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小学校名

1 あじさい あじさい あじさいは生野区の花だから 1
生野南の「生」と田島の「島」を合わせた
生野南小学校の「生」と「田島」をいれた
生野南の「生」と田島の「田」を合わせてもっと仲良くなれるのではと思った
生野の「生」と田島の「田」
生野南の「生」と田島の「田」を合わせた

4 生田シ いくたし 小学校が合体するから、名前も合体させたかった 1
5 いくの いくの 小学校と中学校が合体するから 1
6 生野 いくの 田島も生野南も、生野区だから 1
7 生野区田島 いくのくたしま 二つの小学校が一つになるから 1
8 生野島 いくのしま 生野田島を省略し生野島とした 1

いいかもしれないし、気に言ってもらいたいから
自分もいいと思ったから
合体したから嬉しい

10 いくの田島 いくのたしま 生野南小学校の「生野」と田島小学校の「田島」を合わせて。 1
生野南の「生野」と「田島」をくっつけた
生野南小学校と田島小学校が一つになるから、名前を合わせた
生野南の「生野」と田島を合わせた
それぞれできるだけ名前を残せれば良い

12 生野田島 いくのたじま 田島の名前を残してもらいたい 1
13 生野田島南 いくのたしまみなみ 両校の名を残すため 1
14 生野田島南の楽園 いくのたしまみなみのらくえん 子どもたちが楽しく過ごせる学校があれば明るい未来が見えてくる 1
15 生野南 いくのみなみ 学校がなくなるので名前だけでも残したい 1
16 生野みらい いくのみらい 生野区で学び世界で活躍できる人材の育成の場に相応しい校名と考えた 1
17 いくみん いくみん 生野と言えばいくみんだと思ったから 1
18 栄活 えいかつ 「栄え」と「活気」のある小学校になってほしいという考えから 1
19 おがわ おがわ その名前が良いと思うし、楽しそうな名前だから。 1

みんながキラキラの感じだから
みんながキラキラの感じだから

21 きりん きりん きりんがうれしい 1
22 桜 さくら 一年生が入学するのが春だから、桜は春に咲くから 1
23 島田 しまだ 「田島」の名を継ごうと思ったから 1
24 島南 しまなん 田島の「島」と生野南の「南」を合わせた 1
25 小中一かん校 しょうちゅういっかんこう 小学校と中学校がつながることが理由 1

26 小中一貫たしなん学園
しょうちゅういっかん
たしなんがくえん

田島と生野南の南（なん）が入り学園という現代的な名称が良い 1

27 小中一貫田島南学園
しょうちゅういっかん
たしまみなみがくえん

両校の文字を組み入れた名称 1

28 小中学校 しょうちゅうがっこう 小学校と中学校がつながるから 1
29 新生野田島 しんいくのたしま 合体させて呼びやすくなった 1
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№ 校名 ふりがな 理由 件数

田島の名前を残しておきたい
地域住民に分かりやすい
田島地区の発展を子どもたちに託す思い
新しい田島小学校だから「新」をつけた
田島という名前をずっと残しておきたいから
名称を残し新しい時代へ入るよう「新」を追加
地名を使うのが好ましい
将来子どもたちが思い出になる名前で

32 新宮 しんみや かっこいいから 1
田島と生野区が合体したから
田島と生野区を合体させた名前
田島用学校と生野南小学校の「たし」と「いく」を取って。

34 田島生野 たしいくの たじまと生野を合体させました。 1
慣れ親しんでいるから
校地の地名が田島だから
母校の校名を無くしたくない
改名の必要性が無いと思う
避難場所がなくなり困る

36 たしま たしま 田島小学校の名前。そして、小中一貫校の名前をたしま小中一貫校。 1
慣れ親しんでいるから
母校の校名を無くしたくない
地域がさびれる
校地の地名が田島だから
田島中学校の敷地に作ったから

38 田島いくの たしまいくの 田島と生野で「田島いくの」 1
39 田島学園 たしまがくえん 学園はかっこいい、お嬢様という感じがしたから 1

田島小学校と合体するから
合体がかわいいなと思いました

41 たしまニコニコ たしまにこにこ みんながニコニコしているから 1
42 たしまにし たしまにし この名前の方が良いと思うから。 1

２校が一緒になるから
田島小学校と生野南小学校を合わせたので、これが良いと思います。ながうないのでいいと
思う
田島と生野南の南をとって、くっつけました
田島小学校と南側にあるから
田島だけはなくしたくないから
田島小学校と生野南小学校をくっつけました
田島用学校の「田島」と生野南小学校の「南」を合わせた
二つの小学校を組み合わせた
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№ 校名 ふりがな 理由 件数

田島小学校と生野南小学校が合体した小学校
田島小学校、生野南小学校、田島中学校
生野南小学校と田島小学校が合体するから
合体したから
田島小学校と南小学校が合体するから。

45 田しまみなみ たしまみなみ 学校の場所が南の方だから 1
46 田島南 たじまみなみ 親校の場所を分かりやすくしたため 1
47 たしみな たしみな 田島小の「たし」と生野南の「みな」をとって。 1

48 田小学校 たっしょうがっこう
田島中学校は「たっちゅう」、昔から田島小学校は「たっしょう」で呼ばれているため、親
しみやすいと思います。

1

田島と生野を合わせた名前
田島小学校と生野南小学校の文字を使いたかったから

50 天王寺いくなん田島 てんのうじいくなんたしま 天王寺区になる可能性があるから 1
51 中川 なかがわ 考えたら中川を思いついた。 1
52 日常 にちじょう 年下の子のお手本になれる日常でいたいから 1
53 まんてぃす まんてぃす かっこいいから 1

なんとなく思い浮かんだ 1
田島の「田」と生野南小学校の「南」をとった。 1

55 みなみじま みなみじま 生野南と田島を組み合わせた 17
56 みなみたじま みなみたじま 生野南小学校と田島小学校が合体するから 1
57 南田 みなみだ 田島小学校と生野南小学校を合わせたから 1

生野南の「南」を残したかった
生野南と田島で「南田島」

59 みんなでたのしい みんなでたのしい みんな来て。 1
60 みんなでともだち みんなでともだち みんなで楽しく遊びたい 1

61 明輝 めいこう 一人ひとりが、明るく、その自分しか持てない未来に向かって輝く後輩になってほしいから 1

62 ろぼっと ろぼっと 合体するから 1
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