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通称名

1 生きる学園 いきるがくえん みんなが強く生きれるように生きるを入れた 1

2 生島小中一貫校
いくしま
しょうちゅういっかんこう

生野南と田島が合体するから 2

3 生田島小中一貫校
いくたしま
しょうちゅういっかんこう

自分で考えた生田小学校と田島中学校を合わせた 1

絶対、どちらの小学校、中学校の名前を使いたかったから
生野南小学校と田島小学校、田島中学校を合わせた。

5 生田南学園 いくたみなみがくえん 生野の「生」と田島の「田」と生野南の「南」 1

6 いくの小中一貫校
いくの
しょうちゅういっかんこう

いくの小中一貫校の方が、言いやすいから。 1

7 生野小中一貫校
いくの
しょうちゅういっかんこう

田島も生野南も、生野区だから 1

生野南小学校と田島小学校をつなげてつくった。
生野と田島をつなげた
生野南の「生野」と田島を合わせた
そのままの方が覚えやすいから

9 生野田島南学園 いくのたしまみなみがくえん 田島小学校、田島中学校の「田島」と、生野南小学校の「生野」「南」をとって。 1
10 生野南学園 いくのみなみがくえん 生野区の田島の南にあるから。 1

11 生野南田島小中学校
いくのみなみたじましょうちゅう
がっこう

地域の名を残したい 1

12 おんがくがっこう おんがくがっこう 音楽を歌いたいから 1
13 かがくしょうちゅうがっこう かがくしょうちゅうがっこう いいと自分が思ったから 1
14 きたじまがくえん きたじまがくえん その名前が良いからです。 1
15 きなこ きなこ 田島小学校で飼育していたうさぎの名前。うさぎに長生きしてほしいから 1
16 きりんがっこう きりんがっこう 好きな動物だから 1
17 金羽学園 きんはねがくえん 金羽ということがいいから。 1
18 げんきしょうちゅうがっこう げんきしょうちゅうがっこう 元気になるように 1

19 小中一貫校共煌学園
しょうちゅういっかんこう
きょうこうがくえん

小中異年齢関係なく「共に煌こう」という考えから。共に挨拶をしたりちょっとした助け合
いなどで煌いてほしいと思った。

1

20 小中一貫校日常学園
しょうちゅういっかんこう
にちじょうがくえん

ふつうの日常を送るという意味 1

21 小中一貫田島学園
しょうちゅういっかん
たしまがくえん

小中一貫校なので「小中一貫」を入れ、田島なので「田島」、学園はそのまま付けた。 1

22 小中一貫日常学園
しょうちゅういっかん
にちじょうがくえん

喧嘩がなく仲良くいられる日常でいたいから。 1

23 しょうちゅうがくえん しょうちゅうがくえん 小学校と中学校が合体 1

24
しょうちゅうたしまいくの
しょうちゅうがっこう

しょうちゅうたしまいくの
しょうちゅうがっこう

田島と生野南と中学校が合体したから 1

25 しぜん学園 しぜんがくえん 自然が付いているとみんなこの学校は仲良く自然でいないとだめだなと思うから 1

26 白鳥小中一貫校
しろとり
しょうちゅういっかんこう

白の鳥のようにきれいな小中一貫校がいいと思ったから。 1

4 生田小中一貫校
いくた
しょうちゅういっかんこう

2
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8 生野田島小中一貫校
いくのたしま
しょうちゅういかんこう

4
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田島地区の発展を子どもたちに託す思い
将来子どもたちが思い出になる名前で

28 新田島小中学校
しんたじま
しょうちゅうがっこう

田島という名前をずっと残しておきたいから 2

29 新田島中学校 しんたしまちゅうがっこう 小中一貫校になるので新を付けた方が良い 1

30 新田シ南小中一貫校
しんたしみなみ
しょうちゅういっかんこう

新しく生まれ変わりたかったから「新」とつけた 1

31 垂心小中一貫校
すいしん
しょうちゅういっかんこう

垂心の意味通り、自分より下の者でも、しっかり心を用いて接してほしいと思ったから 1

32 たしいくがくえん たしいくがくえん たしいく小中一貫校とたしいく学園だったら、たしいく学園の方が良いかと思った 1
33 たしなん学園 たしなんがくえん 音の響きと言いやすさ 1

34 田島生野小中一貫校
たじまいくの
しょうちゅういっかんこう

中学校と学校が一つになるから 1

35 田島生野南小学校
たしまいくのみなみ
しょうがっこう

田島小学校と生野南小学校が合体するのから。 1

36
たしまいくのみなみ
しょうちゅうがっこう

たしまいくのみなみ
しょうちゅうがっこう

田島小学校と生野南小学校合体するから 2

37 田島生野南小中学校
たじまいくのみなみ
しょうちゅうがっこう

今まで通りの名前を残してほしい 1

38
たしまいくのみんまい
しょうちゅうがっこう

たしまいくのみんまい
しょうちゅうがっこう

たのしみです。 1

39 田しま学園 たしまがくえん ここの駅の名前が田島だから 1
田島を入れた校名にしたい
校名を残してほしい
田島に名前を残してほしい
田島地区にあるのでこの名前にしてほしい

42 田島小学校 たしましょうがっこう 正木校長先生が一生懸命に力を入れてくださった学校です 1
地名が田島。田島中学校の校地に建てるから
慣れ親しんでいるから
地元の名を残すべき
田島の校名を無くさないでほしい
地域に根付いた名前で分かりやすい
田島小学校と田島中学校の「田島」をいれた
田島と小中一貫校を合わせたら。
田島にあるから。
地名が田島。田島中学校の校地に建てるから
親しみがあるため
田島の名前を残してほしい
前の中学校が田島だったから
合体するから
田島小学校と中学校が合体するから

27 新田島小中学校
しんたしま
しょうちゅうがっこう

2

40 田島小学中学校
たじま
しょうがくちゅうがっこう

3

41 田島小学・中学校
たじま
しょうがくちゅうがっこう

8

43 田島小中一貫校
たしま
しょうちゅういっかんこう

20

44 たしま小中一貫校
たしま
しょうちゅういっかんこう

2

45 田島小中一貫校
たじま
しょうちゅういっかんこう

7

46 たしましょうちゅうがっこう たしましょうちゅうがっこう 2
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47 田島中央小中一貫校
たしまちゅうおうしょうちゅう
いっかんこう

田島のシンボルとして中央とつけた 1

48 田島中学校 たしまちゅうがっこう 慣れ親しんだ校名であるため 2
49 田島中学校 たじまちゅうがっこう 出身中学校を変えてほしくなかった 1
50 田島中小学校 たじまちゅうしょうがっこう 田島の名前を残したいから 1
51 たしまとニコニコ たしまとにこにこ 田島は楽しいから、ニコニコを足しながら。 1

52 田島みなともだち小中一貫校
たじまみなともだち
しょうちゅういっかんこう

いじめのない学校にしたいため 1

53 田島南学園 たしまみなみがくえん 学園という近代的な表現と音の響きが良い 1

54 田しま南小中一貫校
たしまみなみ
しょうちゅういっかんこう

田島小学校と生野南小学校が合体するから。 1

田島南小学校と田島中学校を合わせた。
新しい小学校の名前を入れました
田島小学校と生野南小学校が合わさるから

56
たしまみなみ
小中一貫校わい学園

たしまみなみしょうちゅういっか
んこうわいがくえん

田島小学校と南小学校と田島中学校が合体するから 1

57
たしまみなみ
しょうちゅうがっこう

たしまみなみ
しょうちゅうがっこう

楽しそうだから 2

58 田島南小中学校
たしまみなみ
しょうちゅうがっこう

生野南小学校と田島小学校、田島中学校がくっつくから。 1

59 田島南の風学園 たしまみなみのかぜがくえん 田島に吹く南風（南風の詩、図南の翼） 1

60 田島よいとこ学園 たしまよいとこがくえん
田島のめがねが「生野区よいとこ田島のめがね」というキャッチコピーで全国的に有名だっ
たという話を踏まえ田島地域の印象を高める案である

1

61 たしみながくえん たしみながくえん 田島と生野南がつながったから。 1
62 たしみな学園 たしみながくえん 田島とみなみを合わせた名前 1
63 田生島南学園 たっしょうしまみなみがくえん 田島の「田」と「島」、生南の「生」と「南」を交互にした 1

64 田小田中一貫校
たっしょうたっちゅう
いっかんこう

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

65 田野学園 たのがくえん 田島と生野をくっつけました 1
66 田野南学園 たのみなみがくえん 「田野」だと、自分で考えた小学校の名前と一緒なので「南」をつけた。 1
67 たまじがくえん たまじがくえん 「たまじ」の理由は、たじまをバラバラにした名前 1

68 天王寺田島小中学校
てんのうじたしま
しょうちゅうがっこう

未来に向けて 1

69 仁鶴の学び舎 にかくのまなびや
田島中学校の卒業生でもある笑福亭仁鶴に因む。様々な課題に直面しても「まぁ～るくおさ
める」寛容な心の持ち主になりましょう。

1

70 にこにこがくえん にこにこがくえん ニコニコになってほしいから 1
71 日常学園 にちじょうがくえん みんなが一日一日、日常でいてほしいから 1
72 野島学園 のじまがくえん 生野南の「野」と田島の「島」を足してこうなった 1
73 ハート学園 はーとがくえん みんなのハート温かくなったらいいかなと思った。 2
74 花山学園 はなやまがくえん 花と山が重なってきれいだと思った。 1
75 みなみじま みなみじま 生野南と田島を組み合わせた 17
76 みなみしょうちゅうがっこう みなみしょうちゅうがっこう 良いと思うから。 1

55 田島南小中一貫校
たしまみなみ
しょうちゅういっかんこう

3
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77 南田島小中一貫校 みなみたしま 小学校と同じ呼び名の方が覚えてもらいやすい 1

78 南田島小中一貫校
みなみたしま
しょうちゅういっかんこう

「南」は生野南から、「田島」は田島小学校からとった。 1

79
みなみたじま
しょうちゅういっかんこう

みなみたじま
しょうちゅういっかんこう

生野南小学校と田島小学校と田島中学校が合体するから。 1

80
みんな
しょうちゅういっかんこう

みんな
しょうちゅういっかんこう

みんなの大切なことだから。 1

81 みんなであそぼうがっこう みんなであそぼうがっこう みんなで遊びたい。 1
「わいがくえん」という名前がかっこいいから
かっこいいから

149

82 わいがくえん わいがくえん 3


