
統合４小学校の校名案一覧

校名案 理由（要約） 総称案

1 庁南学園

2 長南絆 ４校の伝統と絆を持ち、いじめゼロを目指す 長南絆学園

3 愛友 家族・人々・地域への愛・友達・仲間への友情を育む 愛友学園

4 笠森 長南町の名所で、分かりやすい

5 長南 分かりやすく、知名度が高い 長南学園

6 坂ノ上 城下町だったイメージを取り戻し町を活性化したい 長南お城学園

7 長南 長南中が既にある

8 中央 小学校４校の中央に建つから 長南中央

9 あけぼの ものごとの始まりをあらわす あけぼの

10 四郷 四つの郷の小学校だから。四地区の思いを大切に 四
ヨン

郷
ゴウ

小
ショウ

11 なかよし 友達がいっぱいになり、仲良くできる

12 新長南 新しい

13 ちょなまる学園

14 とよ長東西 ４校の学校をあわせた 長南学園

15 長南 長南中の隣にある 長南学園

16 長南 長南中の隣にある 長南学園

17 長南 長南小、長南中が一緒 長南学園

18 長南 長南中の隣にある 長南学園

19 枝
エダ

島
ジマ

第
ダイ

二
ニ

枝豆があった

20 長南 長南中の隣にある 長南学園

21 長南 長南町の学校だから 長南学園

22 長
チョウ

栄
エイ

長く栄えてほしい 長
チョウ

栄
エイ

学園

23 ちょな丸 マスコットキャラクター 長南ちょな丸学園

24 中央 ４校が町の中心部に集まる 長南中央学園



25 百年山 裏が百年山 長南百年山学園

26 べに花 町花であり、他の市町村の方にも覚えてもらえる 長南べに花学園

27 長南 長南町であり「長南」を強調したい

28 長
チョナ

丸
マル

チョナマルをアピール

29 長南 長南町の小学校 長南学園

30 百年山 長南町で標高が一番高い山であり誰でも知っている

31 長南

32 明豊 明るく豊かな小学校になってもらいたい

33 長南中央 長南町の役場の近くにある 長南学園

34 長南 長南町にある小学校だから 長南学園

35 虹のようにキラキラ輝く学校生活を送ってほしい 長南虹色学園

36 新長南 新しく長南町の小学校として 新長南みどり学園

37 長南 長南みどり学園

38 長南

39 豊 自然がたくさんあり豊か 長南学園

40 四 ４つの小学校が統合するから四にした 長南学園

41 長南 長南だから 長南学園

42 中央 長南町の中心だから 長南中央学園

43 ヒマワリ 花の名前をもぎとった 日回理

44 新・長南

45 長南

46 長南紅花 長南町の特産品の紅花をＰＲ 長南ゆたか学園

47 長南 紅花は長南町のシンボル 長南紅花学園

48 ちょうなん 平仮名の方が親しみやすくなる

49 ちょな丸 長南町のキャラクター ちょな丸学園

50 長南中央 長南町は豊栄・東・西を集めた時、真中にあるから 長南中央学園



51 長南 長南町にある小学校 長生学園

52 紅花 長南町は紅花で有名 長南中央学園

53 長南緑 緑が多い町 長南自然学園

54 長南中央 長南町の中心として活動していこうとの願いを込めて 長南中央学園

55 みどり 自然がたくさんあってみどりがたくさんある 長南学園

56 長
ナガ

丸
マル

長南の長とちょな丸の丸を合わせ、訓読みにした 長南
チョウナン

長
ナガ

丸
マル

学院
ガクイン

57 東洋 東西の東と太平洋

58 栄光 長南町に栄光を意味 長南総合学園

59 長南 長南町にあり、中学校も長南中学校 長南学園

60 長南 長南町に１校しかないから町の名前を

61 長南 長南町にあるから 長南学園

62 長南 中学校と同じで良い 長南小学校

63 長南 もともとあったのは長南小だけだと思う

64 長南 長南町の長南を入れて親しみやすくする 長南学園

65 紅古 紅古連から出した

66 長南 長南町の一つの小学校だから町の名前 長南学園

67 長南

68 長南 長南町の小学校

69 長南 長南町にある

70 笠森観音 他市町村の人が知っていると思うから、アピール

71 長南第５ ５つ目の小学校だから、４つの小学校があったことを忘れないため

72 統合 統合した学校だから

73 長南 ４校の学校が一つになる 長南絆学園

74 長南 長南学園

75 紅花 長南町で有名で親しみやすそうだから

76 長南 長南町の小学校だから 長南学園



77 長南 長南町にあるから 長南小中学校

78 長南
チョウナン

四
ヨン

長南町の４小学校を統合するので、長南に四を付けた 長南紅花学園

79 平成長南
平成の世に統合した証、校名に地名、ただの長南小では今までの長
南小となってしまう

長南学園

80 長南 長南町の教育を表す名称として、小学校にも「長南」という名が良い 長南統合学園

81 長南 長南町の小学校だから町の名前がついた方が良い 長南学校

82 長南 長南町における唯一の小学校 長南小中学校

83 長南 地名であり親しんでいる名前で分かりやすい 長南学園

84 長南 長南町なので「長南」

85 長南

86 長南 長南小学校の卒業生なので母校の名前を残したい 長南学園

87 長南 町名と同じだと、どの地域の学校かすぐ分かるので

88 長南 町の名前だから 長南総合学校

89 長南 長南町にあるから 長南学園

90 長南中央 ４つの小学校が統合し、町の中央に位置するから 長南べにばな学園

91 長南べに花学園長南のべに花をもっと有名に べに花学園

92 四
ヨ

つ葉
ハ

四つの小学校が集まってできた小学校だから

93 なかよし みんながなかよくして友達となかよくあそんでほしい

94 長南
チョウナン

四
ヨツ

葉
ハ

千葉県の文字の一つである葉、四つ葉のクローバーの意味から 長南四葉学園

95 笠森 笠森寺が有名 長南笠森学園

96 芝原 芝原人形が有名 長南芝原学園

97 紅花 長南町で紅花が有名 長南紅花学園

98 長南 長南町だから 長南学園

99 長南 長南小中一貫校を想定し、地元の学校という事で 長南学園

100 長南 どこにある小学校かすぐわかる 長南学園

101 長南 どこにある小学校かすぐわかる 長南学園

102 長南 どこにある小学校かすぐわかる 長南学園



103 長南 どこにある小学校かすぐわかる 長南学園

104 長南 どこにある小学校かすぐわかる 長南学園

105 長南 一見して所在地がわかる 長南学園

106 長南 長南町を残すため 長南光学園

107 長南総合
４つの地区の学校が一つになるから、長南をつけた方がどこの町の学
校か分かりやすい

長南自然学園

108 虹色 それぞれの個性を生かして色々な虹を描いてほしいから

109 長南 ４校が１校になるので長南に 長南学園

110 長南総合 ４つの小学校を１つにまとめた小学校だから

111 長南
長南町にできる学校だし、長南中も４区の地区から集まった中学校だ
から

112 東西
トウセイ

南
ナン

豊
トミ

中
チュウ
東小と西小と豊栄小が合併したから

113 豊 自然が豊だから

114 長南中央 長南町の中の小学校だから 長南

115 長南 常識的に考えて 長南学園

116 四ツ葉
４つの地域から集い、４つ葉のクローバーのごとく幸せ（希望）に満ちた
子供達であるように

長南四ツ葉学園

117 長南わかば ４小学校を若葉にみたてた 長南わかば学園

118 よつば
四校が合わさり四葉のクローバーのイメージで、それぞれの葉は児童
と保護者、教師、地域を表し、それぞれが四葉の葉のように一つに
なって学校を支えてほしい

長南よつば学園

119 四つ葉 ４小が１つになったので（四葉のクローバーをイメージ） 長南学園

120 太鼓森
長南の歴史ある森の名前なので、打てば響く大勢で合わせれば大き
な音になるそんな太鼓と子供達への成長への希望を込めて

埴生学園

121 野見金 長南町のシンボルの山といえば、野見金山

122 百年山
長南中学校付近に建てるのであれば、この山の名前ではないかと思
いました。

123 野見金 町のシンボル 野見金小学校

124 長南
長南町立であることを考えれば、今までの個々の地区名より”長南”と
した方が良い

長南みどり学園総合学
園

125 ちょうなん 分かりやすいから 長南学園

126 庁南 歴史ある長南町の名前だから ちょうなんしょう

127 長南 町で小学校が一つになるなら長南をそのまま残すことが一番良い 長南中央学院



128 長南中央 長南町の中央にあるため、シンプルで分かりやすい 長南中央学園

129 長南 長南町は郷土の誇りであり象徴 長南小中学園

130 長南 長南町の小学校だから 長南学園

131 四
ヨ

方
モ

４校が一つになった 四
ヨ

方
モ

小学校
ショウガッコウ

132 長南 小中一貫校にするなら、中学校と同じ名称でないとおかしい 長南学園

133 長南中央 長南４校を１つにするので、長南中央が良い 長南学園

134 長南 長南町にある小学校だから 長南学園

135 長南総合 ４小学校が統合し、長南がすぐ分かる 長南べに花学園

136 長南 地域が判定できるように 長南小中学校

137 長南 簡単明瞭 長南学園

138 長南 長南町唯一の小学校 長南学園

139 長南
歴史ある長南の花火を打ち上げる丘、長南町のただ一つの大切な学
校なので、長南を校名に入れてほしい

はなびが丘学園

140 四つ葉が丘
四葉は４小学校が統合し、幸運をもたらす意味、丘はゆるやかな土地
との意味である

四つ葉が丘学園

141 四つ葉
４小学校が長南町にあったということを残したいのと、幸運の象徴であ
るクローバーをイメージ

長南中央学園

142 ふる里 長南町は田舎の町で里っぽい感じがして、その中にある小学校だから べに花学園

143 長南 長南町唯一の小学校 長南学園

144 長南 長南中に隣接して建てるから 長南学園

145 長南 長南町の小学校 長南学園

146 長南 長南町の小学校 長南学園

147 長南 長南町唯一の小学校 長南学園

148 長南 長南町にある 長南学園

149 長南 長南町だから

150 長南 ４小学校の統合校で町に１校の小学校 グリーン学園

151 長南 町名をとる ちょな丸学園

152 中央 ４校の校名にこだわらない ちょな丸学園



153 長南 分かりやすい 長南小

154 長南 分かりやすい 長南学校

155 長南 一番分かりやすい 上埴生学園

156 銀座
長南町の未来を担う子供たちに長南・豊栄・東・西の全地区が集結し、
長南町の銀座となる希望を持ってもらえるように

CG学園

157 長南 皆がわかりやすい 長南統合学園

158 長南
公立の小学校は所在地名を名称とするのが一般的、履歴書に記載す
るものなので、普通でいいと思う

159 長南 長南町では「長南」という町名の付いた学校名が良い 長南学園

160 クローバー
四葉のクローバーみたいに４か所の小学校がひとつにまとまり、幸せ
になれる

クローバー

161 中央 今後の長南町を背負っていく子供たちが、中心となるように 長南中央学園

162 長南中央 町の中央 べにばな学園

163 長南 長南町を代表する小学校 長南学園

164 長南 小学校が１校となるため、内外に分かりやすい校名 長南学園

165 長南 長南町の学校 長南学園

166 長南中央 ほぼ中央に位置する 長南学園

167 長南 長南町で育つ子供達が長南の名に自覚と誇りをもてる 長南椎の木岡学園

168 長南 一番分かりやすい 長南小

169 長南 長南町に１つの小学校 長南学園

170 長南 町内で小学校は１校となるため、町名でよい 長南学園

171 長南 長南町の小学校 長生長南学園

172 長南 長南町唯一の小学校 長南学園

173 長南 分かりやすい 長南べにばな学園

174 長南 なじみやすい 長南学園

175 第一 本町で１校しかない 第一

176 長南紅花 長南発祥地

177 第四
先ず第一に地元名を使うことが絶対条件だろう、次にシンプルに考え
た場合４校の統合であるので４の文字を入れてみた

第四小学校



178 長南
中学校が長南中学校であり、小学校が「長南小学校」以外ではなじま
ない

房総長南学園

179 長南 保育園、中学校共に長南である 上総長南学園

180 長南 シンプルで 長南学園

181 長南総合 4校合併ということで、長南地区をまとめた意味で総合と名付けた。 長南総合学園

182 長南 長南学園

183 長南 地域の名前を素直に使った校名が良い 長南学校

184 長南 長南町に一つの小学校 長南学園

185 長南 長南町に一つしかない小学校だから 長南学園

186 長南 長南町の小学校だから 長南学園

187 長南 長南町の小学校 長南学園

188 長南 長南町唯一の小学校 長南学舎

189 長南 長南町にある小学校 ちょな丸学園

190 埴生 長南町は古来より一帯は埴生郡 埴生学園

191 長南 長南小学校が無理なく最も自然な名称

192 長南 どこの誰が聞いても分かりやすい 長南学園

193 長南 分かりやすい 長南学園

194 長南 長南町だから 長南学園

195 長南 分かりやすい 長南学園

196 長南 長南という名称を 長南学園

197 長南
長南町に存在する唯一の小学校となるため、町名と同一の名称を付
けることが望ましい

長南学園

198 長南 長南町にあり、中央にすでに長南中学校がある 長南学園

199 曙 新しい長南町の夜明け 長南みずほ学園

200 長南
長南町にただ一つの小学校、他市町村から見た場合に長南町の小学
校であることが明白、小学生をはじめ町民が一番親しみを持てる

長南学園

201 長南 長南学園

202 長南 県内のいくつかの例にならってみた ちょうなん学園



203 長南中央
４校の名称を使わず新しい校名の方がよいと思う。新しい歴史を作っ
ていってもらいたい

長南中央学園

204 長南 町民ぐるみで子供たちを育てる姿勢が最も伝わる名前 長南やまびこ学園

205 長南
中学校と小学校で同じ名称の方が分かりやすい。町で一つの小学校
なので、町名と同じ方が良い

長南学園

206 紅花
長南町で栽培されている紅花。花言葉は「包容力・熱狂・装い」児童に
仲間を認め受け入れる包容力、何事にも熱狂できる力をこの学校で育
んでほしい

長南紅花学園

207 長南 ３つの学校を合わせたものにふさわしい名前 長南学園

208 長南 長南町唯一の小学校、長南の名を使用することが妥当 長南学園

209 長南 長南中と対になる学校は長南小 長南希望学園

210 新
シン

長南
チョウナン

新を入れることで、新しい感じが出る 新
ニュー

長南
チョウナン

小
ショウ

211 長南 町の名前であり、親しみやすい 長南つばさ学園

212 長南 町の名前であり、親しみやすい 長南つばさ学園

213 桜 町の花から、４月の開校は桜の季節 長南ひかり学園

214 四葉 四つの小学校を合わせること、四葉のクローバーのイメージ 長南学園

215 長南 長南学園

216 新長南
長南小にすると４校が１つにまとまったイメージになるので、新しく作ら
れたことが感じられる新の字をつけた

長南和らぎ学園

217 長南林間 自然に囲まれた小学校 ちょな丸学園

218 長南 隣接する中学校が、長南中学校なので、そのまま小学校も同じが良い 長南みのり学園

219 長南 町に小学校１つ、中学校１つ 長南

220 かずさ長南 かずさの国の中の長南町というのを自覚するため かずさ長南学園

221 ちょな丸 長南町のキャラクターだから 長南中央小中学校

222 長
チョウ

合
ゴウ

長南の小学校を合わせたから 長南学園

223 長南 長南の小学校だから 長南学園

224 総合 長南の小学校を合わせたから 長南学園

225 長生
チョウセイ

長南
チョウナン

子供達がいつまでも長生きしてほしい 長生小中学校



226 合併 長南の小学校を合わせたから 長南学園

227 長南 長南中学校もあって覚えやすい

228 文化
長南町には袖凧、紅花染め、芝原人形など様々な伝統があるので、文
化小にした

太陽学園

229 紅花 長南町を代表する花を使ってみた

230 中央 みんながまとまって中心に集まるから

231 水連
水がきれいで、蓮が名産である、子供達にも水のきれいな長南町を
作ってほしい

笠森学園

232 笠森 長南町にある国指定の重要文化財である笠森観音堂にちなんで 長南学園

233 四ツ葉 ４校が１校になるので、４校を葉にたとえた 長南四ツ葉学園

234 長南中央 ４校の小学校の真ん中 学舎長南

235 長南 長南町唯一の小学校 長南学園

236 長南 長南学園

237 長南 長南町の４校合同 長南学園

238 長南 長南町にある小学校 長南緑学園

239 長南 長南町の小学校だから 長南学園

240 長南 長南町の中央校のため 長南緑学園

241 長南
どこに行っても分かる学校名である。また、子供たちに長南という名前
を大切にしてほしい

長南学園

242 長南 町の名前で長南小学校 長南学園

243 親和
４校の児童が互いに親しみ、心を合わせ協力し合い、勉学・スポーツ
に尽力するように

親和小学校

244 長南中央 ４校が中央で一つになった

245 上埴生 かつてあった地名で中立である 長南学園

246 長南
歴史・由来とも一番明確であり、町民に慣れ親しまれることが十分予
想できる

長南学園

247 長南 長南中・長南小が自然 百年山学園

248 長南 長南中学校と隣接し、長南小が自然 長南中央学園

249 長南 長南町だから 長南小中学校



250 関 先生の名前だし喜んでいるから

251 長栄 長南の長と豊栄の栄をつかった 長栄学園

252 長南
小中一貫校としてのシステムでしたら、上総コミュニティ小中学校はい
かがでしょう？

長南学園

253 庁南 明治23年武丘村が庁南町と改称したという記録から 上埴生学館

254 長南 町の名前から 長南学園

255 豊栄 豊栄が良い 長南学園

256 べに花 長南町は、紅花を育てている 長南小中学校

257 長南
昭和30年2月11日、庁南町、東村、西村、豊栄村が合併して長南町が
誕生。

長南学園

258 長南 長南町の小学校と分かるように 長南学園

259 紅花
ベニカ 長南町の特産品の一つでもある紅花の名を学校が花のように明るくな

る様に 紅花
ベニカ

学園
ガクエン

260 友輝 統合して皆仲良く楽しく輝く様な学校生活を新たにスタートしてほしい 友輝学園

261 紅花

262 長南 長南学園

263 長南 上総長南校

264 ちょな丸 町のキャラクターだから

265 長南 長南町なので 長南学園

266 中央 長南の四つの学校が中央に集まるから 長南学園

267 よつば
四校が一つになる。四つ葉は幸せの象徴。校章に四つ葉のモチーフ
が使える。

268 長南中央 4校が中心に集まるから 長南小中学校

269 長南 長南町唯一の小学校

270 長南 長南町なので

271 長南 長南町なので 百年
モモトセ

学園
ガクエン

272 長南 長南中が既にあるから

273 長南 長南町なので 長南学園

274 長南 中学校名とのバランス 長南学園



275 新長南 わかりやすい

276 長南 長南中学校に合わせて 上総長南学園

277 長南 上埴生学園

278 長南

279 皆
ミナ

実
ミ

子どもたちの人生が実り多いものになるよう 皆小

280 長南 長南町なので


