
多可町立統合中学校「学校名」応募結果

応募総数 102

無効 5 二重、氏名不完全

有効数 97 小中学生39人、一般58人

NO. ふりがな 応募数 備考

1 多可町立 多可 中学校 たか 38

2 多可町立 多可町 中学校 たかちょう 13

3 多可町立 多可学園 中学校 たかがくえん 4

4 多可町立 多可みらい 中学校 たかみらい 3

5 多可町立 多可町みらい学園 中学校 たかちょうみらいがくえん 2

6 多可町立 多可清流 中学校 たかせいりゅう 2

7 多可町立 三宝 中学校 さんぽう 2

8 多可町立 春蘭 中学校 しゅんらん 2

9 多可町立 北はりま 中学校 きたはりま 1

10 多可町立 北播磨 中学校 きたはりま 1

11 多可町立 たか 中学校 たか 1

12 多可町立 自然 中学校 しぜん 1

13 多可町立 多可３区北はりま 中学校 たかさんくきたはりま 1

14 多可町立 多可才幹 中学校 たかさいかん 1

15 多可町立 多可三 中学校 たかみ 1

16 多可町立 第一 中学校 だいいち 1

17 多可町立 多可楽 中学校 たから 1

18 多可町立 多可町楽 中学校 たかちょうらく 1

19 多可町立 多可三郷 中学校 たかさんきょう 1

20 多可町立 多可結美 中学校 たかむすび 1

21 多可町立 多可新生 中学校 たかしんせい 1

22 多可町立 多可統合 中学校 たかとうごう 1

23 多可町立 多可和 中学校 たかなごみ 1

24 多可町立 多可黎明 中学校 たかれいめい 1

25 多可町立 中町中区校 中学校 なかちょうなかくこう 1

26 多可町立 中町ほほ笑み 中学校 なかちょうほほえみ 1

27 多可町立 妙見 中学校 みょうけん 1

28 多可町立 中加八 中学校 なかや 1

29 多可町立 加中八 中学校 かなや 1

30 多可町立 加杉野 中学校 かすぎの 1

31 多可町立 八那珂美 中学校 やなかみ 1

32 多可町立 ささゆり 中学校 ささゆり 1

33 多可町立 スマイル 中学校 すまいる 1

34 多可町立 翠明学園 中学校 すいめいがくえん 1

35 多可町立 清翠 中学校 せいすい 1

36 多可町立 たかゆり 中学校 たかゆり 1

37 多可町立 のぎく 中学校 のぎく 1

38 多可町立 ふれあい 中学校 ふれあい 1

39 多可町立 マサヲ 中学校 まさを 1 計　97

応募状況

学校名



「学校名」 ふりがな 「学校名に込めた思いや意味」
応募者

情報

変な名前はやめてください。通うのは私たちです。１番分かりやすくて、これが

いいです。
小・中学生

多可町の名前を残したい。 小・中学生

加美区と中区と八千代区がこの中学校にまとまるから、それをまとめて、みんな

が住んでいるのは、多可町だから多可中学校にしました。自分達の町を大事にし

て、多可町で色んなことを覚えるという思いをこめました。

小・中学生

多可町の中学校だから。 小・中学生

多可町唯一の中学校であり、分かりやすいため。 小・中学生

おぼえやすいこととよびやすいこと。多可と強調することでイメージを持ちやす

い。校歌の中に入れても歌いやすいこと。「あっ多可中学校」などと親しみをこ

めてPRできそう。多可町を広く知ってほしい。

小・中学生

多可町には旧町である中・加美・八千代の各区合併し多可町となり、その各区に

はそれぞれ中学校が存在し、生徒らの減少で統合を余儀なくされるようになっ

た。今からの時代にマッチした学校名称も考えたが、一番に思い浮かぶのは「多

可」中学校である。大半の学校名は地域の地名呼称に相応した名前が付けられて

いる。最も単純ではあるが分かりやすい。例えば、部活等で東播地区や県内外に

遠征したときに何処の中学、どこから来たのかなどが一目瞭然分かりやすい利点

がある。「多可」の二文字の響きも悪くないし多可の二文字が「多い多可・可能

性が多い」とも読める。「多可町」と「多可中学校」が三位一体となり相互に織

りなす相乗効果を期待するとともに、多可町民としての自覚と責任感を醸成する

上でも「多可」とするのが相当と思料します。

一　般

新しいポロシャツに Ｔ がついているのでＴのつく多可が良いと思います。 一　般

多可町の中学校だから。「多可中」と呼べるから。 小・中学生

八千代地区に居住している者です。現在の中学校を廃校にしてゆくのは悲しいで

す。跡地利用を早く考えて欲しいです。上記の思いを込めて考えました。これは

加美中学校も同じでは！現在の中町中学校を改め、加美、八千代含め両地区、中

区の現中学校を三位一体とした名前、多可中学校を提案します。

一　般

多可町の名前を残したいから。（自分が生まれ育った学校が愛しいから残した

い）
一　般

誰にでもすぐ分かってもらえる。 一　般

多可町の学校が１つだから。 小・中学生

所在地がすぐわかる。誰にとってもわかりやすい。（思いなどを考えずともわか

ることが大事だと思います）　変に思いや意味をこめて地名とはかけ離れた学校

名にすることは避けてほしい。　後々変な学校名で嫌にならないよう。

一　般

多可町の中学校が１つになるから！ 小・中学生

多可町の多可を残したい。 一　般

多可 たか



「学校名」 ふりがな 「学校名に込めた思いや意味」
応募者

情報

多可町の中学校だからわかりやすい。 一　般

多可町で生まれ育ったみんなと勉強をしたり思い出をつくったりしたいからで

す。
小・中学生

多くの可能性を秘めた子ども達が通います。そして、一番しっくりくる名称だと

思います。
一　般

シンプルなのが一番だと思う。 一　般

多可町に新しくできる中学校なので、そのままシンプルに。 一　般

「多可町に点在していた中学校が合併して1つの中学校になった。」ということ

を伝えやすい。」と考えたから。
小・中学生

「多可」という名前を残してこれからも生徒が呼びやすく、周りからも覚えても

らえるようにつけました。
小・中学生

多可町で育ち通うので多可でいいと思います。 小・中学生

シンプルであり、多可町にある中学校ということが一目でわかってよいと思いま

す。
一　般

多くの可能性を秘めた人材が学び育つ中学校であるという【想い】と【意味】が

ある。
一　般

多可町を誇れる子に育ってほしいから。 一　般

多くの可能性を学ぶ学校として。 一　般

漢字表記「多くの可能性がある」とも解釈できる。旧３町を公平にみた地名と認

知度の高さ。
一　般

自然豊かな我が町(多可町)から羽ばたいて行く思いを込めました。 一　般

多可町の『多可』ですが、多くの可能性がありそうなポジティブなイメージで

す。それに、書くのも楽です。ひねらずとも、郡名町名をそのまま学校名にすれ

ば十分素敵だと思います。

一　般

多可町の一体感。 一　般

多可の名を冠する学校で誇りを持って勉学、スポーツに励んでほしい。学校名を

聞くだけで出身地が分かるのはこの名を置いて他にない。聞き慣れない学校名よ

り、誰が聞いても１番分かりやすくシンプルな名にしておけば、時が変わっても

古臭さを感じることがなくて良い。

一　般

これ以外ない。 小・中学生

多可町で唯一の中学校になるので。また将来色んな分野で活躍し、多可中学校と

言う名前を広めてもらって多可町と言う名前も広めてほしい。
一　般

統合しての多可町です、多可町中学校。（学校名欄には「多可」と記載） 一　般

多可町の中学校が１つになるのだから、多可町と付けるのがふさわしいと思いま

す。
一　般

わかりやすく、読みやすい。地域の名称でもあるから。 一　般

多可 たか

多可 たか



「学校名」 ふりがな 「学校名に込めた思いや意味」
応募者

情報

多可町の中学校になるからです。 小・中学生

多可町の中学校になるから。 小・中学生

多可町に一つしかない中学校になるから。 小・中学生

多可町に一つしかない中学校になるから。 小・中学生

多可町の3つの学校ががっぺいするからです。 一　般

多可町の中学校だから。覚えやすい名前だから。 小・中学生

わかりやすいから。 小・中学生

変にひねった名前よりストレートに多可町中学校でいいと思います。 一　般

とくになし。 一　般

やはり分かりやすいのが一番だと思います。 一　般

simple is Best 小・中学生

多可町だから。 一　般

多可町の名前を残したい。 一　般

「たか」と「なか」の音の響きが似ているので、どうしても中区を連想される音

の響きは避けてほしいと考えます。「学園」は近隣の学校でも見られますが、と

もに学ぶ場としての願いをこめて、多可学園を応募します。

一　般

シンプルに｢多可｣。将来、小中一貫校になった時のために｢学園｣。 一　般

多可中学校が一般的かなと思いますが、子供達を主人公に「学びの場所（園）」

であって欲しいという願いを込めてみました。
一　般

多可町在中の中学生が通います。多可を愛し、ここでの学びを豊かなものにして

ほしい～との願いをこめました。
一　般

夢、希望を持って未来を創る子供達のための学校になって欲しい。平かなにした

のは多可との字のバランス、四文字熟語にならないように。
一　般

色々と多感な時期である中学生の皆さんが、将来素晴らしい未来を迎える為に、

新しい中学校がかけがえのない仲間を作ったり、大切な事を学んだりする場で

あって欲しいから。

一　般

多可町のみらいを担って行く生徒を育てていくために。 一　般

今日も昨日も明日も一日は大切だと思うので、未来はもっといい日になったらい

いなと思って考えました。
小・中学生

新しい学校はみんなが笑顔でいっぱいになればいいとおもいます。いろんな友達

と出会って、未来はいろんな事ができるようになったらいいなぁとおもいます。
小・中学生

多可町 たかちょう

多可学園
たかがくえ

ん

多可みらい たかみらい

多可みらい

学園

たかみらい

がくえん



「学校名」 ふりがな 「学校名に込めた思いや意味」
応募者

情報

八千代区､中区､加美区のきれいな水、空気で育った中学生達が元気に勉強､ス

ポーツを頑張って欲しいと思いを込めました。
一　般

清流のように心清らかな子ども達が育つよう願いを込めています。 一　般

三つの地区（加美区・中区・八千代区）の宝である生徒が集い学び高め合う場、

学び、磨き合い、高め合い、未来を担う宝となる事を願う。
一　般

多可町3区の宝を預かる学校。 一　般

多可町の花春蘭（しゅんらん）別名じじばば、気品、控えめな美、飾らない心、

←花言葉　緑が多い町多可郡は自然いっぱい、山、川と多く野生のラン、ひっそ

り春を待ち咲く･･･　花言葉飾らない心で子供の成長に成長にぴったりかと･･･

別名じじばば･･･　敬老の日の発祥である多可郡にぴったりかと･･･思います。

小・中学生

春蘭は多可町の町花であり、『気品』『控えめな美』『飾らない心』という花言

葉も、多可町の子供たちに相応しいと思います。順当にいけば、多可中学校や多

可町中学校という校名だと思います。しかし多可町の新しい船出でもあり、未来

ある多可町の子供たちに期待や希望を込めて、町花であり春蘭という花を学校名

にしていただきたいです。

一　般

北はりま きたはりま 北はりまの中核を担う、希望を持った生徒の育成をめざす中学校として。 一　般

北播磨 きたはりま
北播磨の中核の中学校として新しく、こうのとりのように、羽ばたく中学校とし

て。
一　般

たか たか

・ひらがなにすることで愛着が増す。・「多可町立たか中学校」・見た目にも斬

新であると思われる。・「あまのじゃく」の言った「たか」に通じるものがある

と思われる。

一　般

自然 しぜん 山とかが自然だから、その自然を守るために自然中学校が良いと思いました。 小・中学生

多可３区北

はりま

たかさんく

きたはりま
３区（中区、加美区、八千代区）の中学校が統合するから。 一　般

多可才幹
たかさいか

ん

三町の中学校が統合し新らたにスタートする。最後まで物事に取り組まずに途中

であきらめてしまう子供達が増えつつある今新しい学校生活の中で最後まで物事

をあきらめずにいい学校生活を送ってほしいという意味を込めて才幹という学校

名として応募しました。

才幹の意味は○物事を成し遂げる。○物事を達成する為の知恵のこと○物事を成

し遂げる知恵や能力、手腕、「学問、共に優れた人物」○物事を上手く処理する

能力、これらは中学校生活の中で大切なことと思います。

一　般

多可三 たかみ

・多可町にある3つの中学校が統合するので合わせて「多可三中学校」。

・生徒１人１人が高みを目指し、努力をしていけるように。と言う意味の「たか

みちゅうがっこう」。

小・中学生

第一 だいいち

多可町立統合中学校は多可町に一つしかないということで多可町立第一中学校と

考えました。多可の中学は令和8年になくなるのでこの中学校しかありませんの

で、多可町第一中学校を第一として世界に名を知られ世界一の学校にしますよ

う。よろしくおねがいします。

小・中学生

多可清流
たかせい

りゅう

三宝 さんぽう

春蘭 しゅんらん



「学校名」 ふりがな 「学校名に込めた思いや意味」
応募者

情報

多可楽 たから
こどもは宝物だし、多可町の多可と楽しむを合わせて「たから」と呼ばせていま

す。
小・中学生

多可町楽
たかちょう

らく
中学校で楽しい生活をしてほしいという思いで「楽」という文字をいれました。 小・中学生

多可三郷
たかさん

きょう

加美区、八千代区、中区のそれぞれの由緒ある中学校が廃校になることに際して

各々の歴史がいつまでも未来の生徒にルーツを残せるよう期待したいです。又、

三郷は三強にも理解できるように思え、それぞれの強みを持った旧中学校が一本

の大綱となって更に飛躍する中学校になりますよう期待しています。

一　般

多可結美 たかむすび

結を選んだ理由

①ただ勉強をする場所だけではなく地域、友達、家族、先生との結び付きが強い

学校であって欲しいという想い。

②結は古来日本の考え方で「産す」であり息子や娘の語源と言われています。2

つ以上のもの(学校や生徒)が産すびつき新しいものが産まれるという意味。

③結びは未完成のものがお互いを思いやり一つになる事で実を結ぶという意味を

表す。

④3つの学校が「結合」「集結」し「結束」「団結」するところから。

⑤ 手で結んで頂く「おむすび」。

多可町は山田錦をはじめ「米」との繋がりが強い町だから。

美を選んだ理由

多可町の自然、伝統や文化、水、人の美しさを表す。

一　般

多可新生
たかしんせ

い
新しく生まれ代わり、未来へ羽ばたく。 一　般

多可統合
たかとうご

う
一番しっくりしているから?? 小・中学生

多可和 たかなごみ 皆が和やかであり、楽しく学校生活を送れる様にと思いを込めました。 一　般

多可黎明
たかれいめ

い

黎明は夜明けを意味しますが、多可町には杉原紙、山田錦、敬老の日という三つ

の発祥があります。世に先がけて、この三つを生み出しました。黎明に、これか

ら生まれる意味を込めました。どんな時代、境遇になろうと未来を切り拓く人が

育つ学び舎であってほしいと願います。

一　般

中町中区校
なかちょう

なかくこう
地名から取った。 小・中学生

中町ほほ笑

み

なかちょう

ほほえみ
学校名に込めた思いは、みんな笑顔でいられる中学校という思いをこめました。 小・中学生

妙見 みょうけん
妙見富士とも言われていて、天高く希望を持って文武両道で頑張ってほしいと思

い学校名にしました。
一　般

中加八 なかや ３町が統一するのでそれぞれの頭漢字を使った。 小・中学生

加中八 かなや
加美中学校・中町中学校・八千代中学校の３校の漢字一文字ずつを残したかった

からです。
小・中学生

加杉野 かすぎの

地域を流れる川の名称の頭文字から。加古川(加美)、杉原川、野間川より加杉野

中学校としました。どの地域の人にも親しみが持て、脈々と流れる川の流れの様

に長く子供達が巣立つ学校となる様に願いを込めました。

小・中学生

八那珂美 やなかみ 3校の頭文字を取りました。 一　般

ささゆり ささゆり 町花のささゆりであること。読みの響きが良い。 一　般



「学校名」 ふりがな 「学校名に込めた思いや意味」
応募者

情報

スマイル すまいる
意味は２つあります。中学校1～3年生みんながスマイルでいてほしいからです。

スマイルだとみんな元気に１日１日を過ごせると思ったからです。
小・中学生

翠明学園
すいめいが

くえん

多可町にある「翠明湖」の名前がとてもきれい。美しい水が流れる町にある学校

のイメージ(音の響きが良い）。1年間だけですが新中学校に通います。楽しみで

す。

小・中学生

清翠 せいすい
清らかな川（杉原川、野間川）と緑豊かな山に囲まれた多可町で伸びる子を育む

学校に!!
一　般

たかゆり たかゆり 多可町と、ささゆりを、混ぜました。 小・中学生

のぎく のぎく 多可町花。 一　般

ふれあい ふれあい いろんな人とふれあうため。 小・中学生

マサヲ まさを 敬老の日を作った門脇政夫氏に敬意を込めて。 一　般


