 ＋ 「天沼」 ― 杉並区立中天沼小学校
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Ⅲ分類

1
区民が子どもたちに注目して地元杉並で育てる意気込み、子どもは育てられた自覚を自然に持て
るという期待をこめて 杉並区立杉の子小学校 杉並区立天沼杉の子小学校

元気で楽しいイメージなので、子どもにも親しみやすい校名だと思います。

杉並区の子どもを略して。

2 「すぎご」と「わかすぎ」のこどもたちだから 杉並区立すぎのこ小学校 杉並区立天沼すぎのこ小学校

3 杉の子のように、すくすくと大きく育ってほしい願いをこめて 杉並区立すぎの子小学校 杉並区立天沼すぎの子小学校

4 緑豊かな杉並のイメージとひらがなで新しく、親しみやすさを表現しました。 杉並区立みどり小学校 杉並区立天沼みどり小学校

新しくできた小学校が成長するように

自然を大切に心豊かに。

5
杉五にはりっぱな木があり、一番りっぱな木はさくらの木です。若杉の人が来ても、さくらの木
は残っているから 杉並区立SAKULA小学校 杉並区立天沼SAKULA小学校

6 今の学校に大きなさくらの木があるから、なくなってもその木を忘れないように 杉並区立さくら小学校 杉並区立天沼さくら小学校

7 輝く杉並の新しい学校、新しい杉並の学校のお祝いの名前 杉並区立杉杉小学校 杉並区立天沼杉杉小学校

太陽が燦々と輝くにかけて、若杉の「杉」と杉五の「杉」が一緒になるから

8
地域の「天沼」はそら（太陽＝日、星空）のイメージ。新しく生まれ変わる。この地域の新しい
学校としていいかと。 杉並区立新星小学校 杉並区立天沼新星小学校

9 新しく生まれ育っていく 杉並区立新生小学校 杉並区立天沼新生小学校

10 すぎなみだから 杉並区立杉ノ木小学校 杉並区立天沼杉ノ木小学校

11 杉並第五小、若杉小、どちらも「杉」の字が入っているから 杉並区立杉の木小学校 杉並区立天沼杉の木小学校

12 みんながなかよしだから 杉並区立なかよし小学校 杉並区立天沼なかよし小学校

もっとおともだちが増えるから

13 春は曙というように新しい幕開けに相応しい名称である 杉並区立曙小学校 杉並区立天沼曙小学校

少し難しい漢字であるが、長い歴史のある学校にそぐわしい重みのある文字 （杉並区立あけぼの小学校） （杉並区立天沼あけぼの小学校）

14 あすなろの俗説で「あすにはヒノキになろう」で児童が切磋琢磨し健やかな成長を願う。 杉並区立あすなろ小学校 杉並区立天沼あすなろ小学校

15 いつも好きなことができる学校です。 杉並区立おもいのまま小学校 杉並区立天沼おもいのまま小学校

16 きらめく叡智を身につける学校になるように（字が難しすぎですが） 杉並区立煌叡小学校 杉並区立天沼煌叡小学校

17 深い絆をつくれるように 杉並区立絆小学校 杉並区立天沼絆小学校

18 子どもたちの明るい希望に満ちあふれた学校をイメージしました 杉並区立希望小学校 杉並区立天沼希望小学校

19 ひびきがいいから 杉並区立雲母小学校 杉並区立天沼雲母小学校

（杉並区立きらら小学校） （杉並区立天沼きらら小学校）

20 かわいいから 杉並区立きらり小学校 杉並区立天沼きらり小学校

21 区の木、シンプル 杉並区立けやき小学校 杉並区立天沼けやき小学校

22 皇室男子ご誕生の時流に乗って 杉並区立高野槇小学校 杉並区立天沼高野槇小学校

23 思いつきです 杉並区立向陽小学校 杉並区立天沼向陽小学校

24 輝く杉並の新しい学校、新しい杉並の学校のお祝いの名前 杉並区立杉寿小学校 杉並区立天沼杉寿小学校

（杉並区立さんじゅ小学校） （杉並区立天沼さんじゅ小学校）
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25 学校のまわりはビルばかり。それでも、自然とともに育ってほしいから 杉並区立新緑小学校 杉並区立天沼新緑小学校

26 ― 杉並区立杉荻小学校 杉並区立天沼杉荻小学校

27 杉並区の子どもが通う小学校だから 杉並区立杉っ子小学校 杉並区立天沼杉っ子小学校

28 天沼地区で天にもとどく勢いで、すくすくと育ってほしい 杉並区立すぎ天小学校 杉並区立天沼すぎ天小学校

29 杉のようにぐんぐん育ち、橋のような小学校で、子どもをきちんと渡らせて欲しい願いです。 杉並区立杉橋小学校 杉並区立天沼杉橋小学校

30 心豊かな子どもたちに育ってほしいと願っています 杉並区立杉福小学校 杉並区立天沼杉福小学校

31 杉並に生まれ育てられ、光り輝いて生きるという意味をこめて。 杉並区立杉星小学校 杉並区立天沼杉星小学校

32 子どもたちもPTAも、皆全力で事に立ち向かう、そんな様を名称にしてみました。 杉並区立全力小学校 杉並区立天沼全力小学校

33 大地に根を張る杉の木のように、真っ直ぐ伸びて欲しいから 杉並区立大地小学校 杉並区立天沼大地小学校

34 子どもがたくさん集まる学校になってほしいから 杉並区立子来小学校 杉並区立天沼子来小学校

35 楽しそうだから 杉並区立楽しい小学校 杉並区立天沼楽しい小学校

36 ふんわり、あたたかな学校だといいと思う 杉並区立たんぽぽ小学校 杉並区立天沼たんぽぽ小学校

37 千年生きるようになるから 杉並区立千とせ小学校 杉並区立天沼千とせ小学校

38 再配置の対象となる杉並第五小・若杉小とも、地理的にほぼ杉並の中央に位置している 杉並区立中央小学校 杉並区立天沼中央小学校

中野区には、中央中の例もあり、「中央」の名前をつけることに対し、行政としてさほど抵抗感
はないものと思われる

39 空に向かって堂々と胸を張れる心と、天沼を大切にする心を併せもった児童を育む学び舎 杉並区立天心館小学校 杉並区立天沼天心館小学校

40 杉並の子どもがみな友達になれるように。 杉並区立友杉小学校 杉並区立天沼友杉小学校

41 みんなで調和、融和していってほしいという願いを込めて 杉並区立ハーモニー小学校 杉並区立天沼ハーモニー小学校

42 新校が悠久に発展するように、そして児童の希望がいつもはるかに輝くように 杉並区立悠小学校 杉並区立天沼悠小学校

（杉並区立はるか小学校） （杉並区立天沼はるか小学校）

43 「未来を照らす光となれ」という願いをこめて 杉並区立ひかり小学校 杉並区立天沼ひかり小学校

44 とぶりゅうみたいに考えてつけた 杉並区立ひりゅう小学校 杉並区立天沼ひりゅう小学校

45
新しい学校ができてめでたい。「瑞」は"善"という意味があり、児童が希望をもって理想に向
かって歩んでいくようにとの願いを表している。 杉並区立瑞希小学校 杉並区立天沼瑞希小学校

（杉並区立みずき小学校） （杉並区立天沼みずき小学校）

46 これからの杉並の未来を担う子どもを育てる 杉並区立天沼未来小学校 杉並区立天沼未来小学校

47
在校生、卒業生、教職員、保護者、地域の方々が「自分の」小学校として長く関わってほしいと
思う。 杉並区立みんなの小学校 杉並区立天沼みんなの小学校

48
現杉五小、若杉小それぞれの児童が明るく過ごせて、地域、児童の宝のような存在の学校になっ
てほしい。学区域が広がるので、町名など特定の地域名を冠した学校はよろしくないと思う。 杉並区立明宝小学校 杉並区立天沼明宝小学校

49 桃色のようにやさしい心を持つ子の小学校 杉並区立桃色小学校 杉並区立天沼桃色小学校

50 悠仁親王の一字と生まれの一字を合わせました 杉並区立悠生小学校 杉並区立天沼悠生小学校

51 友達と仲良くできるようにするため 杉並区立友和小学校 杉並区立天沼友和小学校

52 将来への美しい夢を育める学校 杉並区立夢美小学校 杉並区立天沼夢美小学校

53 太陽の様に明るく、集団生活で、和を学んでほしい小学生時代だから。 杉並区立陽和小学校 杉並区立天沼陽和小学校
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