
学校名応募一覧

※岩内町立省略

あなたが考えた、新しい学

校名を教えてください
その学校名とした想い・理由などを教えてください 読み方

1 曙小中学校 新しい学校のはじまりです。
あけぼのしょうちゅう

がっこう

2 アスパラ学院 岩内発祥として、内外に主張するとともに親しみやすい名前とした あすぱらがくいん

3 アスパラ学園 アスパラがゆうめいだから。 あすぱらがくえん

4  アスパラ校 アスパラガスが有名なのでこの名前にしたいと思いました。 あすぱらこう

5 アスパラ小中一貫学校 やはり岩内は、アスパラだから。
あすぱらしょうちゅう

いっかんがっこう

6 あすぱらの郷 アスパラの発祥地なので。 あすぱらのさと

7 荒井義務教育学校 岩内町で有名な荒井さんからとりました。
あらいぎむきょういく

がっこう

8 有島義務教育学校 有名な有島武郎から
ありしまぎむきょういく

がっこう

9 いおうのさわ義務教育学校
岩内がアイヌの頃に呼ばれていた名前が「いおうのさわ」だそうです。硫黄の沢ということ

らしいです。地名の由来を知って、自分たちが住む町の特色に気づいて欲しいという思いで

いおうのさわぎむきょう

いくがっこう

10 イコロ学園
イコロはアイヌ語で宝物。 地域の宝物である子供達の大切な9年間を、 より輝かせるための

学び舎として、地域の象徴的な空間として親しみを込めて。
いころがくえん

11 岩内海風小中学校 岩内に吹く海風のように強く、伸び伸びとこの学校で成長してほしいから。
いわないうみかぜしょう

ちゅうがっこう

12 岩内鴎啼
鴎のように逞しく人懐こく高い社会性を持つよう

また鴎が鰊の行方を示すように町の将来を示すことができる人材となるよう
いわないおうてい



あなたが考えた、新しい学

校名を教えてください
その学校名とした想い・理由などを教えてください 読み方

13 いわない学園
4校が統合されるので、やはり岩内の地名を入れるべきと思いました。また、シンプルに読み

やすい名称がいいと思ったからです。
いわないがくえん

14 いわない学園
義務教育学校では、標記が長い。岩内小中学校でも良いが、いわない学園の方がイメージと

センスが良い。そしてわかりやすい。よって「いわない学園」が最良の選択である。
いわないがくえん

15 いわない学園 読みやすいから。 いわないがくえん

16 いわない学園 ひらがなだと小さい子も読めるし、学園は何となく。格好良いかなと。 いわないがくえん

17 岩内学園 わかりやすく、若々しく大きいイメージ。 いわないがくえん

18 岩内学園 町名に誇りをもって学ぶ学舎であって欲しい、の願い。 いわないがくえん

19 岩内向上館学校

どんな時も常に向上心を持つことを忘れずに学校生活を送ってほしいという強い思いを込め

て校名を考えました。「向上」は岩内町の向上、学校の向上、生徒の向上の意味も込めてい

ます。また私は現在勤務している会社の異動で２０１３年から２０１５年の３年間、岩内町

に勤務し、清住に住んでいました。自分にとって貴重な３年間となった感謝の気持ちを込め

て校名を考えさせていただきました。

いわないこうじょうかん

がっこう

20 岩内恒星学校 子供達が恒星のように輝けるような学校であってほしいので。
いわないこうせいがっこ

う

21 岩内山海小中学校
この学校名にしたのは、やはり、岩内は自然豊かな奇数の動植物が暮らす岩内岳、日本海に

面した昔から漁業が盛んな海の町でもあり、この名前にしました。

いわないさんかいしょう

ちゅうがっこう

22 岩内小中一貫学校 一般に受け入れやすい名前で。学校の名前にとらわれることなく成長してほしい。
いわないしょうちゅう

いっかんがっこう

23 岩内小中学校 わかりやすい
いわないしょうちゅう

がっこう

24 岩内小中学校 そのままが1番良い
いわないしょうちゅう

がっこう

25 岩内小中学校
少子化となることや、また一つの新しい歴史を作るための小中学校のあり方を考えて新しい

学びの地として新しい学校作りをしてきます。

いわないしょうちゅう

がっこう



あなたが考えた、新しい学

校名を教えてください
その学校名とした想い・理由などを教えてください 読み方

26 いわない小中学校
・岩内が好きなのでいわないのことばを使いたい。・統合になったら前に向かって進んで

いってもらいたい。・夢をもってくれるような学校を作ってほしい。

いわないしょうちゅう

がっこう

27 ＩＷＡＮＡＩ小中学校

岩内町の子供が世界に羽ばたいて欲しい。岩内町にはステキなスキー場、岩内町にはステキ

なキャンプ場、緑豊かで空気が美味しい、夜は空一面に星がきらめいて降りそそぎロマン

チックです。帰り道は日本海見おろせて夜景がとてもキレイです。※岩内町の子供達、世界

中の子供達が幸せになってほしいです。

いわないしょうちゅう

がっこう

28 岩内深層水義務教育学校 深層水のようにクリアな生徒が育ってほしいから。
いわないしんそうすいぎ

むきょういくがっこう

29 岩内新高台小中学校

小学校統合時、何故古い東や西が残って中央がなくなるとかいう、訳のわからん理由で揉め

た人がいると噂に聞いた。本当のことはわからないが、今ある学校名は使用するべきではな

いと思う。だからと言って、未来に向かってとか地域に密着した名称など今さらいらないと

思う。実際に通う子供達が覚えやすい名称でいいと思う。住所が高台ならばそれでいい、で

も過去に高台小学校があったから新高台小中学校。

いわないしんたかだい

しょうちゅうがっこう

30 IWANAI すくーる 子供から大人まで呼びやすいように。またグローバルな学校になることを期待して。 いわないすくーる

31 岩内総合学校 一貫校として、わかりやすい名前が良いと考えた
いわないそうごうがっこ

う

32 岩内蒼茫小学校・中学校
港町を表すような校名にしたかった。

母校の校歌の歌詞に出てくる単語で素敵だと思った。

いわないそうぼうしょう

がっこうちゅうがっこう

33
岩内たら丸アカデミー(学

園)

岩内のご当地キャラを全面に、かわいいキャラクターのもと勉強、スポーツに励んでもらい

たい。キャラクターがかわいいので岩内の宣伝にもなる。

いわないたらまるあけで

みーがくえん

34 いわない中央学園
町の中心部に位置しており、学校がまちづくりの中心的存在になってほしい。岩内は読みや

すくするため、ひらがなが望ましい。

いわないちゅうおうがく

えん

35 岩内中央学園 シンプルがいいと思ったから。
いわないちゅうおうがく

えん

36 いわない中央小中学校 母校の中央小学校復活を願っています。
いわないちゅうおうしょ

うちゅうがっこう



あなたが考えた、新しい学

校名を教えてください
その学校名とした想い・理由などを教えてください 読み方

37 岩内中央小中学校

今は地域交流センターとして町民が使用していますが、私は今から９年前の中央小の卒業生

であり思い出が沢山詰まった母校です。この場所にきまった時余計な税金も使ってまでも一

貫校が必要なのかと思いましたが、でも母校の校舎も増築した上で使ってくれるそうで卒業

生として嬉しかったです。私だけでは無く私達町民が馴染みの有る名前にして欲しいと、ま

た校舎が真ん中にある事からこの名前にしました。あと、もう一つ出来れば中央小の校歌の

額（体育館にある）片隅でも良いので中央小があった証として残して欲しい。また一中（母

校）東小の校舎の活用も考えて欲しいですがせめて思い出の桜の木だけでも伐採しないで残

して欲しいです。

いわないちゅうおうしょ

うちゅうがっこう

38 岩内怒濤学園

「どとう」を辞書で調べてみると、激しく荒れ狂う大波と書いてあり、まさに岩内の海そし

て強く立派な岩内という大地。それを表現できる名前であり、自信や活気に満ちあふれた学

校になってほしいという岩内に対する感謝や願いもこめました。

いわないどとうがくえん

39 いわないみらい学園

岩内町立を前提として、「いわないみらい」と平仮名、最後に「学園」としました。

○「いわないみらい」とあえて平仮名にすることにより「岩内未来」よりも親しみやすさ

や、漢字を使わないことによる柔らかさを狙いました。

→「みらい」というワードを含むことによって、これまでの学校名としてはあまり考えにく

いステレオタイプを覆す狙いや、初めて学校名を聞いた人にも印象に残せる言葉として相応

しいものだと検討しました。総括すると、岩内町の人口は減少していますが、町内はもちろ

ん町外、全国へ、この岩内町の「みらい」を連想させる近代的な学校名、町の印象を上げる

というのが狙いです。

○「学園」としたのは「学校」との差別化です。

○定石は「～義務教育学校」、「小中学校」などの学校名ですが、これでは人々の想像通り

のありきたりな学校名といった印象を受けます。これからの時代や次の世代に託すことを考

えると近未来的な「岩内町立いわないみらい学園」と名付けた方がふさわしいものであると

考えます。

○岩内町はこれからの街づくりとして、このような学校名から少しずつ近未来への移行とし

て、アジャストしていくことが重要ではないだろうか。

いわないみらい

40 岩内未来小中学校
岩内町の未来を明るくしてくれる

若い世代に、期待を込めての名前です。
いわないみらい



あなたが考えた、新しい学

校名を教えてください
その学校名とした想い・理由などを教えてください 読み方

41 岩内みんなの学校
児童生徒だけではなく、保護者や地域の人たちみんなで学び合えるようになってほしいから

です。

いわないみんなのがっこ

う

42 岩内雷電学園
かみかりといなびかりのような大きく強い、存在感。そして、自信をもてるように楽しさと

元気溢れる学校になって欲しいという願いを強く込めました。

いわないらいでんがくえ

ん

43 海のみえる義務教育学校

やはり岩内と言えば海。海の近くで自然と共生しながら豊かな教育のもと育まれる子供たち

はきっと、これからの日本を支えてくれる。そんな願いを込めました。ちなみに略して「海

校（うみこう）」です。岩内高校は「岩校（がんこう）」なので、うまくリンクして親しみ

を持って頂ければ！

うみのみえるぎむきょう

いくがっこう

44 栄星小中一貫学校 生徒児童が切磋琢磨して、一人一人が輝ける存在になってほしい。
えいせいしょうちゅう

いっかんがっこう

45 笑顔学校
笑顔でいてほしい

えがおがっこう

46 丘の上学園 旧高台小学校の校歌の中から「潮風が吹く丘の上あかるい声が聞こえてる」 おかのうえがくえん

47 海山小中学校
岩内は海と山に挟まれている。海のように広大で、山のように豊かで純粋な心。いざという

ときに大地、自然の力に負けないぐらいたくましくなってほしい。

かいざんしょうちゅう

がっこう

48 岩内町開成義務教育学校
『未来を切り開いて事を成す』との想い。

音の響きも良い。

かいせいぎむきょういく

がっこう

49 海明小中学校
高台の学校から見える海が太陽の光を集めて輝いて見えることから、未来を担う子供達が明

るく輝いてほしいと願っています。

かいめいしょうちゅう

がっこう

50 四重奏学校 きれいになってほしいから。 かるてっとがっこう

51 木田義務教育学校 木田金次郎からとりました。
きだびむきょういくがっ

こう

52 希望の丘学園
岩内の高台という丘に建つまなびやに児童・生徒が集い、大きな希望をもって学び続ける学

校
きぼうのおかがくえん

53 来夢学園

生徒達が未来に向けて「夢のキャンバス」に描くその絵は、きっとここから始まる。この地

で育まれ、そして生き活かそうとする子供達の心の伸びやかさを訴求。※学校名として従来

のかたい名称は考えず柔軟さとオシャレ感と呼びやすさを考慮。

くりむがくえん



あなたが考えた、新しい学

校名を教えてください
その学校名とした想い・理由などを教えてください 読み方

54 小石川学園 泊のように金持ちに！全員パソコン所持！Ｗｉ－Ｆｉ完備！ こいしかわがくえん

55 子ども未来学校 こどもみらいがっこう

56
コミュニティスクールにこ

にこ学園

いじめのない学校、生徒は笑顔で楽しく過ごす、小学校２校と中学校２校が合わさってでき

たーにこにこ（２校にこうと２校にこうで「にこにこ」）の学び舎、学校なんだけど、みん

なが集えるところ。

こみゅにてぃすくーるに

こにこがくえん

57 採光小中学校

彩り豊かに個性に満ち、将来光輝く大人になってほしいという思い、そして読みに込めた

「最高」な友だちや思い出のつくれる学校、そして岩内町の繁栄と発展も願い、「再興」

「再講」（再構築）にもかけてます。

さいこうしょうちゅう

がっこう

58 奇襲學園 強い学校 さいばーてろがくえん

59 山海学園
岩内には海も山もあります。この細長い地形だからこそ美しい漁火の夜景がある、とても珍

しく、誇るべき土地なのだと知って欲しい！という思いです。
さんかいがくえん

60 潮風丘の上小中学校
昔の高台小学校中央小学校の校歌にもある、岩内の潮風がふき

丘の上にあるというそういう思いを学校名にしました

しおかぜおかのうえしょ

うちゅうがっこう

61
潮風（しおかぜ・しお風）

学園

母校である旧中央小跡地にできるので、校歌の歌詞にも記念碑にもある「しおかぜ」が一番

に浮かびました。義務教育学校や小中学校は何となく堅いような印象なので、学園がしっく

りくるかなと思いました。また、北海道の学校で潮風の名前使ったところは意外とないので

は？と思います。

しおかぜがくえん

62 萩明小中学校 学校の廻りには萩の花が明るい子供に、より良い環境で素直で明るい子供達に
しゅうめいしょうちゅう

がっこう

63 純黒の悪夢學園 頭がよくなるように（コナンのように）
じゅんこくのないとめあ

がくえん

64 小中学校 しょうちゅうがっこう

65 白波
青々として、果てしなく広い海をイメージして、子どもたちがのびのび学ぶことが出来るよ

うに。
しらなみ



あなたが考えた、新しい学

校名を教えてください
その学校名とした想い・理由などを教えてください 読み方

66 後志中央小中学生

後志で最初の義務教育学校ですし、正式には西だとしても地図で見るとだいたい真ん中です

から、トップバッターの特権で中央！と名乗ってしまうのもいいんではないかと思い、名付

けました！

しりべしちゅうおうしょ

うちゅうがくせい

67 新中央義務教育学校
旧中央小学校の跡地にできることと町民が一番わかりやすいことが大事なので、この名称で

あればご年配の方もわかると思います。

しんちゅうおうぎむきょ

ういくがっこう

68 森友学園 政治家を輩出できるような学校に！ しんゆうがくえん

69
西東小中学校　(せいとう

しょちゅう)

西と東小学校合併と中学はそのままにしました。

一中と二中も西と東に分かれて、それが合併するのでその名前がいいと思いました。

せいとうしょうちゅう

がっこう

70 青籃学園
岩内町は山や海に囲まれている青の中(籃)で、揺籃(物事が発展する初めの場所)のこれから成

長していく場所の意味も入れています。
せいらんがくえん

71 第三小中学校 第１、第２まであった大きな町だったから。
だいさんしょうちゅう

がっこう

72 高台203義務教育学校 住所からとりました
たかだい２０３ぎむきょ

ういくがっこう

73 高台義務教育学校 高台にできるから。
たかだいぎむきょういく

がっこう

74 高台義務教育学校 昔、高台小学校があったから
たかだいぎむきょういく

がっこう

75 高台小中学校 もともとあった場所の名前。
たかだいしょうちゅう

がっこう

76 高台中央小中学校 町の中心の高台にある素晴らしい歴史のある学校として。
たかだいちゅうおうしょ

うちゅうがっこう

77 たらこ タラ丸の町の子供の意 たらこ

78 たら丸学園
町民に親しまれているから。子ども達にも人気がある。たら丸のデザイナーは、町内の方。

たら丸音頭の歌い手も、町内の方。町内の人材を活用して、学校のシンボルを作れそう。
たらまるがくえん

79 たらまる義務教育学校 岩内といえばたらまるだから。
たらまるぎむきょういく

がっこう



あなたが考えた、新しい学

校名を教えてください
その学校名とした想い・理由などを教えてください 読み方

80 中央学園
8年前に中央小学校が閉校し、今回同じ場所で開校予定なので｢中央｣という名前を入れまし

た。
ちゅうおうがくえん

81 中央 小中学校 保育所が  西 ・ 東  となっているので 小中学校は 中央 で良いのかな？と思うからです。
ちゅうおうしゅうちょう

がっこう

82
潮海学園(ちょうかいがくえ

ん)
自然に囲まれ潮風感じる岩内町で、自分の町を大切に健やかに育って欲しいから。 ちょうかいがくえん

83 潮陵学園 頭が良くなってほしいから。 ちょうりょうがくえん

84 釣りタラコ義務教育学校 岩内町の名産の釣りタラコとタラコからふ化し、社会に羽ばたけるように。
つりたらこぎむきょうい

くがっこう

85 東央西小中学校
かつては３校あった小学校、中でも町の中心にあった中央小学校の名前は後々に残して端居

です。

とうおうせいしょうちゅ

うがっこう

86 東西小中学校 東小学校と西小学校がくっつくから。
とうざいしょうちゅう

がっこう

87 凪彩小中学校
凪（なぎ）のようにおだやかで平和の心をもち、彩り豊かに個性に満ちあふれた大人へと巣

立ってほしいという思いで、海の町、岩内らしく「なぎさ」という読みにいたしました。

なぎさしょうちゅうがっ

こう

88 なまびえーる小中学校
学び、そしてたくさんを得て、大人たちが明るく希望に満ちた将来へエールをおくり続ける

と言う思い。あえてひらがなでやわらかい名前にしました。

なまびえーるしょうちゅ

うがっこう

89 203義務教育学校 住所が字高台203であるため
２０３ぎむきょういく

がっこう

90 ニコニコ小中学校 みんな、にこにこして学校に行ってすごせたらなと思ったからです。
にこにこしょうちゅう

がっこう

91 西海岸学園（WEST COAST) 文字通り北海道の西海岸一の学校を目指す。 にしかいがんがくえん

92 西風学園

日本海の猛烈な西風、岩内を語る上で絶対に外せません。岩内町はどんな町？というのを知

るきっかけになったらいいなという思いで名付けました。ついでに、西風ってどっちから吹

いてくる風？というのを覚えれば東西南北の感覚も身につきやすいと思います。

にしかぜがくえん



あなたが考えた、新しい学

校名を教えてください
その学校名とした想い・理由などを教えてください 読み方

93 にっこり学園 いつも笑顔で楽しく過ごせたらいいなと思ったからです。 にっこりがくえん

94 のぞみ小中学校
・岩内が好きなのでいわないのことばを使いたい。・統合になったら前に向かって進んで

いってもらいたい。・夢をもってくれるような学校を作ってほしい。

のぞみしょうちゅうがっ

こう

95 のびのび義務教育学校 のびのび育ってほしいから。
のびのびぎむきょういく

がっこう

96 ひかり中央小中学校
元の中央小学校が一新されるということ、未来を担うひかり輝く子どもたちを育ててほしい

という願いを込めて。その一助になれれば幸いです。

ひかりちゅうおうしょう

ちゅうがっこう

97 ブラボー小中学校
ブラボーは素晴らしいと言う意味があり、インパクトもあり、全国的に知られ、また、マス

コミ等で取り上げられて、岩内町に経済効果が認められそうだから。

ぶらぼーしょうちゅう

がっこう

98 ブルーイン・レインボースクール
ブルーインパルスにちなんで又岩内の青き海にちなんで希望のある学校であってほしい。横

文字、カッコ良いと思いますよ。

ブルーインレインボース

クール

99 ふるさと希望学園
年々過疎化が進む岩内を「ふるさと」とする少年少女が希望をもち、未来に向かって勉学に

勤しむ学舎
ふるさとのぞみがくえん

100 岩内朋友学園

生き生きとした思いやりに満ちた子供達の人生に必要な知識と生涯の友との学舎を岩内の地

に設けるとの関係者の思いを込め朋友学園とし、ほうゆう(for you)という響きで常に志を忘

れないようにとの思い。

ほうゆうがくえん

101 望洋小中学校 大きな夢と希望を持ち、努力し実現できる生徒に育ってほしい。
ぼうようしゅうちゅう

がっこう

102 ホープ学園
学園の理念＝希望を持って前に進もう。・いつも希望をもって希望に向かって進む生徒にな

る（生徒）・個性を生かし、生徒の希望を育む教育を実践する（先生）・地域の希望につな
ほーぷがくえん

103 北海道大学付属小中学校 エスカレーターで北大行きたい！
ほっかいどうだいがくふ

ぞくしょうちゅうがっこ

104 ホップ義務教育学校 新しくできた保育所はあすぱらですが、それよりも大人っぽく良いかなと。
ほっぷぎむきょういく

がっこう

105 ポップの里

歴史あるもの、だったもの過去の物を今の人達によって再復活をしている復興活動をSNSな

どで拝見して、復活させるってすごいな。地元愛すごいな。と単純に感じました。地元の愛

が詰まった単語を考えていたところ、これだと閃きました。地元の結束力、岩内でしか出せ

ない校風を吹かせてほしいです。

ぽっぷのさと



あなたが考えた、新しい学

校名を教えてください
その学校名とした想い・理由などを教えてください 読み方

106
ｍｏｕｎｔａｉｎ　Ｓｃｈ

ｏｏｌ

岩内町といえば、岩内岳と思い浮かぶほど岩内町人にとって身近な存在です。Ｍｏｕｎｔａ

ｉｎ　Ｓｃｈｏｏｌと英語名の学校はめずらしく、印象に残りやすいと思いました。しかし

低学年にとって英語は遠い存在、難しいと思いがちですが幼い頃から英語にふれていると興

味が湧き、覚えやすくなると思ったのでこの名前にしました。

まうんてんすくーる

107 前浜小中学生

岩内と言えば前浜で揚がる海の幸！子どもたちは、住所にはない「前浜」という名前に疑問

を持つはずです。学校名の由来が、岩内町の漁業や水産加工品のことを知るきっかけになっ

て欲しいという気持ちで名付けました。

まえはましょうちゅう

がっこう

108 まなび愛小中学校
私の孫が通う学校なので思いやりが育ち一人ひとりを尊重して明るい学校であってほしいと

思い名付けました。

まなびあいしょうちゅう

がっこう

109 学ビ舎イコロ

イコロはアイヌ語で宝物。

地域の宝物である子供達の大切な9年間を、

より輝かせるための学び舎として、地域の象徴的な空間として親しみを込めて。

まなびやいころ

110 まなぼーや 少子化を乗り越え岩内町の子供たちが集合する学校へ。 まなぼーや

111 南学園

既存校の西小学校や東小学校の真ん中に位置しており、統廃合後に西と東があった記憶を残

し、岩内町の学校の歴史が名前で途切れていない事を連想させる南を使用し、さらに義務教

育学校と言う新しい学校の歴史が始まる意味合いで、今まで岩内町に無かった学園と言う言

葉を用いることとしました。

これまでの歴史を引き継ぎながら、新しい学校の始まりを感じさせ、光のプロムナードの様

な明るい未来に続けるような名前にしたいと思い、この名前を提案させて頂きます。

みなみがくえん

112 明星学園
早朝（夜明け）にひときわ輝く星から、煌めく学校生活と子供の成長への願いを込めて。

（明けの明星より）
みょうじょうがくえん

113 みらい(未来)岩内学園
夢に向かって明るい未来へ!

自分の力で未来を切り開き力強く成長出来ますように。
みらいいわないがくえん

114 未来学園
人口の少ない小さな岩内町の子供たちが未来に向かって楽しく学べる場所であって欲しいと

願いをこめて考えました。
みらいがくえん

115 未来協学小中学校 未来、将来に向けて協力して学んでほしいという思いで決めました。
みらいきょうがくしょう

ちゅうがっこう



あなたが考えた、新しい学

校名を教えてください
その学校名とした想い・理由などを教えてください 読み方

116 未来小中学校
・岩内が好きなのでいわないのことばを使いたい。・統合になったら前に向かって進んで

いってもらいたい。・夢をもってくれるような学校を作ってほしい。

みらいしょうちゅうがっ

こう

117 未来総合学園
岩内町の未来が明るくなって、子どもたちも自分自身未来へ向かって色々なことに挑戦し

てってほしいからです！
みらいそうごうがくえん

118 明達中学（高等学）校 聡明な生徒であってほしいという想いから。 めいたつがくえん

119
明葉学園（めいようがくえ

ん）

岩内町の特産物である、明日葉やアスパラなどからイメージしました。明日葉の最初と最後

の文字、アスパラのアを明、パを葉、など。小さな子どもたちの事も考え、言いやすい・書

きやすいなど。明るい光で葉が開くように、子どもたちの学びの葉が広く沢山、樹木のよう

に伸びていくようなイメージ。あとはネットなどで、この名前の学校名が他に出てこなかっ

たので（詳しくは調べてませんが）、良いのではと思いました。

めいようがくえん

120 ヤスパース学園 西洋もとりいれてほしい。 やすぱーすがくえん

121 岩内大翔小中学校

目的に向かって天翔るように大きく躍動する未来へ向けて大きく翔く。伸びやかでダイナ

ミックな清々しい印象が子供達の成長に相応しいかなと。文字にした時も美しく均整が取れ

ているのではと思いました。

やまとしょうちゅうがっ

こう

122 結岩内教育学校 全４校統合の「結」言葉あそび的な「言うと言わない」をかけたネーミングです。
ゆういわないきょういく

がっこう

123 友凪小中学校

たくさんの友だちをつくり、凪（なぎ）のようにおだやかに、友だちと仲良く平和に心を分

かち合えるようになってほしいという思いで、景色のすばらしい岩内の夕凪にかけて「ゆう

なぎ」という読みにいたしました。

ゆうなぎしょうちゅう

がっこう

124 夢歩み小学校 名前のとおり夢を歩みつつ楽しく学校生活をする学校であってほしいから。
ゆめあゆみしょうちゅう

がっこう

125 雷電学園 岩内の地名、雷電岬に因んで。 らいでんがくえん

126 雷電義務教育学校 雷電という名前が魅力的だから
らいでんぎむきょういく

がっこう

127 わくわく学園
生徒はもちろん、先生方や地域の方々がみんな「わくわく」するような学校になってほしい

からこの学校「学園」名にしました！よろしくお願いします!
わくわくがくえん


