中央小星宮小の再編成後の新校の名前 応募結果
応募数：２１４件、校名候補案：７４案
※★印は、児童の意見を記載したものです。
※五十音順に表記しています。
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学校名

読み方

1

あおい小学校

あおいしょうがっこう

2

あおいの森小学校

あおいのもりしょうがっこう

3
4

明けの星小学校
うきしろ小学校
または
浮き城小学校
または
浮城小学校

あけのほししょうがっこう
うきしろしょうがっこう

校名に対する思い
行田市水城公園に咲くほていあおい。丈夫で育てやすい植物だが、手を掛けないと（水面を覆う）害草になってしまいます。
子どもに手を掛け愛情を込めて育てたい、丈夫な子にと思います。
また、「あおい」は幼児期に習うひらがなで最初の「あ」行に入っている文字で書きやすく、覚えやすい、電話でも聞き取りやすいように思いました。
両校の校歌の中から一言葉ずつ選びました。「あおいのしるしをともにかざして」「五つの森に歴史のほこり」
子供たちに両校の歴史を知ってほしいと思います。そして、今回の再編成にあたり、多くの方が考え、協議し、協力してこれまで進めてきたことも知ってほしいです。そ
の上で、今までの伝統を大事にしつつ、未来に向かって、元気に仲良く進んでほしいと願います。
明るい未来を開けるようにと、星宮小学校の星という漢字を残して命名いたしました。
「のぼうの城」の水攻めに我慢強く町民、村人たちと共に耐え抜いた旧忍藩の気概を持ち、明るい行田市のセンタースクールとして未来を築いて欲しいという気持ちも
込めて新校名を「うきしろ」にしました。また、行田市内の地域的にも近くに忍城もあり、水城公園もあるので昔の行田市の歴史も子供たちに新校名の由来として記憶
にとどめていただいたら幸いかと思います。
★・忍中に進学すること（忍中の「忍」は忍城→別名浮き城）。
・浮き城っ子（うきしろっこ）といえる。
もうこれは説明する必要はないでしょう。あえて理由を上げれば
１．住所は行田市”本丸”本家本元です。
２．忍城＝のぼうの城＝浮き城でしょう。
３．浮き城のまちぎょうだにもっともふさわしい。
やはり忍城の城下町また忍城の別名、おちない城、浮城が良いと思いました。
★行田のキャッチフレーズだから。
★忍城が近いから。うきしろ小学校と言いやすいから。
★忍城のそばにあるので、忍城の別名がうきしろから考えました。伝統を大切にするとともに、攻めても落ちなかった城なので、強く未来を切り拓いていく願いを込めま
した。
水攻めにも落城しなかった忍城は、行田市民の誇りであり、シンボルでもある。誰もが知っている忍城の名を子供たちが大人になっても変わらぬ思い出の学校となれ
ばよいと思う。
忍城を守り抜いた人々のように、諦めない気持ち、互いに助け合う気持ちを育むことができる小学校として。
行田といったら…浮城！代表の祭りも…浮城！通称は「うき小」で言いやすい！校章もお城をモチーフにしたらいいかもです。
忍城城主の「のぼうさま」の様にあやかり、みんなで結束し、仲良く楽しく学べる学校になってほしいという願いを込めて。
子供たちは、お城を見ながら育ちます。忍城はその昔、水攻めされましたが、よく耐えて「浮き城」と呼ばれました。
★忍城の近くにある学校として、昔は忍尋常小学校がありました。忍城は別名「浮城」と呼ばれています。漢字では、小学生低学年には難しいので、ひらがなで「うきし
ろ小学校」はどうでしょうか。家族みんなで色々と考えた結果、この名前にしました。
★行田市や学校の名前としてふさわしいし、一番行田市らしい名前だと思ったからです。
豊臣秀吉の石田三成軍に水攻めにあっても落城しなかった忍城。困難にぶつかっても、自分の進みたい道を切り開いていけるような強い子供たちに育ってほしいと
願って命名しました。
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4

学校名
うきしろ小学校
または
浮き城小学校
または
浮城小学校

読み方

校名に対する思い
新しい小学校になるため、行田市を象徴する学校になってほしいという願いを込め、行田を代表する忍城の名を入れました。
忍城のように大群にも負けずに育ってほしいという願いも込めて。

うきしろしょうがっこう

忍城の本丸に位置し、行田の歴史を語り継いでいくという上で、親しみやすいこの名前にしました。「忍小」も考えましたが、「下忍小」「西小」と響きが似ているので混同
しない校名を選びました。
浮き城と呼ばれた忍城に隣接する中央小学校。
教室の窓から忍城址が見える環境の中、星宮小との統合で守りやすく攻めにくい名城として有名な忍城の別名、浮き城を校名に使用してもらえたらと思いました。

5

大手門小学校

おおてもんしょうがっこう

忍城の大手門にあり、行田の歴史を感じさせる。子供たちに誇りをもってもらいたい。できれば、中央小の校歌は残してもらいたい。
★忍川って良い名前だからです。

6

忍川小学校
または
おし川小学校

おしかわしょうがっこう

7

忍川星小学校

おしかわぼししょうがっこう

その昔、忍城は忍川を水源として水路と土塁に囲まれた城で学校周辺はもとより、忍地区内にあった当時の水路は道路となり、その面影も消え現在の街並みとなって
いる。
また、中央小の校歌にも忍川が歌われ学校編成に伴う地区住民はもとより、この川を中心に市民生活が営われ市街地を流れる川として、水と緑の田園都市を目指す
本市としては欠かせない河川であり、名前の響き・綺麗さ・誰にでも解る・歴史的にも理解され、自然を愛し、大事にし、大らかな人間形成を育む学校名として愛され親
しまれる名前にふさわしいと思います。
★中央小学校と星宮小学校の間に川が流れているから、この名前にしました。星には希望の意味を込めました。
ドラマの「陸王」によって、忍城や行田市の知名度は高まったと思う。経済効果も波及したが、消滅可能性都市に指定されている行田市の継続的な経済効果を維持す
るために知名度上昇、観光客への呼び込み等に忍「おし」という文字を入れることで、それに一役買うのではないかと思う。
行田といえば元々忍です。
忍の名称をぜひ使用したいです。城下に立地する中央小を含む校名としてふさわしい。
歴史ある地名を冠する学校としてのポジションを表わす。
地名と合致、親しみ。
★・忍小、忍中で一体になるから。
・忍城が近いから。
・忍者の忍でかっこいいから。
★忍城の近くにあるから。
★忍城の近くにあるから。
★忍中の近くだし、いずれ忍中に行くから。

8

忍小学校
または
おし小学校

おししょうがっこう

忍藩にまつわる由緒ある校名。いつまでも残したい名称であり、地域に根ざした素晴らしい伝統となりうると思います。
当地は行田市になる前は忍町でした。忍城の堀を埋めてできたのが今の市役所や中央小学校のある土地です。由緒ある地名ですので忍小学校が良いと思います。
私自身行田に生まれ、長い間地域にお世話になり本丸にいますが、忍城はとてもすばらしいです。景観も良い中で、児童たちが通い学ぶ所としてやはり（忍）地区は、
良い響きかと思います。忍藩主、忍城など、（忍）という文字を残してほしいと思います。家族５名中４名中央小卒業生、１名南小卒業生。
歴史的地名に立脚して。
所在地は行田市本丸で、そばには忍中学校があり、両校とも忍城内にあって整合性があること。市民にとっても父兄、在校生、卒業生にとっても「忍」は分かりやすく
親しみがあると思われること。中央小と星宮小の名を残すのは無理があること（例えば中星とか中宮とかは印象が良くない）。両校の校域の人たちにとっても小学校が
合併して、その名称がひと回り大きくグローバル化したものとして納得できると思料するので、良い名称だと思う。
市中心部にある学校なので、行田を象徴する「忍」がふさわしい。
★理由は、忍城が近くにあって、忍城の学校みたいだからです。
★忍中学校が将来統合予定であり、忍中の名前はなくなってしまうと考えられるため、行田のシンボルである忍城の「忍」という字が入る校名を残したいため。
★私は、忍小学校が良いと思います。なぜかというと、忍城の忍と忍中学校の近くだからです。覚えやすくて、短くて、分かりやすい学校の名前にしました。忍小学校の
忍は、漢字で書きやすいと思って、忍小学校にしました。
★近くに忍城があるし、忍中学校も近くにあるからです。
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学校名

読み方

校名に対する思い
★中央小の近くに忍中学校があるから、忍中学校の「忍」を取って忍小学校が良いと思う。
★忍城のおひざもとにあるので、忍中学校と並び「忍小学校」が良いと思いました。
★歴史のある中央小の名がなくなってしまうのはとても残念でありますが、みんなが親しみやすく歴史的イメージを残す意味合いで「忍」を使い、忍小学校が良いと思
いました。
★忍城の忍、忍中が近くにあるから。ひらがなでも書きやすい。
★なじみがあるし、自分が生まれた地だから。
★中央小などの歴史をたどると「忍」という言葉が多くみられ、この行田は忍藩の由来になった場所だからです。
★忍中の近くだから。
★忍城が見える学校で楽しく学校生活が送れますように。
★忍城が近くにあるし、忍中学校も近くにあるし、忍中、忍城の忍を使ってあるからおし小学校にしました。
★隣に忍中学校もあるし、「忍」というのは忍城ともつながっているので、行田の有名な言葉は「忍」という言葉になってほしいと思ったからです。
★・忍中学校はあるのに、忍小学校はないから。
・読みやすいから。
・カッコいいし、良い名前だから。
★近くに忍中があるから。
★忍小学校は、忍城の「忍」を取って忍小学校にしました。
★忍中があるので、忍小で良いと思うからです。
★中学校が忍なので、小学校も忍が良いと思ったから。
★忍中学校が近くだし、忍中学校と合わせた方が良いと思ったからです。

8

忍小学校
または
おし小学校

おししょうがっこう

★忍城の近くにある小学校だし、忍中学校もあるからです。
★この近くに忍城があって、忍中もあるから学校も忍という漢字を使うと良いと思ったからです。
★行田市のシンボルが「忍城」で、おばあちゃんが行田市は昔は「忍町」だったんだよと教えてくれたので、行田市立忍小学校が良いと思います。
行田のシンボル忍城のお膝下、学舎から仰ぎ見ながら学べる小学校、ぜひ”忍”小学校と命名を希望します。
・行田らしい、歴史と共に生徒が過ごせるように。
・行田市内の小学校で名前浮きしないように（南、西小など）。
・西小、西中があるように忍で良いと思った（忍中・忍小で）。
・ひらがな、カタカナより漢字で他校と統一してほしい。
・誰でも覚えやすく、親しみやすい、書きやすい、響きも良い。
中学校が忍だから、小学校も忍にしたい。
忍城ありで市民に親しみやすい。また、忍小学校から忍中学校へは自然の流れだと思う。
例：埼玉小→埼玉中、須加小→須加中、荒木小→荒木中
子どもが新校３年目に通う予定です。隣りの忍中学校への進学も考えて、セットで小中学校（９年間の教育）も今後開始されるだろうことから、この名称を提案します。
忍城のすぐ近くの学校なので、分かりやすく、呼びやすい名前だと思います。また、珍しい名前なので、すぐに「行田の学校だ」と他の地域の方にも思っていただけるの
ではないでしょうか。子供たちが行田の歴史や自然に関心をもちながら新校に通うことを願っています。
忍城、忍中学校、忍小学校と誰にも覚えやすくて親しみがあると思います。この忍という名は永遠に続くと思います。
市の中心部に位置する忍城とそこに隣接する中央小学校なので、新しい校名を忍小学校としました。
★学校があるのは、忍地区であることと、校庭からは目の前に忍城が見えます。
また、隣りには忍中学校があるので、「忍小学校」という名前がピッタリだと思います。
★忍中学校が隣りにあるので、分かりやすくて良いと思いました。
★近くに忍中学校があるからです。
中央小、星宮小両児童とも将来「忍中」に通うため。また、今後中学校も含めた再編があった際、「忍中」という校名も消滅してしまっては卒業生として寂しいため。
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学校名

読み方

校名に対する思い
中学校が忍中なので、隣りにある小学校で忍中と合わせて忍小学校が良いと思う。忍城とも関連が思いつき、一体感があって良い。
★地元の方たちにも、馴染みある言葉の響きであり、忍中学校もあるので。
皆が場所等のイメージをしやすいと思います。
★忍中の近くだから。
★地区が忍だから。あと、中学校が忍中学校だから。
★中学校が忍中だから、忍小・忍中と続くと良いと思ったからです。

8

忍小学校
または
おし小学校

★忍城の近くだから。
シンプルで誰もが親しみやすい名前にしたいから。
おししょうがっこう

忍城の近くにあるということを忍中学校と同じように小学校もあったら、歴史を感じられて良いと思いました。
亡き父が子どものころは現在の中央小がこの名称だったと聞いています。当時は１学年３０クラスほどあったとか。行田市がまた昔のような活気あふれることを願い、
この名前にしました。
地区の名前であることや、忍城が近くにあることから、子供たちが忍城を感じられる名前が良いと思うため。
旧忍町にある小学校であるから。
忍城の近くで、忍中の隣りなので忍小が良いと思います。
・星宮小の卒業生は忍中へ、中央小の卒業生も忍中へ通学している現在、忍小学校という校名は自然であり違和感もないでしょう。
・「泉小」等、地域に直接関連しない校名もありますが、できることなら地域の名を残したい。
・忍城、忍小学校、忍中学校、一貫性を感じます。
行田市の歴史ある地域にあり、末永く親しまれる小学校であり続けるよう願いを込めた。
行田市のシンボル忍城。その城下に立つ中央小。星宮小を合併してもその位置が変わらないので。行田市民として誇りと歴史を感じ、未来を担う子供たちに行田市を
守ってもらいたい思いから。
歴史と伝統を誇りに思えるように。

9

忍城小学校

おしじょうしょうがっこう

忍藩の藩校として天保年間に再興された進修館の系譜を継ぎ、明治５年に近代学校としてその前身が発足した中央小と、同じく明治５年に発足した星宮小が再編成
により、誕生する校名の名前は近隣にある忍藩ゆかりの忍城にちなみ、「忍城小学校」が最もふさわしいかと思います。
明治の文明開化から今日まで両校が幾多の人材を世に輩出してきた功績は多大で、私たち行田市民の誇りであります。これからも次の世代を育てる行田市文化のよ
り所であり続けるのではないでしょうか。
行田市の象徴の一つである忍城を、皆に新しくなった小学校として歴史をつくってほしいと思います。
忍城のすぐそばにある小学校。新しい児童の皆さんは、いつも忍城に見守られています。
行田のシンボルであり、歴史ある忍城のそばにある小学校だから。覚えやすく、みんなから親しまれるように。

10

忍総合小学校

おしそうごうしょうがっこう

11

忍中央小学校

おしちゅうおうしょうがっこう

12

忍の星小学校

おしのほししょうがっこう

13

忍町小学校

おしまちしょうがっこう

14

忍未来小学校

おしみらいしょうがっこう

15

輝き小学校

かがやきしょうがっこう

行田市の中心にあるので（市役所・忍城に近いため）。家の子ども２人が卒業した小学校なので残してもらいたい。由緒ある場所にあるので、名前を変えても子どもが
ここで学んでもらいたい（行田市の子供たちに）。
城の町、行田の中央にある小学校であるため。忍城の忍は行田市民にとって誇りであると強く思うから。
行田市の前身は、忍町？（忍市）なので、歴史的な遺産として命名したい。
行田市の中心に開校される新小学校は、忍地区と星宮地区の子供たちが、楽しく明るく元気に通える学校であってほしいと願っています。そこで、忍と星を組み合わ
せた新校の名前を考えました。多地区の子供たちが、同じ行田市で暮らす仲間と切磋琢磨しながら夢や希望をもって心や体を育み、自信をもって過ごしていけるよう
な小学校になると期待しています。忍町で星のように輝く子供たちの笑顔に出会える日が楽しみです。
★忍城の築城と忍藩十万石の城下町として栄えた行田は、現在も足袋産業が盛んで、足袋のまち行田、また、和装文化の足元を支え続ける足袋蔵のまち行田として
日本遺産に認定されました。中世に使われていた「忍」と近世にて使われている「まち」を合わせ、また、行田の前身である「忍町」を使用することにより、市民の人に愛
され続ける新生の小学校にふさわしい名前だと思います。
未来にはばたく国際的リーダーを忍地区から輩出してほしいから。
★輝くようなすごく良い小学生になれるようにと思いました。輝いた小学校にしたいという願いを込めて、この名前を考えました。
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学校名

読み方

校名に対する思い

16

きねや小学校

きねやしょうがっこう

17

希望ヶ丘小学校

きぼうがおかしょうがっこう

子供たちが６年間夢に向かって、友だちと勉強やスポーツを楽しみながら心身を育んでいけるような希望をもてる学校であってもらいたいと思い命名しました。

18

きぼう未来小学校

きぼうみらいしょうがっこう

新しい時代に向かって、希望をもって子供たちが学び、成長していけるような、夢をもって羽ばたいていけるような、そんな思いを名前にしてみました。２つの小学校が
一緒になるということで、名前も「きぼう」と「未来」と合わせ、ひらがなと漢字を合わせることにより、新しい時代の小学校のイメージを表現してみました。

「行田足袋」の生産をモチーフにした校名であること。最近の平仮名志向を用いることにより、親しみ愛しさを感じるとともに、行田市をイメージさせる柔らかさにも配慮
した学校名として推薦したいと思います。

行田のまさに中心に位置する小学校として、シンプルに行田小を提案します。行田中はあるのに、行田小はないのでバランスもとれることでしょう。市民からも親しまれ
る学校とするため、縮めても「ぎょうしょう」と子どもも口にしやすいはずです。
19

行田小学校

ぎょうだしょうがっこう

意外に行田市を名乗る小学校がないですし、中央と星宮なら行田市の中心の場所ですし、名乗るにはふさわしいと考えました。
行田中学校があるのに行田小学校はない。市の中心に位置する中央小をおさめているので、代表的な名称を使用するのにふさわしい。
行田の中心にあるから。
行田市の中心部にある小学校であるから。

20

協仲小学校

きょうなしょうがっこう

★「協」は、みんなで協力して過ごすという意味です。「仲」は、みんなで仲良く楽しく過ごすという意味です。このことから、「行田市立協仲小学校」という新校名を考えま
した。
★理由は、きらきら小学校だとみんながきらきらになると思うからです。

21

きらきら小学校

きらきらしょうがっこう

22

元気小学校

げんきしょうがっこう

23

古代蓮足袋小学校

こだいはすたびしょうがっこう

蓮は行田の花。足袋で栄えた行田のため、選びました。

24

ごんげん小学校

ごんげんしょうちゅうがっこう

徳川家康が築いた江戸幕府３００年、譜代大名として繁栄した忍城。徳川家康の神号は、東照大権現と称されたため、「権現さま」と親しみやすく呼んだことから、その
忍城址に立つ小学校なので命名しました。

★一人一人がきらきらと頑張っていて輝いている学校であるように。
★みんなが仲良く楽しくきらきら遊べているからです。
★生徒が元気に学校に通えるように元気小学校にしました。

ずいぶん昔に中央小を卒業しました。根岸先生や中島先生に大変お世話になりました。
先週、実家に帰った際、友人から再編成する話を聞きました。ポストに入っていた募集チラシを持ち帰り、このメールに至りました。
自分が卒業した学校の名前がなくなるのは寂しいですが、これも時代の流れなのかなと思います。
そこで、最初に思いついたのが、のぼうの城の忍城の忍を取って、平凡ですが忍小学校でした。
ただ、応募条件の新しい学校としてふさわしい名称という箇所を見て、ちょっと違うかなということで考え直しました。
学校といえば、私的には桜を連想するので桜小学校が良いなということで、さらにより簡単な「さくら小学校」としました。

25

さくら小学校

さくらしょうがっこう

26

桜星小学校

さくらぼししょうがっこう

27

十万石小学校

じゅうまんごくしょうがっこう

28

城下小学校

じょうかしょうがっこう

★忍城を中心に栄えた城下町であるから、これから先も歴史的な街並みと文化が受け継がれていってほしいという願いを込めて。

29

城跡小学校

しろあとしょうがっこう

歴史的背景による。

30

城下小学校

しろもとしょうがっこう

城下ということで、行田市のシンボルである忍城を主要素とし、「星宮の子」「中央の子」ではなく、皆平等な城下民、平等であり、1種の共同体であるという願い。

31

仁偲小学校

じんさいしょうがっこう

★仁は思いやり、いつくしみの心という意味があり、偲は励まし合うという意味があります。思いやり、励まし合う心を忘れずにという思いが込められています。

32

進修（脩）館小学校
または
しんしゅうかん小学校

しんしゅうかんしょうがっこう

桜…中央小へ入学したとき、中央小の桜を見て感動したことが今でも忘れられないから。また、桜が冬を乗り越え、春に花を咲かせるように、生徒に我慢強く、心強く、
優しい生徒になってほしいという理由から。
星…星宮小学校の星からとりました。また、星のように輝ける生徒になってほしいから。
★昔からなじみのある言葉だから。

忍藩の藩校として天保年間に再興された進修館の系譜を継ぎ、明治５年に近代学校として前身が発足した中央小学校と、同じく明治５年に発足した星宮小学校が合
併し、誕生した本校の名前は「進修館小学校」が最もふさわしいと思います。
明治の文明開化から今日まで両校が幾多の人材を世に輩出してきた功績は多大で、私たち行田市民の誇りであります。これからも次の世代を育てる行田市文化の
いしずえであり続けるのではないでしょうか。
★星宮小と中央小を合わせて、こんな感じかなと思って、この学校名にしました。
★伝統を大切にし、新しい歴史をつくる学校にしたい。
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校名に対する思い
・成徳→知育→徳育→全人教育→進徳
・達材→材（才能）→学業（開花をはかる）→脩業
進徳と脩業の頭文字「進」と「脩」の頭文字をとって「進脩館」とした。
成徳達材：良き師、良き友を得て 進徳脩業：長い道のりを経て人格学業両立を目指すスタートの館となることを願うものです。
ひいては、市教育の原点に立つ思いでその象徴（シンボル）ともなる校名としたいものです。中央小の原点は進脩館でした。

32

進修（脩）館小学校
または
しんしゅうかん小学校

しんしゅうかんしょうがっこう

藩校（江戸時代）であったから。
自分の母校だから。あおいのマークに思い出たくさんある。
①歴史的な名称を継承する。
②対象地区の教育の原点にさかのぼり、緑の名称を復活する。
③中央小は扁額も引き継いでいる。
④高校とダブっても違和感はないと思う。
親、子、孫共に卒業、在学をしております。行田の歴史を守り、中心校としてのプライドを引き継いでいってください。

33

進修（脩）小学校

しんしゅうしょうがっこう

行田市ゆかりの忍藩の藩校名からふさわしい名称と確信します。
行田市は「進修っ子」と呼ばれる子供たちが多く、「進修館高等学校」も存在するので、「進修」という名を行田にもっと残していくため。

34

進修子小学校

しんしゅっこしょうがっこう

35

新星小学校

しんせいしょうがっこう

36

新未来成田小学校

37

新和小学校

しんわしょうがっこう

38

星央小学校

せいおうしょうがっこう

39

星城小学校

せいじょうしょうがっこう

40

聖和小学校

せいわしょうがっこう

41

石城小学校

せきじょうしょうがっこう

42

中央星宮小学校

ちゅうおうほしみやしょうがっこう

43

中星小学校

ちゅうせいしょうがっこう

44

天心小学校

てんしんしょうがっこう

45

友笑小学校

ともえしょうがっこう

★忍城の武士が学んだ藩校、進修館の始まり。新しい学校としてふさわしいと思います。
新しい校舎、いぶき、未来を感じさせ一等星のように「キラキラ」輝いてほしいので、シンプルですが最良だと思います。

しんみらいなりたしょうがっこう 理由なし。

46

なか忍小学校

なかおししょうがっこう

47

長親小学校

ながちかしょうがっこう

48

中の星小学校

なかのほししょうがっこう

★新しい令和の年号になってできた小学校として、学校の生徒や地域の人たちの中心となり、和になって輝ける小学校を目指してほしいと思います。
一文字ずつとりました。
中央小と星宮小から一字ずつ。行田市の中心（中央）から、スター（星）が輩出される学校になりますように。
現在の中央小学校は、昔の忍城本丸の一部で市の中心部に位置する地域です。また、星宮小学校は市域の北部に位置し、星宮の星は天体を意味し、万物の象徴で
あり、星を稼ぐという格言は成績を上げるという代名詞。両校の共通する特徴を永久的に後世へと歴史的な背景を考慮し校名とするものです。
聖は、知徳が最もすぐれ事理に通じていることという意味が書いてありました。好きな字なので使いました。
昔、忍藩に尾崎石城という貧しい下級武士がいた。城下での暮らしを挿絵入りで日記を残しており、「新訂幕末下級武士の絵日記」で詳しく伝えている。
お金が乏しかったので、書き写すことも多く旺盛な知識欲というほかない。石城は互いに家を訪ねて夕食や酒宴を共にする友人が何人もいた。学問好きの青年武士と
書物の貸し借りをし、老武士と天下国家を論じ合った。交遊を通じて知的欲求を強めたことは想像に難しくない。明治維新で石城は藩校の教頭に抜てきされた。
いずれにしても両校名は捨てきれない校名でしょうから、簡潔で分かりやすくしました。
中心で重要な位置、内側から盛り立て、星は星取りともいって幸運を呼んでくれるのではないでしょうか。
★中央小の中の字、星宮小の星の字を合わせたもの。
★天心の意味は、空の中心という意味なので、いつまでもこの学校や生徒たちはお手本の中心でいられるようにという願いを込めました。もう一つの意味は、天真爛
漫という言葉の意味からとりました。純真で心の中が素直に表れていることという意味だからです。
★新しいお友だちが増えて、生徒一人一人が笑顔で過ごせる学校になってほしいです。
市内学校の「中」心となる新しい学校になってほしい。
市内「中」央地域にある学校。
上記から「なか」という文字を取り、行田市のシンボル忍城の「忍」と合わせました。
響きも「仲良し なかよし」に似ており、未来を担う子供たちには多種多様な仲間たちを認め合い仲良く勉学に励んでほしいので、校名にと思いつきました（なかを漢字
表記にすると忍中学校と紛らわしいため、ひらがなにしました）。
★長親が忍城の城主のとき、石田三成に水攻めされても忍城は落ちなかったように、この小学校も丈夫で元気な学校でいてほしいからです。
忍城城代、成田長親より。文字通り、長く親しまれる学校になりますように。
簡潔で新鮮味を出し、さらに語呂を和らげるための「の」を取り入れました。
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校名に対する思い
中央小と星宮小の頭文字を利用し、どちらの学校も関係者が思い出せるため。

49

中星小学校

なかほし（ながぼし）しょうがっこう

両校の同窓の方々の思いをくんで。
共に名を残し、中央小の「中」、星宮小の「星」をとって。また、行田の中心となり星（スター）になる児童。そこを卒業したことを自慢（ほこり）に思えるように…。
いずにしても両校名も捨てきれない校名でしょうから簡潔で分かりやすく、子どもに読み書きしやすいよう頭文字のみ取り入れました。

50

仲良し小学校

なかよししょうがっこう

★星宮小と中央小が合体しても、みんなで仲良く勉強とかを頑張ってほしいからです。

51

なごみ小学校

なごみしょうがっこう

令和の和であり、平和の和を「なごみ」と読んでいただいて学校名としたいと思います。

52

成田小学校

なりたしょうがっこう

・のぼうの城：忍城主、成田長親、成田小学校。
・石田三成による忍城への水攻めに耐えた。
・強く元気な子どもに成長してほしい。

53

成友小学校

なりともしょうがっこう

★成長していく途中に、友だちがたくさんできてほしいから。

54

二ノ丸小学校

にのまるしょうがっこう

理由なし。

55

ねんりん小学校

ねんりんしょうがっこう

何年もかかって若木が大木になり、枝葉を伸ばし、長い歴史になりますようにと願いを込めました。

56

希望小学校

のぞみしょうがっこう

57

蓮小学校

はすしょうがっこう

58

花咲小学校

はなさきしょうがっこう

59

光小学校

ひかるしょうがっこう

未来を担う子供たち一人一人が、それぞれの「光」（個性）を輝かせ、互いを尊重し、のびやかに活動できる学校であってほしいとの願いを込めました。

60

日空小学校

ひそらしょうがっこう

★「日」のように明るく、「空」のように自由でのびのびとしてほしいからです。

61

風土記小学校

ふどきしょうがっこう

確固たる歴史に支えながらも、清々しさを感じる校風であるよう。

62

北斗小学校
または
ほくと小学校

ほくとしょうがっこう

星のなかで重要な役割の北斗七星にちなんでつけました（中央と星宮の中と星をこめてつけました）。

63

星央小学校

ほしおうしょうがっこう

★ほしおう小学校が良いと思います。

64

星成小学校

ほしなりしょうがっこう

★星成（ほしなり）に考えた理由は、まず第一にどんな子供たちかと考え、夢や希望に満ちあふれた星のようにキラキラと輝く子供たちで「星」。行田といえば忍城。多
才なアイデアで城を守り、民に慕われた成田長親の「成」を取り、星成小学校と考えました。

65

星の浮城小学校

ほしのうきしろしょうがっこう

星宮の星を残して、行田の忍城ゆかりの名を一緒にしました。漢字で「浮城」としたのは、昔から使われていた語だと思って使いました。少し長い校名ですが、行田の
人にとって大切な学校です。長く愛される校名だと思います。

子どもは地域の希望です。
行田の蓮が有名だからです。
★みんな一人一人がすてきな花を咲かせられるように、また、代々その思いが受け継がれていくようにと願いを込めて。

まさに行田の本丸に位置する小学校。
学校（中央小）の立地場所が「忍城」に近接することから「城」にちなんだ名称が好ましい。また、そうした観点から本市の旧町名の「忍」も捨てがたい。しかし、すでに
「忍中学校」の名称で使われている。そこで「城」の中枢であり、現在の地名にも使われ、本市の輝かしい歴史と発展を彷彿とさせ、永く記憶にとどめさせる「本丸」が新
校の名称としてふさわしいと思う。
力強さがある。中央小の特別支援学級の呼び名が「本丸」であり、名付けた方の「教育の本丸がここにある」という思いを知って感銘を受けた。
★住所からとってつけました。
66

本丸小学校

ほんまるしょうがっこう

★中央小の地区にちなんで。
東西南北にある小学校の行田市内の中心にある学校として、また、忍藩の中心忍城の本丸近くに位置する学校として後世に残してほしい校名だと思います。江戸時
代には松平家、阿部家により１８０年余りに渡り徳川家の中心的な位置（老中）になっていたので、本丸としました。
忍城の名残と地区名から市民が名実共に誇り高き校名となるよう命名した。
行田市の歴史を代表する忍城跡にある小学校としてふさわしく、地名にもなっており親しみやすい。
★行田の真ん中だから。名前が好きだから。
行田の中央に位置し、これからの未来の中心となる子供たちの成長を願い考えました。
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66

本丸小学校

ほんまるしょうがっこう

校名に対する思い
①行田市は、歴史的に忍藩十万石と歴史的に知れた街であり、近年では映画「のぼうの城」で石田三成の水攻めに耐えた「浮き城」と改めて全国に紹介されている。
②中央小学校の所在は「本丸地内」であり、近傍に忍城本丸跡地に御三階櫓がそびえる「郷土博物館」があり、博物館の周辺は忍城址公園として整備され行田の見
どころの一つとなっている。
③対象地区在住者としては、新校名を「行田市立忍小学校」とし、将来「行田市立忍中学校」とで南部地域小中一貫型小学校・中学校を目指しても良いのでないかと
思料するが、忍中学校名が使用できなくなりそうな気がする。
④小・中学校名を地域の由来など用いず「第１小学校」や「第１中学校」と命名する方法も考えられるが、どこの学校を残すか決まってないので不可。
⑤以上のことから、今回の２０２２年度までに複式学級回避のため再編成での中央小学校の新校名は、「行田市立本丸小学校」とすることが、歴史と所在地からふさ
わしいと思う。
歴史ある忍城下に位置し、行田市の中核として未来にはばたく人材が育成されることを願います。
・本当は中央小が一番良いし、好きです。
・東西南北があって、中央が無くなるのはとても悲しいです。
・歴史が消え去るし、残念。
・校歌は残してください。
行田市本丸だから。
地域の名をとって、地域を誇れる子どもに育ってほしいと願いを込めて。
地域に根差す、親しみやすい名称だと思います。何世代に渡っても、はやりすたりのない、地域を誇れるように考案いたします。
行田市は室町時代に関東七名城の一つとして知られた「忍城」。その城下町です。
現在、中央小の建っている場所は、まさに忍城の跡地であることから”本丸小学校”という名前がふさわしいのではないかと思い応募しました。

67

本丸中央小学校

68

まどか小学校

69

まんなかあいさつ
小学校

ほんまるちゅうおうしょうがっこう 行田市はやはり歴史をＰＲしたい市であり、城のイメージが強いので城と町の中心を強調した。
まどかしょうがっこう

太陽をイメージしました。心が明るく温かで大きな人間に育ってほしいとの思いです。

まんなかあいさつしょうがっこう ★中央小みたいにあいさつが上手になってほしいからです。
北利根川、南荒川、東に武蔵水路、関東平野があり、古代から豊かな自然で水に恵まれて、その中央にあり、江戸時代のお城を再現（忍城）している。また、周りの市
民が憩うことができる水城公園が位置している。子供たちに良い環境であることを思い、水（豊作物）城（古代歴史土地）の意味を込めました。
★近くの忍城を連想でき、歴史も感じられるため。
★水攻めにも負けず、歴史に残る忍城があるため。
★水城公園と忍城に囲まれた中央小学校だからです。
忍城のもと、やはり忍進修館は一番だと思いますが、既に使われております。そこで、三成も落とせなかった、ひらがなでも漢字でもふさわしいと思います。地域を思い
おこすものが最適だと思います。卒業生の子供たちも地域に関するものが最適だと言っております。
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水城小学校
または
みずしろ小学校
または
みず城小学校

行田といえば・・・と思い考えました。
みずしろしょうがっこう

水攻めでも落城しなかったただ一つの忍城。たくましく強く人生の学び舎と願って命名したもの。
水城は、何となく温かい気持ちになるからです。行田で住んでいて、何らかの形で見たり聞こえたりして、それが私にとって慣れた言葉、そしてどこか懐かしい音なのだ
と推測します。
行田市は歴史と文化のある町であり、忍城、水城公園で近くあり、残したい名称です。
あたたかさ、新鮮さ、わかりやすさ、一体感（地域）→みずしろ通り、コミュニティセンターみずしろ、水城公園など使われている。
★中央小の近くには、水城と呼ばれている忍城があるから。本物の忍城が立っていた水城公園も近くにあるから。
水城公園やコミュニティセンターなど、地元で使われ親しみやすい名前で付けました。
★水攻めされても負けなかった忍城が近くにあるから。
敵が来ても落ちない城、忍城のように強く元気になってもらいたいと思いました。また、少子化にストップをかけ、未来に残ってもらいたい母校になっていってほしいと
思ったため。
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瑞穂小学校

みずほしょうがっこう

学区に穀倉地帯を擁することと、子供たちに稲穂のように実り豊かに育ってほしいという願いを込めて。
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メインスター小学校

めいんすたーしょうがっこう
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芽吹小学校

めぶきしょうがっこう

校名に対する思い
中央（main：中心となる、主要な）、星宮（star：星、スター）、両小学校の文字をいただき、国際化を意図して英語にしました。
個性を伸ばし、一人一人が輝く人となるような児童を育てる主要な小学校であることを強く願い、メインスター小学校と付けさせていただきました。
「芽吹」とは、樹木の新芽が出始めることを意味します。小学校という時期は、人生の第一歩であり、様々な可能性の宝庫です。
この小学校で学び成長し、最終的には多くの根を張り巡らせ、立派な樹木になってほしいという願いと、新しい発想や新しい人間関係が次々と生み出される様子も「芽
吹」という言葉で表現しています。
新しい時代の明るくなごやかな学校になることを期待して。
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令和小学校

れいわしょうがっこう

新しい元号のもと、新しい学校づくりが進むとよい。
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