
（仮称）学研地区小学校 

開校準備委員会だより  第６号

校校名名案案ののごご応応募募あありりががととううごござざいいままししたた！！
新しい小学校の校名案の募集に対して、1,430名の方から、皆さまの新しい小学校への様々な想いや 

期待がこめられた351案もの校名案をお寄せいただきました。心より御礼申し上げます。 

今後、開校準備委員会にてこの小学校にふさわしい学校名を検討して参ります。 

発行日 平成２6年９月２４日

《発行者》開校準備委員会

小学校・中学校の通学区域が決定しました。 

 第５号の開校準備委員会だよりにて、新設小学校と学研地区の中学校の通学区域について、開校準備委員

会から教育委員会へ報告したことをお知らせしておりましたが、この通学区域について、教育委員会にて正

式に決定されました。決定内容は北九州市ホームページ

【https://www.city.kitakyushu.lg.jp/kyouiku/02800029.html】にてご確認いただけます。 

（開校準備委員会だより第３号及び第４号で皆さまへお知らせしたとおりです。） 

よ　　み 校　名　案 よ　　み 校　名　案 よ　　み 校　名　案 よ　　み 校　名　案

８２０票 ８票 ひびきの学研台 新学研

ひびきの ひびきヶ丘 ひびきの学けんだい しんがっけん

響きの ひびきがおか ひびきのさくら ひびきのさくら たかみつ 高光

響の 響ヶ丘 ひびきの大 たのしい たのしい

響野 ひびきが丘 ひびきの台 つぼみ つぼみ

ひびき野 ひびきの学研 ひびきのだい ななほし ななほし

響き野 響の学研 みらい 虹色

５３票 響きの学研 未来 にじ色

ひびき ひびきのがっけん ３票 のきびひ のきびひ

響 ひびきの第一 朝日ヶ丘 花崎

光輝 響野第一 朝日がおか 花さき

響希 ひびきのだい一 あさひがおか ひびきがっけん ひびき学研

ヒビキ ひびきのだいいち 太陽 ひびきだいいち ひびき第一

３１票 光貞第二 たいよう ひびきなだ 響灘

学研ひびきの 光貞だい二 ともだち ひびきのあいさつ ひびきのあいさつ

がっけんひびきの ６票 友だち ひびきのあおぞら ひびきの青空

２０票 あおぞら 青空 ひびきのおか ひびきの丘 ひびきの笑顔

学研 にこにこ ひびきのしおや ひびきのしおや ひびきのえがお

がっけん ニコニコ 学び野 響きの学研都市

学けん ひびきの森 学びの ひびきの学研都市

１８票 響ノ杜 まなびの ひびきのすまいる ひびきのスマイル

塩屋 ５票 四つ葉 ひびきのともだち ひびきの友だち

しおや よつば ひびきのひかり ひびきの光

１６票 ２票 ひびきのみどり ひびきの緑

さくら げんき 明るい ひびきの未来

桜 元気 あかるい ひびきのみらい

１３票 光川 あすなろ あすなろ 舟尾

学研都市 ひかり川 学術都市 ふなお

学研とし ひびきのきた ひびきの北 学じゅつと市 三葉

学けんとし ひびきのなかよし ひびきのなかよし 学術ひびきの みつば

１１票 ひまわり 学術ひびき みんななかよし みんななかよし

ひびきの中央 向日葵 かぜのおか 風の丘 みんななかよしひびきの みんななかよしひびきの

響の中央 ４票 がっけんちゅうおう 学研中央 みんなの街

１０票 学研（台） 学研響 みんなのまち

ひびきの南 学研台 学研ひびき ゆめ 夢

ひびきのみなみ がっけんだい きらきら キラキラ 若松

若松ひびきの しんひびきの 新ひびきの こころね 心音 わかまつ

若松響の ひかり 光 塩屋ひびきの わくわく わくわく

９票 ひびき中央 しおやひびきの

なかよし なかよし 響中央 自ぜん

ひびき中おう しぜん

ひびきの

えがお

はなさき

にじいろ

しんがっけん

わかまつ

みんなのまち

みつば

ふなお

ひびきのみらい

ひびきの

がっけんとし

学研都市ひびきの

あかるい

よつば

まなびの

ともだち

たいよう

ひびきの

がっけんだい

ひびきのだい

みらい

しおや

ひびきの

がっけん

ひびき

がくじゅつ

ひびきの

がくじゅつ

とし

あさひがおか

わかまつ

ひびきの

ひびきがおか

ひびきの

がっけん

ひびきの

だいいち

みつさだ

だいに

にこにこ

ひびきの

もり

ひびきの

ひびき

がっけん

ひびきの

がっけん

しおや

さくら

がっけんとし

ひびきの

がっけん

とし

ひびきの

ちゅうおう

ひびきの

みなみ

しぜん

げんき

ひかりがわ

ひまわり

がっけんだい

ひびき

ちゅうおう 裏面につづく



よ　　み 校　名　案 よ　　み 校　名　案 よ　　み 校　名　案 よ　　み 校　名　案

１票 こころにひびく 心に響く はなまる 花丸 ひびきふぃーるず ひびきフィールズ

あいか あいか こしき こしき はなみら 花みら ひびきみどり ひびき緑

あいらん 愛嵐 こしきひびきの 小敷ひびきの はらいがわ 払川 ひびっきー ひびっきー

あおぞらがっけん 青ぞら学研 こはるの 小春野 はるかぜすにーかー 春風スニーカー ひびの ひびの

あきやま 秋山 さくらだ 桜田 ひかりがおか ひかりヶ丘 ひびわか ひび若

あさがお あさがお さくらとも 桜友 ひかりひびき 光ひびき ひぶき ひぶき

あさかわさくら あさかわさくら さくらの さくらの ひだかさだ 日高貞 ふうりゅう 風流

あさきの あさきの さくらのはな さくらのはな ひのひかり ひのひかり へいわ 平和

あさばな 朝花 さくらばな 桜花 ひばり ひばり へいわひびきの 平和ひびきの

あしやちゅうおう あしやちゅうおう さくらまる 桜丸 ひびきあい 響愛 べんらく 勉楽

あたらしい あたらしい さとやま 里山 ひびきがっけんちゅうおうなど （ひびき？）（学研？）中央など ほくちく ほくちく

あんびしゃつ アンビシャツ さんしゃいん さんシャイン ひびきがっけんとし ひびき学研都市 ぽっぷ POP！！

いのちのもり いのちの森 しおやひびき 塩屋ひびき ひびきげんき ひびき元気 まごとの まごとの

えがお 笑顔 しぜんがおか 自然ヶ丘 ひびきこ ひびきこ まんぼう まんぼう

えがわ え川 しんこう 新光 ひびきさくら ひびきさくら みせ みせ

おうみ 近海 しんさく 新作 ひびきしおや ひびき塩屋 みつい 光生

おおはな おおはな しんしゅうとし 新集都市 ひびきたいよう ひびき太陽 みつさだ みつさだ

おてつだい おてつだい しんひびきのちゅうおう 新ひびきの中央 ひびきっず ひびきっず みつさだなかよし みつさだなかよし

おもしろ おもしろ しんみつさだ 新光貞 ひびきのがおか ひびきのがおか みつだ 光田

かいか 開花 しんみらい 新未来 ひびきのがっけんち ひびきの学研地 みつたか みつたか

がくしゅう 学習 すいぞくかん 水ぞくかん ひびきのきぼう ひびきの希望 みつとも 光友

がくしゅうひびきの 学習ひびきの すたーらいとがくえん スターライト学園 ひびきのきらきら ひびきのきらきら みどり みどり

がくじゅつ 学術 すてきな ステキナ ひびきのげんき ひびきのげんき みなみ みなみ
がくじゅつけんきゅう 学術研究 すぽーつかー スポーツカー ひびきのけんきゅう ひびきの研究 みなみの みなみの

がくたの 学楽 せいがく 青学 ひびきのさき ひびきの先 みりょく 美力

かくち かくち だいいちひびきの 第一ひびきの ひびきのさと ひびきの里 みんなげんき みんな元気

がくとひびきの 学都ひびきの だいがくちかくの だいがくちかくの ひびきのさんが ひびきのさんが みんなの みんなの

かげつ 華月 たかさだ 高貞 ひびきのしぜん ひびきの自然 みんなのだいすき みんなのだいすき

かぜがおか 風ヶ丘 たけだ 竹だ ひびきのしりつ ひびきのしりつ むさべつ 無差別

がっけんおあしす 学研オアシス たけのこ たけのこ ひびきのだいに ひびきの第二 めいきょう 明響

がっけんだいいち 学研第一 ちからざ ちからざ ひびきのととろのもり （ひびきの）トトロの森 ももはな 桃花
がっけんだいひびきの 学けん台ひびきの ちゃれんじ ちゃれんじ ひびきのなないろ 響きの七色 やさしい やさしい

がっけんちく 学研地区 ちゅうおう ちゅうおう ひびきのにし ひびきの西 やはたわかまつ 八幡わかまつ
がっけんちくひびきの 学研地区ひびきの つちのこ ツチノコ ひびきのにじ ひびきのにじ ゆうえん ゆうえん

がっけんとししおや 学研都市塩屋 つばさ つばさ ひびきのの ひびきのの ゆめがおか 夢ヶ丘
がっけんとししょうがっこうひびき 学研都市小学校ひびき てんさい 天才 ひびきののもり ひびきのの森 ゆめの 夢の
がっけんとしちゅうおう 学研都市中央 とうきょうだいがくふぞくわかまつ 東京大学ふぞく若まつ ひびきのはなびら ひびきの花びら ようかい ようかい

がっけんみらいちく 学研未来地区 どうせい 同生 ひびきのはまなる ひびきの花丸 らくえん 楽園

かんがい かんがい どうほく どうほく ひびきのひらめき ひびきのひらめき らんらん らんらん

がんばる がんばる とどろき とどろき ひびきのひるず ひびきのひるず りあん リアン

きた きた なかむ なかむ ひびきのへいわ ひびきのへいわ りょくま 緑間

きたきゅうしゅう 北九州 なかよしひびきの なかよしひびきの ひびきのほし ひびきの星 りんご りんご

きぼう 希望 ながれぼし 流れ星 ひびきのまなび ひびきの学 るんるん ルンルン

きょうめい 響明 なないろ なないろ ひびきのまなびや ひびきの学びや ろくりん 六鈴

きらきらおうばい キラキラ梅桜 にこにこひびきの にこにこひびきの ひびきのみつ ひびきの光 わかば 若葉

きらり きらり はあと はあと ひびきのみつこう ひびきのみつこう わかまつがっけん 若松学研

くくみ くくみ はくあ 博亜 ひびきのみつさだだいに ひびきの光貞第二 わかまつがっけんだい 若松学研台

げんきっこ 元気っ子 はった はった ひびきのみつわか ひびきの光若 わかまつにし 若松西

げんきひびきの 元気ひびきの はってんひびきの 発てん響の ひびきのもみじ ひびきのもみじ わかまつひびき 若松ひびき

こうよう 光陽 はっぴー ハッピー ひびきのゆうあい ひびきの友愛 わかやにし 若八西

ここあ 心愛 はなばたけ 花畑 ひびきのゆめ ひびきのゆめ わくわくどきどき わくわくどきどき

ここざ ここざ はなふさ 花房 ひびきのよつば ひびきの四つ葉 （意見のみ） 土地の地名でよい

【次回の開催について（予定）】 

次回の開校準備委員会では校名案募集の結果を参考に、学校名を検討します。

日程：平成２６年９月３０日（火） 

【ご意見・お問い合わせ先】  

教育委員会企画課 ℡ ５８２－２３５７ 

または、光貞小学校、高須小学校


