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NO. 通称名 理由 校種・学年等

1 3校協力学園 ３つの学校で、略して3校です 信篤小５

2 3色学校（さんしょく） ３つの学校だから 信篤小５

3 3つの力３× 3つの学校が力を合わせる 信篤小４

4 FLY（フライ）
３校の間を流れる真間川には、白鷺、川鵜、カモメ、ユリカモメなど、様々な鳥の飛翔が見られます３校を自由に跳
び、交流し合うそして、英語にも力を入れていくという事でFlyにしましたコミュニティの「ねぎぼうず」なども、よく「ね
ぎ」と短く言いますので、通称なら３文字くらいが良いかと思いました

地域の方

各学校の頭文字を取って 高谷保護者
3校の頭文字から 信篤小５

6 HKS学園
二俣小と高谷中と信篤小の頭文字のHとKとSをつなげて、HKSそして、小学校と中学校を合わせるから学園にしま
した

二俣小４

7 K.C.S Koya　combined school(高谷一貫学校)英文字3文字でわかりやすい 二俣保護者

8 KBTF この地域の地名の高谷、原木、二俣、田尻の最初の頭文字をとった 中１年

10 K.F.S 全学校のイニシャルをとって、覚えやすく、なじみやすい名前 中１年

11 KFS 記載なし 中３年

12 KFS学園
key to future success(将来の成功を握るカギ)を見つけられる学校であってほしいという願いと、Koya（高
谷）,Futamata（二俣）,Shintoku（信篤）の頭文字を取って

二俣保護者

13 KFSベイブロック 3校の頭文字と、「ベイ」は海は近いことから、「ブロック」は高谷中学校ブロックから 信篤小５

14 KSF ３校の頭文字をとって 信篤小６

3校の頭文字をアルファベットにしてカッコ良い感じに 中２年
頭文字をとってこの名前にしました 中３年
全ての学校の頭文字をいれて一体感を出したかったから 中３年
三つの学校の頭文字をとったから 信篤小４
覚えやすく、聞いたときに「そこは、高谷中、信篤小、二俣小のことだな」とすぐにわかるから 信篤小６
一つになる、一緒になるというところから、頭文字をとってKSFです 中１年

16 KSF学校 ３校の頭文字をアルファベットにし、短くて、覚えやすいと思ったから 信篤小６

17 KSF小中一貫学校 3つの学校をローマ字にして統一感を出すため 中２年

18 KSF小中学校 ３校の頭文字をとってつけた 信篤小６

19 KSF中小学校 合わさった名前だと一つになると思ったから 中１年

20 KSFブロック 高谷、二俣、信篤のブロックだから 中１年

21 KSH 高谷と信篤と二俣の頭文字から 中２年

22 KSH（Ｆ？） 3つの学校をローマ字にしたときの頭文字だから 信篤小４

３つの学校のイニシャルの頭文字を取った名前全ての名前を合わせて心を一つにする 中３年
3校の頭文字をローマ字にしてつけました 信篤小３

24 ＫＳＨ小中学校 3つの小中学校のローマ字の頭文字 信篤小４

25 NEW市川学園 記載なし 中２年

26 SFK学園 3校の頭文字から 信篤小５

27 SIFUKO学園 信篤…SINTOKU、二俣…FTAMATA、高谷…KOYA 信篤小６

28 ｓｍｉｌｅ 目立つように英語にし、笑顔がたくさん生まれてほしいから 信篤小４

29 青嵐学園 夏に咲く少し強い風のことがかっこいいと思ったから 信篤小３

30 あお空 同じ空の下にいるから 中３年

あおぞらみたいに、広い心の人がたくさんの学校がいいから！ 信篤小３
あおぞらのようにえがおでいる 信篤小３

32 青空学園
青い空に雲一つもない、きれいな空が広がっている心が晴れて、聞いただけでどこまでも青が続いている空を想像
するから

信篤小５

青空のように明るい人になってほしい青空のように心がひろい人になって欲しい 信篤小３
青い空と空は、なんだか仲良しどうだから 信篤小６

34 青花学園 かんたんな字のほうが、いいと思った青空の下みんな花のように元気に遊んでいる様子をイメージした 中３年

35 青基学院
「青」には若いという意味があり「基」には土台という意味があって若いころから自分育っていく土台を見付けてほし
いから

中３年

36 青楽学園 「青」い空の下で勉強や交流を「楽」しめるような学校が良いと思ったから 中２年

37 秋桜学園 秋が好きなのと、秋桜が象徴的だといいな 中１年

38 明彩学園 明るくて個性豊かな人がたくさんいるから明るい学校にしたいから 中３年

39 明心学園 明るい心を持った生徒が多いから 中３年

40 あくあく学園 他の学校と一緒に生活ができたらあくあくするからです 二俣小２

41 朝日学園 朝日のようにキラキラしている学校にしたいから 二俣小５

42 あさま学校 昇る朝日と、勇ましいすがたということで、あさま学校 中１年

43 薊 薊の花には独立や厳格といった花言葉があるから 中３年

44 飛鳥学園 将来に向けて鳥のように飛んでほしいから 中２年

45 遊び学校 みんなと一緒に遊びたいから 信篤小３

46 新しい自分を目指す コミュニケーションが取れたりするのが増えたり、自分と知らないと喋らないから 中３年

47 あつまる学園 高谷中学校と信篤小学校と二俣小学校が集まるからです 二俣小２

48 あめじすと きれいだから 信篤特学

49 新たな小学校 新しいことにチャレンジできるように 信篤小３

50 ありぞい小学校 記載なし 信篤小1

51
あんぜんにまたしんとくこうやがっ
こう

記載なし 二俣小１

ここは市川だから 信篤小1
ここは市川だから 信篤小1
市川に住んでいるから 信篤小1

53 市川KSN学園 K＝高谷、S＝信篤、N＝二俣、全て入っているから 中３年

54 市川SP学園 市川市内でスーパーな学校を目指すため 信篤小５

55 市川快進学園 三つの学校で協力し、快く進んで活動できるようになりたいので、この名前にしました 信篤小６

56 市川輝学園 市川で最も輝いているような学校にしたいから 中２年

市川市にあるからそして市川をひらがなにすることで親近感もわくし、小学校も合わさっている感じがするから 中３年
いちかわが大好きだから 信篤小２

いちかわ学園57

31 あおぞら学園

33 青空学校

いちかわ52

FSK学園

KSF学園

5

15

23 KSH学園
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市川市の学校が協力し合うから 中２年
市川市だから 信篤小４
全部市川市にあるから 信篤小４
全て市川にあるから 信篤小４
市川市だから 信篤小５
小学校と中学校があるので学園と付けましたすべて市川市にあるからです 二俣小４
千葉県は市川の名がついているので、市川学園としました 二俣小５
市川のみんなが協力できると言うことと、言いやすいから 二俣小５
市川市の学園だから市川学園にしました 二俣小６
市川にあるし響きがいいから 二俣小６
市川市だから 二俣小６
住んでいいる所だから 信篤小５

59 市川川のほとり学園 真間川や江戸川が近いので川沿いの自然を授業や行事に取り入れるアピール 信篤小４

60 市川きぼう学校 生徒達に、希望に向かっていろんなことに取り組んでほしい 信篤小３

市川市で３つの学校で協力し合って、いろいろなことができるといいと思ったから 信篤小５
市川全体で協力して頑張っていくという意味です協力することによって、難を乗り越えられると思ったから 信篤小６

62 市川高信二協学園 3校の名前を入れて、協力してできるように 信篤小５

3つの学校の地名が入っているから 中２年
市川にあって高谷地区だから 中２年
市川市の高谷区にあるから 中３年

64 いちかわこうやがくえん 記載なし 信篤小1

65 市川高谷地区千葉学園 カッコいいのと３校がまとまって仲がいい感じになったから 中３年

66 市川高谷原木学園 3校とも原木地区と高谷地区にあるから 中２年

67 市川交流学園 3校が交流し、協力しながらやっていくと思ったから 信篤小５

68 市川三学園 市川市にあるから 信篤小５

69 市川三校一貫学園 この名前が言いやすいと思ったからです 二俣小４

70 市川市学校 3つの学校が市川市の小中学校だから 信篤小２

71 市川市小中学園 市川市に3校を合わせたから 二俣小５

72 市川市三星学園 3つの学校で協力、きづな、やさしい心を持ちながら、高見を目指そうという名前 信篤小５

73 市川小 何となく市川が浮かんだからです 二俣小６

3つとも市川の学校だから 信篤小２
３校が市川の中にあるのでこの名前にしました市川市のおいしい梨を大事にすることもゆらいにしています 信篤小３
ここが市川だから 二俣小５
市川市だから 二俣小６
ここは市川だから 信篤小1
3校が市川市にあるから 二俣小３
市川にある小学校と中学校が合わさったから 二俣小５

76 市川小中学校 小中わかるように市川小中学校にしました 二俣小４

77 市川市立市川南東部小中一貫校 どこにあるのかわかりやすくするために、「南東部」という言葉を入れることにしました 信篤小６

78 市川市立学園 市川市立学園だったら、有名になりそうだから 信篤小６

79 市川市立参協学校 それぞれが積極的に参加して協力するまた、「参」には「３」の意味もあるので、３つの学校が協力するという意味 信篤小６

市川信篤 将来住所が変わっても地名が変わらない為 信篤保護者

市川専立学校（せんりつ）
ぼくてきな答えだけど、ぼくの好きな言葉は「せんりつ」なので、なんかそれでしましたせんりつの「りつ」が「立」なの
で、立ち上がるみたいな感じでいいと思います

信篤小６

81 市川第二学園 ここは市川だから 二俣小５

市川高信二小中学園 記載なし 二俣小４

市川宝学園 市川市の「宝」のような学園 信篤小５

83 市川千葉小中学校 ３校全部千葉県内にあるのが、共通点だから 中３年

市川梨学園 市川市には梨が多いから 信篤小５

市川南部学園（市川N学園） 京葉道路から見て南部地域の学校なので地域から考えてみました 高谷保護者

85 市川二信高学園 3校の名前から取りました 二俣小５

市川原木学園 市川市の「市川」と「原木」中山駅から取りました 信篤保護者

市川原木スクール 3つの学校が共通して使えるから 信篤小４

87 市川東学園 高谷中ブロックがすべて東にあり、東国分爽風学園も方角の言葉が入っているからです 二俣小４

88 市川光学園 みんな明るく、地域を照らすような学校になってほしいから 二俣小６

89 市川勉強学校 市川にある学校 信篤小３

90 市川学えん 市川市にある学校だから 二俣小６

市川市の南にあるから 中２年
市の南の方に3校が集まっているから 中２年
市川市の南にある学校だから 信篤小４
市川の南にあるから 信篤小５
市川に、この３つの学校があり、この３つの学校が南にあるからです 信篤小５
市川南高校が近くにあるから 信篤小６
名前で何となくなくでも場所がわかるかなと思ったから 信篤小６
市川南インターが近くにできたから 信篤保護者
近くに市川南インターがあるので場所がわかりやすい地名をつけた 二俣保護者

市川南インターチェンジ、市川南高校が近く適した名称と考える中学生の南校との交流も深めていけると良いと思う 二俣保護者

92 市川南小中学校 市川市で近くに南高があるから 中３年

93 市川南原木学園 地元の地名を入れた方がわかりやすいと思ったため 信篤保護者

将来を担うみんなが通うところだから 中１年
市川の未来を3校が良くしていこうという願いから 中２年

95 市川優協学園 市川の優しい、協力するところがすごい学園ちいうことを表しています 信篤小５

96 市川友情学園 小学校と中学校の友情を深めるという意味で「友情」と付けました 二俣小６

97 市憲 心の働きがすばやいという意味があるから 二俣小６

98 いちここ 心を一つに市川市！だから 信篤小６

99 一貫学園 全部の学校がつながって、協力して欲しいkら 信篤小３

・3つの学校の心を1つにして、協力して交流したい 信篤小５
・なかよくなればいいなと思ったからがんばりたい

101 一致団結高谷学園 ３校が合併して、一番似合う四字熟語が一致団結だから 中３年

102 糸学校 糸で結ばれているように、３つの学校がつながって欲しいという意味です 信篤小３

103 いるか小学校 記載なし 信篤小1

市川学園58

市川協力学園61

市川南学園91

市川未来学園94

市川高谷学園63

市川小学校74

市川小中学園75

一心学園100

80

82

84

86
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104 いろいろ学校 いろいろ学べていろいろできるから 信篤小1

105 うさぎ うさぎがかわいい 信篤特学

106 宇咲が丘学園
宇咲の宇の漢字には、「心」という意味が含まれますまた、宇咲の咲の漢字には「笑う」という意味が含まれますそ
のため、高谷中学校・二俣小学校・信篤小学校のみんなには「心から笑い合える仲のよい元気な生徒」でいて欲し
いという願いから「宇咲が丘学園」という呼び名を考えました

中３年

記載なし 信篤小３
思い出がたくさんあるから 信篤小３

108 うみかぜ 僕がもともといた幼稚園の名前だから 中１年

109 海空学園
朝登校する時間になると海のにおいがすることがあって爽々しいからです夕方下校する時間になるとこの地区は夕
焼けや雲がとてもきれいで気持ちいいからです

中３年

記載なし 二俣小２
記載なし 二俣小２

111 海明学院 海のようにきれいな心で3校の人たちが明るく元気で生活をしていってほしいから 中２年

112 うんたま学園 小学校の一文字を合わせたらうんたまになったから 信篤小４

113 笑顔 みんながずっとどんなことがあっても笑ってほしいから 信篤小４

114 笑顔溢れる小中学校 笑顔がたくさんあってほしいから 信篤小４

115 笑顔あふれる仲良し学園 笑顔が絶えない学校になってほしいから 二俣小６

116 笑顔いっぱい 楽しくしたい 信篤小２

117 えがお学園 記載なし 信篤小４

118 笑顔で元気なハッピー いつも笑顔でいつも元気いつもハッピーになってほしい 信篤小４

119 えがおなかよし学園 みんな笑顔でなかよしでいてほしいから 信篤小２

120 江親学園 江川（江戸川？）近くにあって、みんなで親しめ会えるような学園にしたいから 信篤小５

121 江真学園 3つの学校には、江戸川、真間川が近いから 二俣小６

122 江戸学園 近くに江戸川があるし三つがまとまっている感じがしてよいため 中３年

江戸川が近くにあるから 中３年
江戸川が近いから 信篤小４
近くに江戸川が流れているから 信篤小４
江戸川が近くにあるから 信篤小1

124 江戸川ゆめわく学園 校歌に出てくるから 信篤小２

江戸川沿いにあり、そして協力するから 中２年
江戸川が近く協力するため 中２年

126 江戸中央学園 近くの江戸川の中心を中央と変えて中の中心の学校ということで 信篤保護者

127 おおがた 3つの小型の学校をあわせて 信篤小1

128 大空学園 大空のように心を広くする校歌にのっているから 信篤小４

129 大畑学園 大畑先生に敬意を払って 中２年

130 おおはる学園 ３つの学校だし、青春みたいだから 信篤小５

131 おおゆめ 大きな夢を乗り越える感じ 信篤小４

132 おかわり学園 みんな給食をおかわりしそうだから 信篤小２

133 オッケー学園 記載なし 信篤小３

134 おにだか よかったから 信篤小1

135 海星学園 海が近いし、星みたいに光り輝いている学校にしたいから 二俣小６

136 岳高小学校・中学校 岳ってのは高い山々の集まりなので、これからこの高校に入ってくる子たちが高いに立ってほしいから 中３年

137 学力学園 学力が高い学園が良い 信篤小４

138 かすみ草学園 花言葉…清らかな心、無邪気、親切、幸福など 信篤小５

139 風来学園 どんな人でも楽しく勉強できるようなところにしたいから 中３年

140 学校楽しく 3つの学校全ての人が学校が楽しいと思えるように 信篤小４

141 がったい学園 合体したらチームになるから 信篤小４

いろいろな学校が合体しているので合体学校にしました 信篤小２
3つの学校が一つに合体する 信篤小２

143 かぶだ学校 おもしろい名前にしてみようと思って 信篤小２

144 亀丸学園 亀が大好きであと市川の川にはアカミミガメが見つかるから 信篤小４

145 かもめ学園 記載なし 中３年

146 かもめブロック 高谷の橋の名前 中３年

147 体いいく学園 運動神経が良くなれるから 信篤小３

148 カラフル学園 ３つ重なっているから 信篤小４

149 かんとうS・F・K 「S」信篤小、「F」二俣小、「K」高谷中 信篤小５

150 関東市川学園 関東地方にあり、市川市だから 信篤小５

151 がんばり学校 みんなががんばって、協力することです 信篤小３

152 かん東東南部学校 千葉県は関東の東南部だから 信篤小３

153 歓楽学園 学校生活を楽しく過ごせる学校に 信篤保護者

154 希明思学園（きめいし） 希望のある明日思いやりのある学園 信篤小５

155 希信高二学園 3校で「希望」の持ている学校 信篤小５

156 絆 三つの学校の絆がより深まるようにしたいから 信篤小６

157 キズナ学園 3つの学校がなかよくたのしくできるように 信篤小４

158 絆学園 絆を結ばないと楽しく協力できないから 信篤小５

159 絆学校
３つの学校の協力・関係がより深くなるように、関係を「絆」として名前に入れました３つの学校の「絆」がより良くな
るようにという思いも込めてもいます先生と生徒の関係＆生徒と生徒の関係など、人と人のつながりも

信篤小６

160 希望（きぼう） ３つの学校が一つになるように 信篤小６

校歌に「希望」とあるし、希望をくれる学園が良いから 信篤小２
校歌にあることとみんなが楽しく過ごせるように 信篤小２
希望がいっぱいある楽しい学園 信篤小５

162 希望学校 心が一つになるような気がしたから 信篤小６

自分の願いをかなえられるように頑張れる、心の広い生徒が集まった学校 信篤小３
自分の願いをかなえようと、あきらめなく頑張れる希望と、空のように広い心で楽しく生きよう！と思ったから 信篤小３
複数の学校が一緒につながるから３つの学校が協力して仲良くなって欲しいから 信篤小５
互いに支え合い、活動できるように 信篤保護者

165 協学 協力して学習する学校になって欲しいから助け合い 信篤小５

166 協学園 3校が協力する学校だから 信篤小５

167 協合学園 お互いに親しみ合うという意味がある「協合」はピッタリだと思ったから 中２年

168 協助学校 三つの学校が協力、団体で活動することが活発になるように、友達が多くなるようにと 中１年

海楽学校110

江戸川学園123

江戸協学学園125

うちゅう小学校107

共栄学園164

がったい学校142

希望学園161

希望の空学校163
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169 協団学園 ３校が協力し合って、団結できるような学校にしたいから 中１年

170 協向学園 3つの学校で協力して、みんなを向上させる（高め合う）学園 信篤小５

171 共友小中学校
小学校だけ、中学校だけでやっていたことを一緒にやると書いてあったので、中学校の人や別の小学校の人と仲
良くできると思ったからです

信篤小５

172 きょうりょく学園 記載なし 信篤小1

協力するから 信篤小４
3つの学校のみんなで協力したいと思った 信篤小４
言葉がいいから 信篤小４
協力していろんなことをしたいから 二俣小６
3校が協力するからなかよくするため 信篤小５

174 協和学校 協力の協で平和の和で意味は、協力して平和の意味です 中１年

175 清絆学園（せいながくえん） 清らかな気持ちを持った生徒たちが絆を深められるとよいなと思った 中３年

176 清成学園 「清」らかに「成」長する 中３年

177 キラキラ学園 キラキラしたものが好きだから 信篤小２

178 キラキラハッピー いつも人助けをしたり、いつも笑顔なやさしい学校にしたいからです 信篤小４

179 キラキラ原木学園 みんなキラキラしていいから 信篤小５

180 くみあわせ 組み合わせて力をあわせるから 信篤小1

181 くわがた すきだから 信篤特学

182 京葉学園 京葉線が通っているから 二俣小４

183 月光学園 月のように光るような生活ができるように 中２年

184 結城学園 「城を結ぶ」で結城なので、それぞれの学校（城）を結び、協力し合っていくという思いを込めて 中１年

185 けなたろお なけがはているから（解読困難） 信篤小２

186 元気（げんき）小学校 元気だから 信篤小1

187 げんき学園 明るく楽しい学校が良いと思ったから 信篤小２

生徒達が元気に学校に来れるように 中３年
みんなが元気に過ごせるように 信篤小４

189 げんき学校 みんなが元気でいてほしいから 信篤小1

190 元気学校 元気な学校にしたいから 信篤小４

191 元気っこ学園 3つの学校が元気な子どもたちばかりだったから 信篤小４

192 元気っ子学園 元気な子がたくさんいる学校にあるため 中３年

193 げんきよく学園 元気になかよくしようです 信篤小２

高谷中と信篤の字を入れた 中３年
自分の行く中学校と、今、行っている学校の名前からとった 信篤小６

195 高篤二学園 高谷中と信篤小と二俣小を合わせてみたら「高篤二学園」がよさそうだったので、これにしました 二俣小２

196 高篤二小学校 ３つの学校の名前が入っていた方が、わかりやすいと思ったからです 信篤小６

197 高篤二谷学校 高谷、信篤、二俣が一つになるから 信篤小６

198 高篤俣学校 三つの一つ一つの漢字を取ったから 信篤小６

199 高篤俣小中学校 ３つの学校の一文字が入るようにした 信篤小６

200 高江学園 高谷中の「高」と江戸川の「江」を合わせた名前 中２年

201 高園学校 すこしかっこいから 二俣小２

202 高環学園 高谷ブロックで「環」で協力するように 中２年

203 光輝小学校（こうき） 学校に通っている三校の児童で、学校を輝かせて、さらなる高みに行って欲しいから 信篤小６

204 交協 3つの小中学校が交わり「交」流を深め、「協」力することから 二俣小５

205 高心学園 高い目標を持ち、一人一人があたたかい心を持った人になって欲しいから 中３年

206 光彩学校（学院）
光彩の意味は「輝く美しい光」という意味なので、学校の皆さんに美しく、思い出に残る学校生活を送って欲しいか
らです

信篤小６

207 高小最 記載なし 中２年

208 高信 高谷中と信篤の頭文字を取って 信篤小４

209 こうしん「う？」たし かっこいいから 信篤小1

210 高信Ⅱ学園 高谷の「高」、信篤の「信」、二俣の「Ⅱ」の頭文字 信篤保護者

高い目標で人を信じる心をつくる 中３年
頭文字を取りました 中３年
高め合って、信じあう 中３年

212 こうしん小学校 高谷中の「こう」、信篤小の「しん」、二俣小学校の「小学校」から取って 信篤小２

３校の最初の字をとりました 中１年
頭文字を合わせたから 信篤小４

214 高信二（こうしんふた）学校 3校の頭文字を取って 二俣小３

215 こうしん二学園 記載なし 信篤小1

呼びやすいから 中２年
３つの学校の頭文字をつけた 信篤小６
3校の頭文字を取って 二俣小５
頭文字から取った 二俣小５

217 高信二学校 3つの学校の最初の文字だから 信篤小４

（学校の）最初の名前の文字を合体すれば良いと思った 信篤小２
３つの学校が合わさった学校がいいからです 二俣小２

219 高信二小中学校 3つ纏めて選びました 二俣小３

220 高信二中学園 高谷と信篤と二俣を合わせたらいいと思いました 中２年

221 高信二元（こうしんふたもと） 頭文字から取った 二俣小５

222 高信二（こうしんふた） 3つの学校が合体するから 信篤小４

223 高信二（こうしんふた）学校 三つの学校の最初の文字を取った 信篤小４

224 こうしんふた学校 全部の３つの学校が一番最初の文字だからです 二俣小２

３つの学校の頭文字をつけた
高学年が支える学校、信頼される学校
３校協力だから 信篤小６

226
高信二学校（こうしんふたがっこ
う）

3つの学校の最初の文字だから 信篤小２

227 こうしんふた小学校 高谷中の「こう」、信篤小の「しん」、二俣小の「ふた」を取って 信篤小1

228 高信二小学校 三つの学校の最初の文字を取った 信篤小４

229 高信二俣学園 ３つの学校で協力し合う意味です 信篤小３

協力学園173

元気学園188

高信二学園216

高信二小学校218

高信二学校225

高篤学園194

高信学園211

高信二213
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230 高信二俣学校 三つの学校が合わさっていい学校になるように 信篤小２

231 高信二俣小学校 各学校の文字を取って 信篤小２

232 こうしんふたまたしょうがっこう 高谷ちゅうがっこうの「高」を使って、信篤小学校の「信」を書いて、二俣小学校で書きました 二俣小２

二俣小のメインに二つの学校から一文字入れたかったから 二俣小５
記載なし 信篤小３

234 高信俣（こうしんまた） 3つの学校の漢字をつなげた名前 信篤小４

235 高信俣（こうしんまた）小中学校 全部合わせてわかりやすくしたかった 信篤小４

236 高信俣学校 全部合わされば3校が合わさったことが分かりやすいから 中２年

237 こうしんまたしょう 高谷中の「高」と信篤小の「信」と二俣小の「二」だからです 二俣小２

238 高信俣小中学校 高谷中学校、信篤小学校の頭文字と二俣の「俣」を取って 二俣小３

239 高谷学園 高谷ブロックだから中学校の名前だから 中３年

240 校谷二篤小・中学校 ３つの学校の名前が合わさっていて、協力を強くしてほしいからです 信篤小６

241 高団学園 これから高谷ブロックが団結してより良い学校づくりをしてほしいから 中２年

242 交中小学園 小学校と中学校は交流の場所でもあるから 信篤小５

243 こうちゅうしんふた 記載なし 信篤小1

244 高中信俣中学校 記載なし 二俣小２

245 こうちゆか三がっこう 記載なし 信篤特学

「高」谷中と信「篤」小から二文字取った 信篤保護者
信篤小と高谷中の名前を合わしたから 二俣小５

247 高篤学校 記載なし 二俣小３

248 高篤小学校 高谷中と信篤小が合わさった学校です 信篤小３

249 高篤小中学校 記載なし 二俣小３

250 高篤二 3つの学校の名前を合わせました 二俣小５

251 高篤二小中学校 3つの学校の文字を取りたかった 中２年

252 こうとくまた 高谷と信篤と二俣を合わせた 中３年

253 高篤俣（こうとくまた）学校 高谷中の「高」、信篤小の「篤」、二俣小の「俣」から取った 信篤小４

254 高篤俣学校 高谷中の「高」、信篤小の「篤」、二俣小の「俣」を取って 信篤小２

高谷中の「高」、信篤小の「篤」、二俣小の「俣」から取った 信篤小４
3校があわさるので 二俣小３
全部を合わせた名前 二俣保護者

256 高成学園 高く大きく成り立ってほしいから 高谷保護者

257 高二篤交流学校 ３つの学校が交流しているから 信篤小６

つなげた 中３年
3校の頭文字を使いました 信篤小６
3校が変わるので、3校の頭文字を使って考えました 信篤小６

259 高二信学校（こうにしん） 3校で頭文字をとりました 信篤小５

260 高野槙学園（こうのまきがくえん）
コウやマキというきがあって、かつては世界中に広く分布されていたけど今は日本だけになってしまっていて水に強
くて朽ちにくいから元々はばらばらだった小中学校を合わせて協力をすることでこれから先も長く続いてほしいと
思ったから

中３年

261 校春学園
校春の校は、学校の全員が楽しく笑顔になるようにと思いつけました校春の春は、入学式とか1つ上のクラスになる
時は春だし、その時にみんなに楽しさと笑顔をと思い春という字を付けました

二俣小４

262 こうふく学園 みんなが幸せになる名前だから 信篤小２

263 こうふたしん学園 高谷中の「こう」、二俣小の「ふた」、信篤小の「しん」を取って 信篤小1

264 高二信篤（こうふたしんとく） ぜんぶの学校から少しずつとって、呼びやすかったから 信篤小３

265 こうまた小学校 みんなの学校が来たから 信篤小２

266 高俣信学校
3つの学校の名前から一文字づつ取って、親しみやすくした信を最後にしたのは呼びやすさと3校が信じあえるよう
に

二俣小５

267 幸明高谷学園 みんなが幸せに学校生活を送れて明るい学校 中３年

最終的に高谷中に通うから 中１年
元々高谷ブロックという名前だったから
地名を入れた方が覚えやすいから 信篤小６

269 高谷ＳＦＫ 記載なし 中３年

270 高谷明彩学園 彩とりどりな沢山の個性が一つになった明るい学校 中３年

271 高谷一かん学園 高谷ブロックが3校一貫になって協力し助け合い、交流を深めて、高谷一貫かなと思います 信篤小５

272 高谷一心学園 心が一つになるように 中３年

273 高谷インテグレーテッドスクール 記載なし 高谷保護者

274 高谷エトワール 頭よさそうカタカナ入れたりフランス語で天才 中３年

高信二俣小学校233

高篤学園246

高篤俣小中学校255

高二信258

高谷268
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小中一貫だから「学園」が良いと思った 中２年
中学校の名前を取る方が良いと思ったから 中２年
馴染みのある名前だから 中２年
地域の名前から 中２年
小中一貫だから「学園」が良いと思った 中２年
高谷を中心とした学区に建っているから 中２年
高谷ブロックをそのままわかりやすくまとめた方が良いから 中２年
「高谷」という名前を残したいから 中２年
地名を入れた方が良いと思った 中２年
高谷という言葉を入れたかったから 中２年
高谷中が小学生をひっぱるから高谷を付けた 中２年
高谷ブロックだから 中２年
高谷は残したかった 中２年
高谷中は元気があってすてきなのでそのまま高谷を入れたかったから 中２年
高谷ブロックの人が多いから 中２年
この名前にすることによって中学校に上がった時に慣れているので小学生の不安が減る 中２年
高谷を残した方が良いと思った 中２年
高谷中が最高学年になり、二俣と信篤の児童もみんな来るから 中２年
高谷にあり、漢字も簡単で中学校の方が年齢が上だから 中２年
もともと「高谷ブロック」としてくくられているから、高谷学園とくくるべきだと思うから 中３年
高谷地区だから 中３年
高谷中ブロックという名前でやっていたからそのまま使った方が慣れやすいと思った 中３年

小学生でもわかりやすく覚えやすいので選びました地名の高谷を取り入れることで、地域の人にもなじみのあるも
のになると思います

中３年

高谷中学校が中心となって、進めると思うし、小学校をまとめなきゃいけないから 中３年
中学生が中心となると思うから 中３年
高谷中ブロックだから 中３年
高谷ブロックという一つのくくりだから 中３年
高谷中を中心にして「高谷」を入れ、小中一貫なのでこれにしました 中３年
塩浜学園などあるし、小中一貫は学園のイメージがあるから 中３年
シンプルで分かりやすいと思ったから 中３年
塩浜学園や東国分爽風学園と同じ感じの方がいいと思ったから 中３年
二俣小の方は、高谷地区ではないですが、高谷中と信篤小は高谷地区であるため、この名前にしました 中３年
「高谷ブロック」からとりました 中３年
わかりやすいから 中３年
小学校より中学校の名前を使ってほしいから 中３年
特に記載なし 中３年
高谷だから 中３年
高谷中地区だから 中３年
親しみやすい覚えやすい 中３年
高谷地区にある学校の通称名だから 中３年
高谷ブロックだから 中３年
高谷の地域の３つが集まっているし、少し年齢が上の中学校が「高谷」だから 中３年
新しい通称名にするよりも、高谷を残してもらいたいため 中３年
高谷中があってそこが一番学年が上だから 中３年
高谷の方が学園上だから 中３年
この名前が一番しっくりくるから 中３年
わかりやすいから 高谷保護者
高谷に位置する為 高谷保護者
高谷地区にある学校なのでわかりやすいかと 高谷保護者
分かりやすく親しみやすい 高谷保護者
名前に馴染みがある高谷の名称を残すことで伝統を受け継いでいる感じがする 高谷保護者
中学校の教育が軸となるなら中学校の名前を使った方が不平不満も少ない 高谷保護者
シンプルに地元の名称を使うのが良いと思います 高谷保護者
3つの学校が高谷の近くにあるから 信篤小４
3つの学校が高谷に近いから 信篤小４
記載なし 信篤小５
信篤は元々高谷小であり、高谷エリアに学校があり、高谷ジャンクションも近いため 信篤保護者
地名にすることで他小学校から認知されやすい 信篤保護者
記載なし 信篤保護者
高谷ブロック3校の高谷中の名前だから 二俣小５
信篤の人も、二俣の人も高谷中に行く人がいるから 信篤小６
シンプル　イズ　ベスト 信篤小６

信篤小は信篤幼稚園がるし、二俣小は二俣幼稚園があったけど、高谷中は他に「高谷」がつくところが無いからで
す

信篤小６

高谷地区だし、覚えやすいから 信篤小６
高谷にあるから 信篤小６
分かりやすくて覚えやすいから 信篤小６
地域が高谷だから 信篤小６

高谷に位置するため高谷中学校の高谷でもあるし、高谷中の良い雰囲気が小学生にも伝わって欲しくて、「高谷」
を入れました

中１年

変わって欲しくないから 中１年
高谷ブロックだしこのままの方が、親しみやすいのではないかと思うから 中１年
高谷中に通う生徒が多いから 中１年
中学校が一つしかなく高谷中だから 中１年
高谷は自分の中学校の名前だからで、学園は小学校が入るから 中１年
高谷ブロックだから 中１年
高谷中と信篤小と二俣小が一緒になるから 中１年
高谷中の名前を使って高谷学園にしました 中１年
高谷ブロック３校だから（高谷学園と書いてアカデミーと読む） 中１年
記載なし 信篤小1
二俣と信篤が最終的には、高谷中学校に行くから 中３年
高谷だから 信篤小６

277 高谷かもめグループ 信篤・二俣の児童は高谷中に進学する為高谷かもめ歩道橋が近くにある為 高谷保護者

278 高谷希望学園 高谷中学校Bとしての一体感を持てる名前として「高谷」、また児童生徒が明るい未来に「希望」を持てるように 信篤保護者

279 高谷三学校 学校あって、３校で中学校の名前のちょっとも入れたから 信篤小６

280 高谷三校一貫学園 3つの学校の名前を簡単にし、一貫という言葉でまとめて一体で頑張ろうという気持ちで書きました 信篤小３

281 高谷潮風学園 潮風にのって子ども声がきこえているから海が近いから 中１年

282 高谷成翔学園 三校が協力し何かを成し遂げるそして作ったものと共に明るい未来へ飛翔するということ 中２年

283 高谷小中一貫校 シンプルだから 中１年

284 高谷小中学園 3校をの一つ一つの意味をまとめた名前だから 中２年

塩浜と一緒は嫌だから 中３年
学校がある場所がだいたい高谷だから 信篤小６

高谷学園
高谷学園（アカデミー）

275

高谷学校276

高谷小中学校285
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286 高谷小中合同学校 3校が一緒に学んでいることがわかるような名前にしたいから 中２年

287 高谷心学校 高谷ブロックなので、高谷と、新しいので「信（しん）」と「心（しん）」をかけてこれにしました 信篤小６

288 高谷信とく小学校 全部じゃないけど、小学校と中学校の名前を合わせました 二俣小２

289 こうやしんとくふたま（た）学園 高谷中の「こうや」、信篤小の｢しんとく」と二俣小の「ふたま（た）」から取りました 信篤小２

290
高谷信篤二俣（こうやしんとくふた
また）

一つで呼べるから 信篤小1

291 高谷信篤二俣がくえん ３つの学校の名前を全部書いたら、すぐにわかるから 信篤小３

３つの学校の元の名前を忘れてほしくないから、三つとも入れました 信篤小６
3校が一緒になっても自分がいた学校の名前を忘れないようにするため 信篤小５

293 高谷信篤二俣学校 ３つの中学校や小学校を１つにした名前 二俣小２

これならみんなの学校の名前が少しずつあるからいいと思いました 二俣小２
各学校の頭文字を合わせて 信篤小1
記載なし 信篤小1
学校の名前の一部を合わせた 信篤小４
3つの学校を合わせた名前 信篤小２
中学校と二俣小学校と信篤小学校と合わせました 二俣小２
いいながないからです 二俣小２

296 こうやしんとくふたまた小中学校 記載なし 信篤小３

色々考えてみて、この名前が一番いいと思ったからです 二俣小２
３つの小中学校の名前を集めて短くしました 二俣小２
わかりやすくて、なかよくなったような名前だからです 二俣小２
それぞれの学校の思いがつまった名前だと思ったから 二俣小３

298 高谷信二学園 3つの言葉を使いました 二俣小３

299 高谷信二学校 3校すべての名前が入っていていいと思ったからです 信篤小６

300 こうやしんふた小学校 3個の学校の人が来るから 信篤小1

301 高谷信二俣学園 3校の名前をつなげた名前 信篤小５

302 高谷信二俣学校 ３つの学校を合わせた 信篤小６

303 高谷しんふたまた小 高谷中は、小学校の１つ上だから、信篤と二俣をつけた 信篤小３

304
高谷信俣（たかたにしんまた）小
中学校

記載なし 信篤小４

305 高谷信俣学園 どの中学校、小学校が１つになったのか分かるようにしたかったからです 中１年

306 高谷しん俣学校 全部の学校の名前をとりました 二俣小２

３つの学校を合わせた名 信篤小６

三つの学校の名前を全て取り入れたいと思ったからですあと、それぞれの校名を忘れないようにしたいと思ったか
らです

信篤小６

308 高谷清流学園 この地区は川に囲まれているので清く流れる川をイメージしたのと地名である高谷を入れた 二俣保護者

309 高谷総合一貫校 二俣、信篤のどちらの小学校も高谷中に進学するので「高谷総合」が良いと思った 中２年

310 高谷総合学園 一貫だから「総合」、高谷ブロックだから「高谷」 中２年

311 高谷ゾーン 高谷だから 中３年

今まで慣れ親しんだ名前を残すため 高谷保護者
いろいろなことをしりたい 信篤小1

313
こうやちゅうしんとくふたまたしょう
がっこう

記載なし 二俣小１

314 高谷中しんとく二また小学校 力を合わせられるかなと思いました 二俣小２

315 高谷中信篤二俣小未来学園 高谷中も信篤小や二俣小も、未来へ向かって欲しいから 信篤小３

316 高谷中ふたまたしんとくしょう ３つの学校を合わせたいから 二俣小２

317
こうやちゅうふたまたしんとくしょう
がっこう

よみやすそうだから 二俣小１

318 高谷中ブロック しっくりきていて元からこうだったからです 二俣小６

319 高谷つばさ学園 高谷中ブロックの｢高」と信篤小の校章が鳥であること、また3校で羽ばたくイメージから 信篤保護者

「紬ぐ」という漢字には繭や綿から繊維を引き出し糸にする意味があり、3校の一人一人が手を取り合うことにより良
い学校になることを願って

高谷保護者

「紬」（つむぐ）漢字には繭や綿から繊維を引き出し糸にする意味があり、3校の一人一人が手を取り合うことにより
良い学校になることを願って

二俣保護者

321 高谷二篤学園 漢字を合わせたかったから 中２年

322 高谷二小学校 高谷と二俣を合わせたから 信篤小３

323 高谷二信
すべての学校の言葉を入れるのと一つになれるように高谷の子供達は、信じる、つまり、2つ以上も信じていいとい
う意見です

信篤小６

324 高谷二俣学校 高谷の学校と二俣の学校が合体するから 信篤小６

325 高谷二俣信篤小中学校 みんなと協力し、頑張って困っていたら助けられるから 信篤小４

326 高谷ふるさと学園 高谷中Bとしての一体感と、いつか自立する子どもたちが高谷を「ふるさと」と思ってほしいため 信篤保護者

今までのままでいいと思うから 中１年
今までと変わらなくて良いと思った 中２年

328 高谷ブロック学園 高谷ブロックだから 信篤小６

329 高谷ほしぞら学園 星みたいにみんなが輝いてほしいから 中１年

330 高谷学びの川 高谷地区で学ぶ場所として市川の川を付けました 中３年

331 こうや未来学園

信篤小、二俣小の児童が多く進学する高谷中学校。「こうやちゅう」の愛称で親しまれています。「高谷」は他にも読
み方あるため「こうや」とし、平仮名を使い柔らかい印象にすることで、より分かりやすく親しみやすい標記にしまし
た。
輝かしい未来を見つめ今をしっかり生きる児童、生徒たちにとって素晴らしい出会い、学び、活動の場となるよう願
いを込め、「こうや未来学園」を提案いたします。

・卒業生
・保護者

（高谷、二俣）

332 高谷優しさ学園 学校が優しさに包まれているから 信篤小４

333 高谷楽園 楽園にしたいから 中２年

334 高谷連合 団結力がある感じで良いから 中２年

335 交流学園 学校の行事や部活での交流が多いから 中３年

小中が交流するから 信篤小４
中学と人とも交流するから 信篤小６

337 交流特別学校 小中一貫になったら、交流することが多くなっていくと思ったからです 信篤小６

338 心 心を1つにするということで、この名にしました 信篤小５

339 心一 心を一つに！ 信篤小６

340 心一（しんいち）学園 心が一つになるような呼び名だから 中２年

341 心一学園（学校） ３つの学校の心を一つにして交流できるようにしたいから 信篤小６

342 心風学園 心を一つに風のように親しみやすいように 二俣小５

高谷信篤二俣小中学校297

高谷信俣学校307

高谷中学校312

高谷信篤二俣学園292

高谷信篤二俣小294

高谷信篤二俣小学校295

高谷紬学園320

高谷ブロック327

交流学校336
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343 心協 心を一つに協力し合う 二俣小５

344 心栄学園 3校が心を一つに栄えてほしいから 中２年

345
心前進学園（しんぜんしんがくえ
ん）

心を大人に近づけ社会に出られるようにという意味 中３年

346 心交学校 心が交わる学校になってほしいので 二俣小５

347 こしまた小学校 高谷中の「こ」信篤小の「し」二俣小の「また」を取って 信篤小1

348 こしんふ小学校 高谷中の「こ」信篤小の「しん」二俣小の「ふ」を取って 信篤小1

349 コスモス コスモスのようにきれいで輝いて良いから 信篤小４

350 こふん こうや、ふたまた、しんとく 中３年

351 才谷学園 良い才能の「才」、高谷中の「谷」悪い成績の人でも、より才能があるかもしれないから 信篤小３

352 咲花学園（さきばながくえん） 児童生徒一人一人の個性が花のように咲けばいいと思うから 中３年

353 桜 新しい人々との出会いを大切にしてほしいから 中３年

354 桜学園 桜が散る季節、スズメなどが一群になり、心は一つに羽ばたいていますそんな学園になればいいなと思いました 二俣小６

355 颯爽学園 意味が爽やかで勇ましいという意味で、勇ましい人が増えたらいいと思ったから 中２年

356 三（みっつ）小中学校 3つの学校を合わせたらどうかなと思った 信篤小1

357 さんあい学園 三つが一つになるから 信篤小1

358 三得小中学校 三つの学校が合わさって、お得だから 信篤小６

3つの学校です 信篤小５
信篤と高谷と二俣が三つだから三角学園にしました 二俣小４

360 さんかくかんけい学校 3つの学校だから仲良くなりたいからです 信篤小５

三この学校だから 二俣小３
3つの学校が一つになってほしいから 二俣小６
三つの学校が一貫型になるから 二俣小６

362 三協学園 三校協力して学習したりするからです 信篤小６

363 三強学園 3つの学校の協力が強くなるから 二俣小６

364 三協力 3つの学校が支え合うから 信篤小４

365 三光（さんこう）学園 三つの学校の前に太陽が集まってキラキラしているから 信篤小２

366 三校一貫学園 三校一貫型になるから 二俣小６

367 三校一貫高谷学園 ３つの学校を１つにした 中１年

368

三校一貫高谷新協学校（こうやし
んきょう）
→高協学校（こうきょう）

三校が一貫になって、新しい名前、プロジェクトを通して協力しよう！という思いが込められています高谷の３つの学
校なので、高谷も入れました

信篤小６

学校が三つ合体するから 中３年
三つの学校が一つになったから 信篤小４
三つの学校が集まったから 信篤小４
三つの学校が集まったから 信篤小４
3つの学校だから 信篤小４
3つの学校が繋がるから 信篤小４
3つの学校が一つになるから 信篤小５
二俣小、信篤小、高谷中の３つが合わさったから 二俣小４

370 三校学園市川 「三校」があることで3つの学校が入っている感じがして、学園があると格好良いから 二俣小５

371 三校協力学校 三校が協力している中学校と小学校だから 信篤小６

372 三校協力合同学校 三校が協力している学校だから 信篤小６

373 三校の矢 三本の矢ということわざがあるように三校が協力して進んでいけるようにという理由 信篤小６

374 三校夜空学園 「三校」は、3校の学校「夜空」は、キラキラなイメージがあるから、３校みんなで協力しあって、素敵な学園にしたい 信篤小５

375 三集学園（さんしゅう） ３つの学校が一つになる意味で 信篤小５

376 三種類学校 3つの学校だから 二俣小３

377 三条小学校 京阪電車三条駅の名を入れた 信篤小３

378 三心（さんしん） ３つの学校が心を１つに協力して、仲良く元気に過ごせるようにという意味を持ってこの名前にしました 信篤小６

379 三新学校 三校が協力して一貫型学校をつくるから 信篤小６

380 算数学校 算数が好きだから 信篤小２

381 三大学園 3つの大きな学校ということで 信篤小４

382 三大学校高篤二学校 三つを合体させました 中３年

383 三中小学校 3つの学校だから中は右と左に同じ中入っているから 二俣小３

384 三篤谷学校 その３つの学校が一緒になるから、それぞれの学校の文字を一文字ずつ入れました 信篤小６

385 三本矢学園 3本なら折れないから 中２年

386 三位一体学園 3つの学校が一つになれる学園にしたいから心が一つになれるようにしたいから 信篤小５

387 三寄殊学園（さんきしゅ）
「三人寄れば文殊の知恵」ということわざから取って、このことわざは、３人集まれば良い考えが出るという意味が込
められているからです「殊」という漢字には、「特にすぐれていう」などの意味もあり、これから３つの学校が協力し
て、より良い学校になって欲しいからです

信篤小６

しあわせになってほしいから 信篤小２
みんなが幸せになる 信篤小４

389 幸和学園 幸せで平和に子どもたちが通えるような学校がいいと思った 中３年

390 潮（汐）の香学園 3校とも東京湾の潮風に吹かれている環境の中で子どもたちが育っているから 地域の方

391 しくまた 浮かんだから 信篤小1

392 市信学園（いっしん） 市川市の「市」と、みんなが信じていけると信篤小の「信」みんなの心が一つになるという意味もある 信篤小５

393 しずく学園 「し」んじて協力して、「ず」んずん成長して、「く」るしいことも乗り越えよう 信篤小５

394 自然学校 自然に向き合えるように 信篤小２

395 東雲学園（しののめ） ３つの学校が、一人一人、夕日みたいに個性を発揮して、輝けるように 信篤小５

396 しふこ学校 3校の頭文字をくっつけました 信篤小６

397 秀才３号学園 ３つの学校が一緒になって、頭の良い学校になって欲しいから 信篤小３

398 自由の森学園 自由でいられるような学校にしたかったから 信篤小３

399 しゅくーる学園 記載なし 信篤小５

400 しょう？たぼ学校 元気になかよくルールを守れそうになると思ったため 信篤小２

三角学園359

三学校361

三校学園369

しあわせ学園388
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401 小中 記載なし 信篤小1

402 小中 記載なし 二俣小３

403 小中一しん小学校 「一しん」は学校一つに小中は小学校と中学校 二俣小３

404 小中一貫学園 小中が同じ（一貫）になるから 二俣小６

記載なし 中２年
２つの小学校と１つの中学校が合わさって小中一貫学校 信篤小３
短くしたかったし、中学校もあるので小中一貫学校としました 二俣小３
小中一貫だから入れたのここら辺は高谷だから 中１年
小学校と中学校を一緒にするので小中一貫と入れようと思った 中２年
高谷ブロックだから高谷にして、シンプルなのが変な感じにならないし、しっくり来たから 中３年
小学校と中学校を合わせて一貫で母校への高谷中を高谷とした 中３年

407 小中一貫小・中学校 記載なし 信篤小３

408 小中一貫信篤学園 地名じゃないから 中２年

409 小中一貫信俣中学校 学校それぞれの名前を残したかったから、二俣の俣と信篤の篤と高谷中学校の中学校をとりました 二俣小６

記載なし 信篤小1
小学校の子と、中学校の人がいるから 信篤小３
小学校と中学校が一緒になったから最初の文字を取って 信篤小４
小学校と中学校が一緒だから 信篤小４
小学校と中学校だからです 二俣小２
小学校と中学校がいっしょになるからです 二俣小２
テレビでもそういう名前で言っているから 信篤小1
小学生と中学生が一緒になるから 信篤小４
小学校と中学校が仲良くなるため 信篤小４
小学校の「小」と中学校の「中」で最後に学校をつけた 信篤小４
中学生が小学生に勉強を教えるため 信篤小４
小中一貫から、小中だけ残したら、こうなりました 信篤小６
小学校と中学校で勉強を頑張りたいからです 二俣小２
小学校と中学校を合体するなら、そのまま小中学校にすればいいと思ったからです 二俣小２
記載なし 二俣小３
記載なし 信篤小1

412 小中高谷学校 小学校と中学校がいっしょになるから小中と書いた 信篤小６

413 小中信（こなかしん）学校 小学生と中学生を信じるから 信篤小４

414 小中なかよし学校 学年が違っても、仲良くする 信篤小３

415 しょうな ちょっとカッコ良い名前がよかったから 信篤小1

416 翔陽学園 一人一人が夢に向かって高く飛べる学園にしたいから 中２年

417 市立三校総合市川小中一貫校 市川市にある、３つの学校が協力して、学習するからこの名前 信篤小６

418 白雲学園 真っ白なくものように、自由気ままに楽しく生活する 信篤小５

みんなに馴染みのある名前だから 中３年
字が一番良い信篤卒業生が多いし親しみやすいかなって 中３年
ちゃんと意味があるから 中３年
二俣や高谷は地区名だけど信篤は地区名じゃないから 中１年
信篤小は１２０年の歴史があるから名前は残した方がいいと思ったから 中３年
信篤とついた名の施設があったりするからなじみがある 中３年
高谷、二俣は地名だけど、信篤は地名じゃなく特別だから
信篤という名前を残したいから

二俣小と高谷中は場所の名前だけど、信篤小は、場所の名前じゃないし、２つの学校の間に位置している感じだか
ら

信篤小６

421 信篤二俣高谷学園 ３つ全部合わせてしまった方がわかりやすりと思ったから 信篤小６

422 心一学園 心が一つになるような学園 信篤小５

423 新市川学園 「新」にした理由は、市川学園はもうあるため、パクってはいけないと思ったから三つはともに市川にあるから 信篤小６

424 新学学園 新しいことに挑戦していきたいから 信篤小３

425 信協学園 3校が信頼と協力をして活動できるように 中２年

426 しんこうたつ学園 へんだけとしました 信篤小２

427 信高二学園 信篤小の「信」と、高谷中の「高」、二俣小の「二」をとってつけました 信篤小６

428 しんこうふた 3校の頭文字をとりました 信篤小５

429 しんこうふた学校 記載なし 信篤小２

430 新高谷 馴染みのある土地名なので覚えやすいことと、新しいという意見 高谷保護者

431 信高谷俣篤二 なかなかいいと思ったから 信篤小６

432 信三学校 信頼の「信」と三つの学校なので信頼している三つの学校という意味で 中２年

433 新三学校 新しく三つの学校が合わさるからです 信篤小６

434 心集学園（しんしゅう） ３校の先生や生徒の心が集まって一つになるから 信篤小６

435 新小中学校 小学校と中学校が一緒になるからです 二俣小２

436 信高学校 信篤の「信」ととって、高谷の「高」をあませて信高学校にしました 信篤小６

437 信高三 信頼し合い、高みをめざす、三つの学校 信篤小６

438 信高二俣学園 三校の名前が入った感じにしたいから響きが良いから 中２年

439 信谷 記載なし 信篤小５

440 信谷学園（しんたに） 「信谷」…人のことを深く信じるということなので、「谷」と言ったら、深いと思ったから 信篤小６

441 信谷二学園 一文字づつ取って 中２年

442 信谷俣小中学校 ３つの学校が支え合い、助け合って、１つになれるように 信篤小６

443 信中高（しんちゅうこう）学園 信篤小と中学校がまざっているのがわかりやすい 信篤小４

444 しんちゅうしょうがくえん 記載なし 信篤小1

445 新道 人生の新しい道を自分からつくりにいけるような人を増やせる学校になって欲しいから 信篤小６

446 信篤（しんとく） 記載なし 信篤小1

小中学園410

小中学校411

信篤419

小中一貫学校405

小中一貫高谷学園406

信篤学園420
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信篤小出身だから 中２年
高谷や二俣は地区として残るが、信篤は消えてしまうから 中２年
地名の入っていない名前にしたかったから 中２年
信篤は、尊敬する大畑先生がつけた名前だから 中２年
信篤は良い名前だから残した方が良いと思ったから 中２年
「信篤」という名を残したい120年以上の歴史、家族3代が信篤小出身なので 高谷保護者
信篤小出身者の人数が多い地名ではないので不公平感が少ない 高谷保護者
三つ合わせても信篤を入れた方が良いから 信篤小２
記載なし 信篤小４
高谷や二俣などは地名だから、信篤という名前を大切にしたいし、名前を残していきたいからです 信篤小６
信篤は千葉県で唯一地名を冠していない学校と聞いており、120年超の歴史を残してほしい 信篤保護者
古くから使われている「信篤」を残したいとても良い意味だから原木・高谷・田尻・二俣を信篤地区というため 信篤保護者
ﾓﾃﾞﾙとなっている塩浜学園と同様に地名でない学校を残してほしい 信篤保護者
信篤という地名は無いので特別だから 信篤保護者

448 しんとく学校 信篤の授業がたのしいから 信篤小２

449 信篤高谷中学校 記載なし 信篤小４

450 信徳小・中学校 合わさって読みやすいと思ったからです 信篤小３

451 信篤小学校 信篤小学校の名前が良いから 信篤小1

452
信篤小学校、高谷中学校、二俣小
学校

記載なし 二俣小２

453 信篤総合一貫校 地名以外を採用するのは珍しいから 中２年

454 信とくち域学園 「信とくち域」にしたのは、あまり変わっていなくて、覚えやすいし、いいやすいからです 信篤小６

455
信篤中学校（しんとくちゅうがっこ
う）

信篤小の信篤と高谷中の中学校を取って 信篤小1

456
信篤二俣（しんとくふたまた）中学
校

記載なし 信篤小1

457 信篤二俣高谷 記載なし 信篤小２

458 しんとくふたまたこうや学校 記載なし 信篤小1

459 しんとくふたまたこうやしょう 記載なし 信篤小1

460 しんとくふたまたこうや中学えん 信篤と二俣と高谷中を合わせました 信篤小２

461
信篤二俣高谷中学校（しんとくふ
たまたこうやちゅうがっこう）

かっこいいから 信篤小1

462 信徳二俣中学校 信篤小と二俣小と中学校のみんなが仲良くなれるように！ 信篤小３

463 信篤二俣中学校トリオ（しんとくふ 3つの名前が重なっているからトリオ 信篤小1

464 信篤ブロック 信篤という名を残したい 高谷保護者

465 信篤ゆめ学園 信篤の名前を残したい 信篤小1

466 信二学園（しんふた） 2つの小学校の頭文字を入れました 信篤小５

信篤小の「信」と二俣小の「二」、高谷中の「高」から取った 信篤小４
最初の名前を出した 信篤小５
全部の学校が一つになるので、違う学校と一緒に学ぶから、この学校名にしました 信篤小６
３校の頭文字をとってつけた二俣は名前が長くなるので「二」としました 信篤小６

468 信二高等学校 かっこいいから 中２年

469
信二高二高（しんにこにこ）小中学
校

高谷、信篤、二俣の名前を残したかったから 信篤小４

470 信二小高谷学園 ２つの小学校がくっついて、高谷中と協力するから 中１年

471 信二谷 信篤の信と二俣の二と高谷の谷を入れ、信二谷になりました 二俣小４

472 信二谷（しんふたや）小中学校 3つの小中学校の名前を一つずつ切り取って合わせた名前 二俣小５

473 信二高学園（しんふたこう） 3校の頭文字を入れました 信篤小５

３つの学校の漢字が由来 信篤小６

３つの学校の頭文字でけました「信」…新しいみんながお互いに信じあう心「二」…小中２つの学校として「高」…より
目標を高く

信篤小６

475 しんふたこう小中学校 しんとく小の「しん」、ふたまた小の「ふた」、高谷中学校の「こうや」 信篤小３

476 信二高小中学校
３つの小中学校が一貫型になるから、３つの小中学校の初めの漢字の一文字をとってつなげれば、３つの小中学
校が一体型になった漢字がわかりやすいから

信篤小６

477 しんふたこうや学校 ３つの学校が入った名前にしました 信篤小２

478 しんふたこうや小中学校 しんとく小の「しん」、ふたまた小の「ふた」、高谷中学校の「こうや」 信篤小３

479 信二俣高谷学校 「信」というのが格好良くてこの名前にしました 信篤小２

市川市の事例の学校に「学園」がついていたから 中２年
名前の区切りが良かったから 信篤小４
格好いい名前だから 二俣小１
１つずつの名前をつなげました 二俣小１

482 新三谷学園（しんみたに） ３校の名前を少し改善したこの３つの学校が協力し合うと良いと思った 信篤小６

483 信勇合同学校 信じたり勇気を出せる学校という意味 二俣小５

484 水（すい）しわ学園 記載なし 信篤小1

485 睡蓮（すいれん） 花言葉は、信頼、優しさ、清らかな心という意味 信篤小６

486 優気小中学校 小学校、中学校のみんなで協力していくから、やさしい気持ちで仲良くできればいいなと思ったからです 二俣小６

487 進決学園 進んでどんなことでも解決できる学園がいいから 信篤小４

488 進光学園 進んで勉強し、明るき光れるようにしたいから 信篤小４

489 スペシャル小学校 楽しそうだから 信篤小1

ぱっと思いついた 信篤小４
ニコニコして過ごしていきたいから 信篤小４
ニコニコしたほうが楽しいから 信篤小４
いい名前だから 信篤小４
みんなスマイルでいてほしいから 信篤小４

491 スマイル工房 笑顔を作って、明るい学校、そして話しやすい親しみやすい、そういう学校になってほしいと思ったからです 二俣小６

492 スミッコ 大すきだから 信篤特学

493 正希学園 正しく希望をもって生きる学校のルールなどをちゃんと守るから「正」「希」は、いつでも希望を持ちたいから 信篤小５

494 青春市川学園 言葉のひびきがいいから 信篤小３

495 青春学園 青い風にふかれて、春のような、青空をむいて、明るい感じ、前向きに　という意味です 信篤小５

信二高学校474

信俣高学園480

しんまたこうがっこう481

信篤学園447

信二高467

スマイル学園490
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496 清誠学園 清らかで「まこと」を持った生徒が増えてほしいから 中３年

497 せかい小学校 世界の物を使ってみたいから 信篤小３

498 ゼラオラ学校 記載なし 信篤小1

499 爽活学園 さわやかで活動力のいい所になってほしいから 信篤小６

500 蒼穹学園（そうきゅうがくえん） 青空、大空、蒼天の意味で付けました 中３年

501 総合学園 ３つの学校が一緒になるから 中３年

502 総合教育学園 分かりやすい教育ができると思ったから 中２年

503 そよ風学園 そよ風のようにさわやかな学校になってほしい 中１年

504 空 広い世界を見る 信篤小４

505 空学校（そらがっこう） 空を見ると元気になる 信篤小1

506 大樹 大樹のように大きく広い心をもち、大樹のようにぐんぐんと成長して欲しいから 信篤小６

507 大週号学園 いろいろな人が来るから 信篤小４

508 大樹小学校 大樹のように大きく成長してほしいから 信篤小６

509 第二市川学園 市川市にあり、市川学園はあるので、第二にした 中１年

510 第二本学校 むかしの日本の名前だから 信篤小５

511 太陽学園 太陽のように、明るい子ども達が育ってほしいから 中１年

512 高篤俣学園 三つの学校の漢字を取った 中１年

513 高篤二学園 言いやすくはないけど、高いいい篤が二つあるという意味で書きました 二俣小４

514 高市原学園 地名などを組み合わせて、高は高谷、市は市川、原は原木などの地名を使ってみました 二俣小６

515 高信二 3校の頭文字を取って 高谷保護者

３つの学校の名前を合わせた 中３年
頭文字を取りました 中３年
3つの学校の名前があるから 二俣小４

517 高信二小中学校 小中学校の頭文字を使った 二俣小４

中学校の人と小学校の人とも協力して頑張っていきたいからです 二俣小４
高谷中の高と信篤小の信と二俣小の俣を合わせて、高信俣学園と名付けました 二俣小４
記載なし 二俣小４

519 高信俣小学校 ３校の学校名を入れたからです 信篤小６

520 高平学園（こうへいがくえん）
何かこの地域の名前を入れたかったので高谷中学校の「高」に三つの学校が仲良く、平和であるようにこの名前を
選んだ漢字は違うけれど、公平とこうへいは平等と同じような平和の意見なのでいいかなと思いました

中１年

521 高俣学園 高谷中と信篤小がある高谷と二俣小の二俣の地名を合わせた 中２年

522 たかまたみんたか 記載なし 二俣小１

二俣小と信篤小より一番大きいクラスだから 二俣小４
かっこいい名前だから 二俣小６

524 高谷小中学園 高谷中の人が1番年上だし、信篤と二俣を小学生だからです 二俣小４

525 高谷信二篤学園 全部合わせて、1番いいし、楽しくなりそうだったからです 二俣小４

526
たくましくやさしく元気いっぱい小
中学校

記載なし 信篤小４

527 たすけあい学園 みんなに分からないところを教えてほしいから 信篤小1

528 忠恵学園（ちゅうけいがくえん） 人情に厚く、素直なひとになるように 中３年

529 谷篤二学園（やとくに） 高谷の「谷」と信篤小の「篤」と二俣の「二」を組合わせたらいいと思ったからです 二俣小２

530 谷篤二学校（やとくふた） 自分なりに書きました 二俣小２

531 谷学園 これがしっくりきて呼びやすいと思ったから 二俣小５

532 谷信二学校 高谷中学校、信徳小学校、二俣小学校の名前の一つを使って分かりやすくするためです 信篤小６

533 谷信俣学校 全ての学校の名前の一部が入ることで協力やつながりが良くなると思った 中２年

534 谷篤俣 高谷中の「谷」、信篤小の「篤」、二俣小の「俣」から取った 信篤小４

いろいろな谷を馬のように進むこと、全部の学校の文字を1文字使っていること 信篤小４
みんなで協力するので3つの学校の2文字目を取って 二俣小５
楽しくしたいから 信篤小２
楽しくしたいから 信篤小２
学校はみんなが楽しいから 信篤小４
たのしくできるようにした名前です 二俣小４

537 楽しい学校 中学校と小学校がとても楽しく生活できるように 信篤小３

538 たのしいみんなの学園 記載なし 信篤小1

539 楽しく 一日一日を楽しく過ごしたいと思ったから 信篤小６

540 たのしくなかよく学園 たのしくなかよくしたい 信篤小２

541 たゆまず学園 好きな授業をできるいっぱいやって進むように 信篤小２

協力するから 中３年
３校が重なって団結しあえるような、学校になるとよいと思ったから 中３年

543 たんぽぽ はなのなまえにしましたしぜんを楽しみたいからです 信篤特学

544 チームＳＦＫ学園 それぞれの学校の頭文字を取ってアルファベットにしてかっこよくなると思ったから 信篤小４

545 チーム高谷 一体感があるから 中３年

546 千葉学園 千葉にあるから 二俣小６

547 ちばみんなの学園 みんなの学園のところがとても良いところだと思ったので 信篤小1

548 中１小２ 中学校が１つ、小学校が２つで、１と２を英語にしました 二俣小４

549 ちゅうがっこう 記載なし 信篤小1

550 中小 中学校の｢中」と小学校の「小」を取って 信篤小1

551 中小スター学園 ３校がスターのように輝いて欲しいから 信篤小３

552 中小中 中学校と小学校の人とのかかわりがあるから 中３年

553 中小天学園 中学校の｢中」、小学校の「小」、天才の「天」から取りました 信篤小２

554 中小なかよく学校 なかよくなりたいからです 二俣小２

555 中ダブル学校 中学校が１つあって、小学校が２つあるから 信篤小３

556 超市川学園 「超」という言葉だとすごいという意味が思えそうだったから 信篤小３

557 ちょう学校 色々な学校が新たな気持ちになるから 信篤小1

558 つうこうじゅうみんがっこう クラスのみんながあんぜんにとうこうできるため 二俣小１

559 ツーしょうワンちゅう小中学校 2つ小学校１つ中学校で２と１を英語にして決めた 信篤小1

560 継来学園 「継往開来」から取って 中３年

561 つばめ学園
渡り鳥であるツバメは小さな体で、毎年渡るので、その勇気をみんなが当たり前に持てるような人が出てくるのを
願っています

中３年

高谷学園523

谷篤俣学園535

楽しい学園536

高信二学園516

高信俣学園518

団結学園542
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562 蕾生学園（らいせいがくえん） 未来に咲く花のつぼみを育成するための小中一貫型小学校・中学校になってほしいという思いを込めました 中３年

563 てんごく学校 みんなと楽しく学校生活をしたいから 信篤小２

564 天才（てんさい）学校 生徒が天才になってほしいから 信篤小1

565 統一小中学校 心を１つにするという意味があるからです 信篤小６

566 豆腐学園　２ しんとく、こうや、ふたまたなので 中１年

567 ときめき学園 恋をしたいからです 信篤小２

568 篤志学園 「篤志」の意味は熱心に心を寄せ、協力援助すること3校が心を一つに協力するように 中２年

569 とくふや学園 信篤小の｢とく」と二俣小の「ふた」と高谷中の「や」から取りました 信篤小２

570 とくまた小学校 信篤小の「とく」と、二俣小の「また」をとった 信篤小３

571 友高学園（ゆうこうがくえん） 友好的に３校が関われるように、高谷中の高を入れたかった 中３年

572 灯笑学園（とうしょう） 光る該当のように、笑顔でてらす学園にしたいからです 信篤小５

573 ともだち学園 友達がたくさんできそうだから 信篤小２

574 友礼美庵（トレビアン） 高谷ブロックのみんながつながれて素晴らしいと思えるよう… 高谷保護者

575 とやま学園 しんとく、こうや、ふたまた、が繋がるので 中１年

576 ドライフラワー学園 きれいで優しい学園になってほしいからやさしいように感じるドライフラワー 信篤小４

577 トリプル学校 3つも学校があるから 二俣小３

トリプルは3という意味だから 信篤小1
3つ合わせた小学校、中学校だから 信篤小1

579 努力学園 努力するため 信篤小５

580 仲輝学園（ちゅうき） 他の学校の人たちと仲良くし、輝いている姿が思い浮かんだからです 信篤小６

581 仲流学園 みんなで仲良く交流して楽しい学園にしたいからです 信篤小５

582 なかむら学園 担任の先生の名前だから 信篤小1

583 仲良く 仲良くしたいと思いったから 信篤小６

584 なかよく学園 なかよくしたい 信篤小２

585 なかよく協力学園 みんなで仲良く交流したり、協力できるように 信篤小４

なかよしになりたいから 信篤小1
みんなが嫌な顔にならないように 信篤小４
なかやくなっているから 信篤特学

587 なかよし3つ学園 なかよしになるし、3つの学校だから 信篤小２

３学校なかよく 中３年
仲良く友達になって一緒に遊びたい 信篤小２
みんなと友達になりたいから 信篤小２
みんなと仲良しだから 信篤小２
仲良くして安全にしてもらいたいから 信篤小２
みんなで仲良くする場所のこと 信篤小２
記載なし 信篤小２
みんながなかよくなれるように楽しく過ごせる学園 信篤小２
合体したら、みんなで仲良くしたいから 信篤小３
三つの学校が仲良くしてほしいから 信篤小４
3つの学校でずっと仲良くしたいから 信篤小４
みんな仲良くして協力できる学園にしたいから 信篤小４
仲良くなってほしいから 信篤小４
みんなと仲良くなるため 信篤小４
みんなと仲良くできるように 信篤保護者
中学せいともなかよしになりたいからです 二俣小２
みんなが楽しく、仲良くできる学校にしたいので、この名前を付けました 二俣小４
皆が仲良くしたいから 中２年
なんとなく、一個しかないから目立ちそう 中３年
仲良くして欲しいから 中３年
仲良くなって欲しいから 中３年
なかよしになりたいから 信篤小1
ほかの子と仲良くしたいから 信篤小1
仲良しにしたいから 信篤小４
みんなと仲よく絆を深めたいから 信篤小４
みんなで仲良くする 信篤小２
先生たちが仲良くしてほしいから 信篤小２
みんながなかよくできるように 信篤小２
みんなで仲良くなれそうだから 二俣小３
みんなでなかよくしたいから 信篤小1
みんな仲良しになれそうだから 信篤小２
みんながなかよく楽しく過ごせるように 信篤小２

591 梨市の川学園

市川市の名産物といえば、梨梨の果実言葉は「愛情」人は生きていくうえで必ず愛情を受けまた与えているこの学
園に通う生徒がこの土地への愛情を絶やさないように願いを込めて更に、市川市の名前の由来は「一の川」江戸
時代で最も大きな川でした川の沿岸で市をしていたことから市川市となったそうです川のように流れ、やがて市で
あふれる梨その「愛情」が教育や環境などを支えてくれるでしょう

中３年

592 納豆（なっとう） 納豆がねばねばして切れないように縁を切らず、困難も3校で力を合わせ頑張る 信篤小４

593 なっとう学校 一緒に行動する 信篤小３

594 七色学園 個性あふれる生徒が集まっていることを表現して 中２年

595 なのはな 千葉県の花はきれいだから 信篤小1

596 なんでもちょうせん学園 うちの目標が何でも挑戦だからです 信篤小２

597
二・信・高なかよし学校（ふた・し
ん・こうなかよしがっこう）

3校がなかよしになってほしいから 二俣小３

598 二高学園 地名からとりました 信篤小６

頭文字を取って 中２年

３校の頭文字をとって、３校が一致団結できるように思いを込めてこの名前を考えました 信篤小６

600 二高篤（ふたこうとく）学校 二俣小の「二」、高谷中の「高」、信篤小の「篤」から取った 信篤小４

601 二高篤学園 3つの学校が混ざり合った学園 二俣小５

602 二高篤学校 ３校の頭文字をとって決めた 信篤小６

603 ニコニコ学園 みんなが笑顔で学べる学校にしたいから 二俣小６

604 ニコニコ学校 みんなにニコニコしてほしいから 信篤小２

605 西学校 記載なし 信篤小３

606 西浜学園 原木西浜公園が近くにあるから 二俣小４

三つの学校の名前を合わせた 信篤小４

学校の名前の最初の文字 信篤小４

二俣小、信篤小、高谷中の頭文字を取り、小学生でも書きやすい簡単な文字が良いと思った 中１年

なかよし学園
仲良し学園
なかよしがくえん

588

なかよし学校589

599

607 二信高学園

二高信学園

トリプル小学校578

なかよし586

なかよし小学校590
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608 二信高学校 二俣小学校と信篤小学校と高谷中学校を合わせた 二俣小６

609 二信高谷学園 全ての学校の名前の一部を入れた、高谷は元の高谷ブロックから 中３年

610 二信高谷学校 ３校が一貫して教育を行うため 中３年

611 二信小高中学園
二俣、信篤、小学校、高谷、中学校の最初の文字を取って、繋ぎ合わせれば、互いの強力が強いと示せるし、一心
同体になったよとわかる

中１年

612 二谷信（ふたやしん）学校 3校の名前を組み合わせて 二俣保護者

613 にっこり学園 交流したら会話をしてみんなきっと笑うから 信篤小４

614 日清学園 一人一人メンタルを強くするため 中３年

615 二とくがく学園 記載なし 信篤小1

616 二篤中学校 全ての学校名を入れて考えたから 中２年

617 ねぎ学校 前に決めるとに、ネギがでたときいたから 信篤小３

618 熱原学園（ねつげん） みんなの情熱がはらっぱのように広がるような学園 信篤小５

619 のばらが（く？）えん 記載なし 信篤小1

620 パーソナルティーチスクール 独自性を出したかったため 中３年

621 博愛学園 全ての人に広く平等に愛される学校にしたい 中２年

622 葉高申台立学園 みどりが多い学校なので自然を想像したから 中２年

623 蓮磨学園 蓮の花言葉に「清らかな心」とあり、それを磨くという意味 中３年

624 花霞学園
春、新しい生活が始まる季節少しの不安と期待が入り混じったまま一歩を踏み出すというような気持が含まれてい
るから

中３年

625 はなたばがくえん 記載なし 信篤小1

626 花山学園 はなやかでおだやかな素敵な学園 信篤小４

627 ぱにぷら学校 みんなが頑張れると思います 信篤小３

628 ハバタキ学園 みんなで努力を羽ばたかせる学校 信篤小２

原木中山にあるから 信篤小1
記載なし 信篤特学
原木にあるところと原木に近いところに３校あるから
信篤と高谷の場所が原木だから 中１年

630 原木・高谷共栄学園 一緒に進んで行くという意味を入れたかったから 信篤小６

631 原木いずる学校 いずるが出発するという意味原木から、子供たちが未来へ羽ばたいていく様子を思ってつけました 信篤小６

原木にあるから 中３年
母と同じく、原木中山駅が近いので、 中３年
最寄りの原木中山駅から取って 高谷保護者
最寄りの原木中山駅から取って 高谷保護者
原木中山駅が近いから 信篤小1
最寄り駅が原木中山だから 信篤保護者
原木中山とリンクできるように 信篤保護者
3校とも原木にあるから 二俣小４
この辺が原木だからです 二俣小４
原木らへんだから 二俣小６
学区が原木だから 二俣保護者
地域の名前を使用し、覚えやすいから 信篤保護者
原木中山に小学校があるからです
原木中山駅に近いから 信篤小５
自分が住んでいるところが原木地区だから
この辺が原木だから
高谷中、信篤小、二俣小のどれでもが原木にあるから 信篤小６
原木にあるから 信篤小1
地域の名前だから 信篤小２
原木の近くだから 信篤小６

634 原木協向学園 みんなで協力しあって仲を深めようという意味を込めて 信篤小５

635 原木協力学園 3校で色々と協力していきたいから 信篤小５

636 原木高谷学校 地名を入れた方がいいかなと思ったから 信篤小６

637 原木小中学校 ３つの学校のうち、１つが原木にあるので 信篤小６

638 原木第３小中校 「原木」にある小学校で、「弟」は３校だからです「小中」は、小学校と中学校です 信篤特学

639 原木中山学院 3校のうち2校の最寄りの駅名を冠したい学園だと「塩浜学園」と同じなので「学院」に 信篤保護者

640 原木中山学園 最寄り駅だから 信篤保護者

641 原木中山学校 原木中山駅にあるから 信篤小２

642 原木の空学園 塩浜が「海」、東国分が「風」なので自然を使いたかったまた高谷中の夕焼けがきれいで虹も見たことがあるから 中２年

各学校の所在地 信篤保護者
学校のある住所 信篤小1

644 原木二俣校 地域の名前を入れた方が良いから 高谷保護者

645 原木未来学園 小中学生が、協力を強め、未来を良くしていくため 信篤小６

646 原田高二一貫校 「原木」「田尻」「高谷」「二俣」の頭文字 信篤保護者

647 薔薇花学園 ローダンセは薔薇花って言って、ローダンセの花言葉「変わらない思い」、「終わらない友情」というから 二俣小６

648 バラブロック 市川市の花ばバラだから 中３年

649 春望学園 春は人も花も咲きほこる季節なので、希望を持ってほしいという理由 中３年

650 東市川原木一貫学校 3校が原木にあるから 二俣保護者

651 東西南北高谷みっしゅう学園 東西南北家があり、人口が密集しているから 中３年

652 光彩学園 鮮やかで美しい光を持ってほしいそれぞれのカラーを持ってほしいから 中２年

653 光進学園 そのまま光に向かって進んで欲しいから 中３年

654 光見学園 光を見ていく電車が見える小中学校 信篤小２

655 美顔学園 みんなの顔は美しいみんな平等でキレイ 中３年

656 飛翔 未来へ羽ばたく意味 中３年

657 翡翠学園 新緑の宝石のようにキラキラと輝いた学校 中３年

658 一つの市川（小中学校）
市川市でいじめがなく、みんなの心が一つに仲良くなれるようにということです小中学校がカッコなのは、もっと良い
他の呼び方があると思ったので、カッコは地学手もいいと思ったからです

二俣小６

659 人々 それ以外思いつかなかった 二俣小５

660 日向葵学園 日向葵みたいに明るく元気に過ごすため 中２年

日向のように明るく元気な学校にしたいから 中２年
明るく楽しい学園になるように 中２年
いつでも日が当たるあたたかい学校でありたいから 中２年
日向のように明るく元気は学校になってほしいから 中２年
日向のように明るく元気な学校になってほしいから 高谷保護者
いつでも日が当たるような暖かな学校でありたいとおもうから 高谷保護者

原木学校633

原木二俣学園643

日向学園661

原木629

原木学園632
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ひまわりが好きだから 信篤小２
ヒマワリが好きだから 信篤小２

663 ひまわり学校 ひまわりのようにまっすぐ元気に前向きに生きて欲しいから 中１年

664 ぶかつ学園 記載なし 信篤小２

665 ふじも学園 校庭に藤の花があることと、校歌に「藤も～」とあるから 信篤小２

666 二こう 記載なし 二俣小１

667 二高信（ふたこうしん） 二人で協力する名前 信篤小４

668 二高信篤学園 3つの学校が混ざっているし、その学校名のママがいいという人もいるから 信篤小５

669 ふたこうとく ３つの学校の頭文字をつけた 信篤小６

670 ふたしんこう 二俣小の「ふた」、信篤小の「しん」、高谷中の「こう」を取って 信篤小1

671 二信高学校 二俣小学校の「二」、信篤小の「信」、高谷中の「高」、それらを合わせたら、かなりごろがよかったから 信篤小６

672 二信高（にしんたか）中央学園 3つの学校を中央とし、中学生が入るなら学園がいい 信篤小４

673 二信高学校 二俣の二と信篤の信と高谷の高を合わせた名前にしました 二俣小４

674 ふたとくこうや小中学校 ふたまた小の「ふた」、しんとく小の「とく」、高谷中学校の「こうや」 信篤小３

675 ふたば学園 制服の買うところが共通 中２年

676 二葉学園 三校の制服・体操服を作ってくれているお店が「二葉屋」だから 中２年

楽しい学校にしたいから 二俣小２
楽しい学校にしたいから 二俣小２
このあたりの地名が二俣だから 二俣小６
二俣小、信篤小、高谷中は市川と二俣だから市川学園があるから、二俣学園にしました 二俣小６

678 二俣高信小・中学校 ３つ協力し合うから 信篤小３

679 二俣小 記載なし 信篤小1

大きい学校だから 信篤小1
記載なし 信篤小1

681 二俣信篤高谷学園 ３つの学校名を入れることで覚えやすいかなと思ったため 中３年

682 二俣信高学校 ３つの学校１つにまとめた 二俣小２

683 二俣信谷（ふたまたしんや）学校 二俣小の「二俣」信篤小の「信篤」高谷中の「谷」を取って 信篤小２

684 二俣信篤高谷学校 記載なし 信篤小２

685 ふたまたしんとくこうやがっこう 記載なし 二俣小１

686
ふたまたしんとくこうやがっこうこう
やがっこう

記載なし 二俣小１

687 ふたまたしんとくこうや中学校 記載なし 信篤小３

688 ふたまたしんとくしょうこうや学園 三つの名前を合わせたかったから 信篤小1

一人一人仲良く学年に関係なく友達ができるように 中２年
３つの学校、そして地域の方々と触れ合う機会をたくさん持って温かい学校になればいいと思って 高谷保護者
触れ合ってほしいから 信篤小４
小中学生が色々な場面でふれあい、学んでほしいため 信篤保護者
心が一つになるから 中３年
心がひとつになりそうだから 中３年
一つに固まりそうだから 中３年

691 ブロッコリー たくさん集まっている様子から 中３年

692 平安京 平安京みたいに立派な学校だから 中２年

693 平和学校 平和が一番だから 信篤小６

694 勉強学校 勉強を楽しくしたいから 信篤小２

695 朋友学園（ほうゆう） 他の小中学校の人とも親しい学園 信篤小５

696 ポジティブ学園 みんなでポジティブに協力していきたい 信篤小５

697 ホワイト学園 ホワイトが明るくて優しい色だから 信篤小４

698 聖輝（せいき） 聖人のような光輝く人物を育成する学園になって欲しいから 中３年

699 正三角学園 三角形の頂点が中学校で残りの２つの角が小学校でそれが正三角形だから乱れていず 中３年

700 まじめ学園 みんながまじめで授業中にいる 信篤小３

701 俣高信学園 学校が分かれても高く信じあえる仲になるため 中３年

702 また更新小学校 色々な言葉にしてもなかなか合わないと思って、これだったら似合うと思いました 二俣小２

なんとなく、３校の１文字を合わせてみた 中１年
3校の頭文字をとりました 信篤小５

704 まなび森学校 学校は勉強して学ぶ場所だから 信篤小２

705 まほろば学園
まほろばに素晴らしい場所という意味があるので、３校の協力が深まり素晴らしい場所になって欲しいという思いを
込めました

中３年

真間川が近いから 中３年
3校に近い川は「真間川」で、つながりをもてると思いました 信篤小５

707 真間川学園 3つの学校が真間川に近いのでそうしました 二俣小４

708 マルえもん学園 あのアニメと二俣小の年は一緒だから 二俣小６

709 マルえもん学園 二俣小の年と一緒だから 二俣小６

710 みがくねん 3つの学校で「みがくねん」 信篤小1

711
みかんといちごぶどうとなしとすい
かとさくらんぼ

記載なし 信篤特学

712 三谷篤学区（ミヤトイガック） 全部合体したが、三つあるので、二俣の二を三にした 中３年

713 みつ学区 ３つの学校が学区のように深いかかわりができるように 中１年

714 みっつ小学校 学校が三つだから 信篤小1

715 三つの学園 三つの学校が同じになるから 信篤小４

716 三つの支え合い それぞれが支えると笑顔が広がると思ったから 信篤小４

３つの学校が葉っぱの根元の部分のように仲良くなりたい 中３年
各学校が連携できるように 高谷保護者

みつばは、３つの葉がくっついていて、１つの植物になっているので、この３つの学校も団結して、みんなで交流し
合えるようになってほしいから

信篤小６

3校の若葉が一つになるイメージクローバを身近に感じ爽やかな拓しさがあると思う 高谷保護者
さわやかな感じがするから３つの学校が集まるから 中３年

二俣小学校680

真間学園706

三つ葉717

三つ葉（みつば）学園718

ふれあい学園689

ブロック690

俣信谷703

ひまわり学園662

二俣学園677
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719 三つ星 三つの学校がいっしょになったから 信篤小６

720 三つまとめましたがっこう 三つまとめるから 二俣小１

721 緑風学園 市川市は緑がたくさんあるから 信篤小５

722 南市川海風学園 市川の南の方で海の近くだから 二俣小５

市川市を大きく分けると南の方で、一貫校二学園のイメージがあるから 中１年
近くに南校があるからこの辺りは南市川だから 中２年

724 南市川神風学園（かみかぜ）
神風は、昔、元から日本を守ってくれたように、いじめなどから守ってくれる平和な学校になってほしいという思いを
こめました

信篤小５

725 南市川共進学園
小中一貫にするメリットの一つには、「３つの学校がいまよりもっと協力できる」があります３校の生徒又は教員が共
に進んで成長が出来るように、また、協力することの大切さを学んでほしいという私の願いから

中３年

726 南市川高篤第二学園 南市川の３の学校名を合わせた名前 二俣小５

727 南市川総合学園 市川の南に位置している学校だから 中３年

728 南川絆学園 「南」は市川市の南側にある「川」は３校の近くに川がある「絆」は信頼関係を深めるF 信篤小５

729 南市川信篤小学校
730 南市川信篤中学校
731 南交流学園 南にある交流する学園 信篤小５

未来のことをいっぱい知れるから 信篤小３
未来へはばたく学園にしていきたいから 二俣小６

733 未来の風学校 未来に風が吹くことを再現しました 信篤小３

734 ミラクル学校 3つあるから名付けてミラクル学校 二俣小３

735 三輪 三つの学校のきずなの輪 信篤小６

736 明翔（みんしょう）学園 明るい学校にしたいから 中２年

737 みんたか 「みん」はみんなです「たか」はみんな高まろうです 二俣小１

738 みんたかしょうがっこう みんなでたかいところをめざす 二俣小１

739 みんないっしょがっこう 記載なし 二俣小１

記載なし 信篤小1
記載なし 信篤小1
記載なし 信篤小1
記載なし 信篤小1

741 みんながんばろうがっこう だって、みんなでがんばりたいから、みんながんばるがっこう 二俣小１

742 みんなで1つに！高・信・二学校 みんなで学習したり、みんなで運動会をしたりするからです 二俣小４

743 皆で協力する学園 三校一体で協力していこうという意味です 中２年

744 みんなで助け合う学校 誰かが困っていたらみんなで助け合うから 二俣小５

745 みんなでなかよし学園 3つの学校のみんながなかよしになりたいから 信篤小４

746 みんなと心を一つにがんばれ学園 学校は授業を頑張って考えてみんなと心を一つになれそうだから 信篤小２

747 みんななかよし学園 みんなとなかよくしたいから 信篤小２

748 みんななかよし小学校 みんな仲良しで学校生活が楽しくなれるように 信篤小４

749 みんなの学校 みんなと勉強したいから 二俣小５

750 みんなの小・中プロジェクト 高谷中学校・信篤小学校・二俣小学校のみんなで 二俣小３

751 みんなの小学校 みんなで楽しく学校生活をするからみんなの小学校と書いた 信篤小４

752 みんなの小中学校 みんなが仲良く学校生活を送れる学校 信篤小５

753 無限　又は（ムゲン・∞） 生との想いは無限大だからと言ってみました 高谷保護者

754 無敵三校協力学園 みんな（三校）で協力して頑張るグループになって欲しいから無敵になって欲しいから 信篤小３

明るい光のような楽しい学校生活を送って欲しいから 中３年
明るい光を放った児童になって欲しいから 中３年
明るく光り輝くように協力したいから 二俣小６
明るく成長 中３年
明るくまっすぐな心をもって成長して欲しいから 中３年

757 明楽学園（めいらく） みんなが明るく、楽しめるような学校にしたいから 信篤小５

758 もてもて学校 もてもてだったかっこいいし、つよそうだから 二俣小２

759 文殊学校（学園） 「三人寄れば文殊の知恵」から 信篤保護者

760 門前学園 高校へ飛び立つ門の前が小中学校だからこれにした羽ばたいてほしいと思った 二俣小６

761
約束小学校（やくそくしょうがっこ
う）

記載なし 信篤小1

762 やまのて すきだから 信篤特学

763 ゆうあいアカデミー
新しい道路に歩道橋が出来、その名前が「ゆうあい歩道橋」という名前になりました近くにそのような建造物があり
「歩道橋」はつなぐ働きをするので、３つの学校が繋がればいいなと思い「ゆうあい」にしましたアカデミーにした理由
は響きがいいからです

中１年

764 ゆうえんち ひろいから 信篤小３

765 優来学園（ゆうらい） やさしくと、未来の「来」をとって優来年下にも優しくできるように、未来が明るくなりますようにと 信篤小５

766 優情学園（ゆうじょう） 優しく困っている友達に情をかけて助けることと、友情という意味もある 信篤小５

767 優心学園 みんなやさしい心を持っていじめなど無い学校になってほしいから 高谷保護者

768 優逞生（ゆうていせい） 二俣：今をしっかり「生」きる　信篤：「優」しく賢く、「逞」しく　高谷：心豊かに「逞」しく「生」きる 高谷保護者

769 優篤学園 質の良い学びを、これから入る人も、今いる人も、より良い学びができるように 中２年

770 友べん学校 友達ができて、べんきょうができる学校 信篤小３

771 優明学園 上級生は下級生にやさしく、明るい学校にしたいから 中２年

772 夢学園 皆が夢を持てる学園にしたいから 信篤小５

773 遊流・物流のまち原木３校

・共通する住所名
・両方からのほぼ同距離に真間川がある
・真間川の下流の方にプレジャーボートが係留されている
・二俣小学校の周辺は、沢山の物流施設
・物流は大事
・川とモノの“流れ”に引っ掛けた

地域の方

774 陽高学園 高谷中ブロックの子どもたちがたくさんの発見と経験をして一人一人がキラキラと太陽のような笑顔で輝いてほしい 信篤保護者

775 翼立（よくりつ）学園・学校
つばさを持つ生き物が羽ばたくように、私たちも未来に跳びたてるようにしたい！協力し合えば、もっとふつうよりも
高く、世界にはばたけると思います

信篤小５

776 よそがぜ学園
そよかぜに吹かれると悩み事で、暗い気持ちになっているときに、明るい気持ちを取り戻すことができるし、いつま
でも明るい気持ちを持ち続けたいから

信篤小６

777 四つ星学園 四つの中から四つの紙が眠ると聞いたことがある 信篤小５

明成学園756

南市川学園723

未来学園732

みんな学園740

明光学園755

伝統ある信篤の校名を残したいから 地域の方
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778 よびたか いいとおもったから 二俣小１

779 楽明学園 楽しく明るい学校にしたいから 中２年

780 りすだ？う 楽しい学校だから 信篤小２

781 りんかいなかよし学園 みんなでなかよくしたいから 信篤小1

782 るんまんず学園 るんるんとたのしく通いたいから 信篤小２

783 励行学園（れいこう） 決まったことを努力し、きちんと実行するという意味のなので、いいと思った励まし合いながら努力し実行する 信篤小５

784 令時学園
教員と生徒の交流が深まるということで、しっかりと令ができる、そして、SDGｓ時事についてもしっかり学び合える
学園にしていきたい

中１年

785 黎明学園 夜明けという意味を持ち新しい物語が始まる時にも使われる為、新しい呼び名に合うと思った 中２年

786 令和学園 今は令和だから 中１年

787 レインボー学園 虹の橋が学校をつなぐというイメージ 信篤保護者

788 れんけい学校 ３つの学校が協力してれんけいができるような学校がいいなと思ったからです 信篤小６

789 わい学園 記載なし 信篤小1

790 ワクワク学園 みんなで集まってワクワクになるからです 二俣小２

791 わたなべ 記載なし 信篤小1

792 和衷学園
四字熟語の「和衷協力」のように、３校の児童・生徒達で支え合い、中を深めて学んでいけるような交流ができる場
にしていきたいから

信篤小６

793 輪になり助け合える場所 「○（わ）」になって、助け合えたらいいなと思ったから 信篤小６

794 笑笑学園 みんながいつも笑えるように！ 信篤小３

795 湾岸市川 海に近く、江戸川という水に親しみを持ってほしい 高谷保護者

シンプルでわかりやすい 信篤保護者
周辺の湾岸エリアを使用することで立地を想像するのに分かりやすいと思ったため 信篤保護者

797 湾岸学園 近くに湾岸道路が通っているから 二俣保護者

798 湾岸学校 学校から近いし名前がカッコいいから 中１年

799 湾岸潮騒学校 湾岸の近くにあるから 中１年

800 湾岸原木学園 湾岸道路が近く、原木地区の生徒が多いため 高谷保護者

湾岸市川学園796


