
1住吉・上中島・松倉統合小学校募集結果（全件）
番号 校名 読み方 年代 理由 地区等
153 青葉 あおば 40 木造三階建てで木に因んだ名前が素敵と思ったから 上中島
24 あすなろ あすなろ 50 明日こそがんばろうのイメージで 下中島

110 あすなろ あすなろ 60
夢や希望に向かい「明日はなろう」という気持ちや
日々努力する心をずっと持ち続けてほしいから

下中島

121 有磯 ありそ 40
住吉小校歌に歌詞として入っている、高速道路の
サービスエリアがあり知名度が高い

下中島

88 いなほ（稲穂） いなほ 70 絶えず稲穂を見ながら、生長する学校 松倉
129 うおづスマイルうおづすまいる 小学生みんなが仲良しでにこにこできるようにしたいから 上中島
17 魚津西部 うおづせいぶ 70 魚津市の西部地区に位置するから 本江
119 魚津西 うおづにし 70 魚津市の西側に位置しているから 下中島
34 海山 うみやま 19 山のように大きく、海のように広い心をはぐくめるように 黒部市
85 栄光 えいこう 70 子供の健康に良い木作り小学校 松倉
92 笑美数 えびす 不明 ニコニコと美しい笑いのある子供達が多く集う学校 松倉
151 大空 おおぞら 小学生よつば、清流だから空がいいと思った 上中島

156 海花 かいか 小学生
海に近く様々な生徒を花びらにたとえ皆が集まれば
海に咲く花になるように願いをこめて

上中島

77 海山 かいざん 小学生海と山に囲まれているから 松倉
81 海成 かいせい 小学生海が近いから。子供達がすくすく成長してほしいから 松倉

127 海清 かいせい 小学生
清らかな海を望む立地であり、子供達の心も海のよ
うに雄大で、清らかに育ってほしいと願いから

下中島

158 海成 かいせい 小学生海が近いから 上中島

82 海林 かいりん 小学生
ミラージュランドがあり、海が近く、松倉や上中島は
周りに木が多いことから

松倉

65 岳陽 がくよう 30
立山連峰から昇る太陽を望む場所で子供達が大きく
のびのび育つイメージ

松倉

96 かすみ草 かすみそう 50
かみなかじま、すみよし、松倉３校の文字をそれぞれ
入れてみました

上中島

162 角川 かどがわ 30 角川は3校の校区を流れる川だから 上中島
16 角川 かどがわ 70 角川水系に３校が属し、関連性が深いから 本江
42 角川 かどがわ 70 松倉、上中島、下中島を通っている川である 上中島

58 角川 かどがわ 70
３校とも角川を中心とした小学校。終戦後、中学校名
も「角川中学」とした時期もあるから

下中島

90 角川 かどがわ 70 角川流域の統合小だから 松倉
66 角川 かどがわ 小学生角川沿いに３校下があるから 松倉
83 角川 かどがわ 小学生 ３校が全て角川沿いにあるから 松倉
148 角川 かどがわ 小学生 ３校とも角川沿いにあるから 上中島

108 角川美里 かどかわみさと 50
３地域を流れる「角川」それぞれが自然豊かな「美し
い里」を形成しています

下中島

9 鹿渡槻 かどつき 30 角川「鹿渡川」と早月川「延槻川」の旧称より 道下
74 上倉吉 かみくらよし 小学生 「上中島」「松倉」「住吉」を１文字ずつ入れているから 松倉
45 川のゆかり かわのゆかり 40 角川、早月川という「川のご縁」でつながっている地域 下中島
157 きずな きずな 30 子供が仲良くすごしてほしい 上中島
11 共生 きょうせい 60 お互い助け合い、仲良くいきいき成長してほしい 松倉
15 きらら きらら 40 子供たちがきらきら輝くように 高岡市
48 元気 げんき 小学生元気になるから。元気に外で遊ぶのはいいから 下中島

161 昴城 こうじょう 60
松倉、升方、北山と歴史のある校下、新しい木造の
校舎（城）で健やかに育ってほしい

上中島

26 紅葉 こうよう・もみじ 30 清流は青、よつばは緑、赤色のイメージで考えました 下中島

18 桜台 さくらだい 70
新たに造成された桜台地区に近く、日本の名木「桜」
を冠した小学校がふさわしい

本江

111 さくら野 さくらの 60
木に対する親しみを日本の代表的花木である桜にこ
めて

下中島

136 里桜 さとざくら 40 3校とも春になるときれいな桜が咲き誇ることから 下中島
152 山海 さんかい 小学生海もきれいで、山も近いから 上中島



2住吉・上中島・松倉統合小学校募集結果（全件）
番号 校名 読み方 年代 理由 地区等

41 三城 さんじょう 60
３校が力を合わせ夢や希望のある未来（城）築くイ
メージ

上野方

101 三星 さんせい 40
３校が統合し、子供達が星のようにキラキラ成長して
活躍してくれる場所であってほしい

下中島

115 さんせい さんせい 40
さんで3つの小学校の統合。せいで魚津の西側だか
ら

下中島

135 三和仲 さんわなか 小学生 ３小学校が仲良くできるように 下中島
146 自ぜん しぜん 小学生周りに自然がいっぱいあるから 上中島
86 寿成 じゅせい 70 木造は珍しく大成する小学校 松倉
69 城川 しろかわ 40 松倉城、升方城、角川より想像しました 松倉
40 城里 しろさと 60 ３校の歴史を語るうえで城の存在は不可欠だから 上野方

70 城山 しろやま 60
松倉城、升方城で栄えた城下町の元、未来に向かい
発展してほしい

松倉

142 蜃気楼 しんきろう 小学生蜃気楼が見えることで有名だから 上中島

49 杉の木 すぎのき 小学生
木造で自然に優しい温もりのある学校、市内産スギ
をふんだんに使用しているから

下中島

141 すずらん すずらん 小学生お花が好きなので、かわいいと思ったから 上中島
51 すまいる すまいる 小学生学校のみんなっが毎日笑顔でいられるように 下中島
68 住倉島 すみくらじま 小学生住吉、松倉、上中島が合体してできたから 松倉
76 住中倉 すみなかくら 小学生 3校の名前を組み合わせた名前 松倉
53 住の木 すみのき 小学生木で作られた学校だから 下中島

160 蒼星 そうせい 50
木々が生い茂り、集団となったときに蒼い山を作る。
子供達の大きな可能性を引き伸ばすことのできる学

上中島

114 蒼天 そうてん 70
希望に満ちた新入生が上級生と共に手をつなぎ校門
をくぐる。先生に元気よくおはようございますと挨拶し
学校に入る光景のイメージ

下中島

78 爽風 そうふう 小学生海の近くで、爽やかな風がふくから 松倉
55 眺海 ちょうかい 40 海が近く、「海」を見て親しむ機会も多いから。 下中島

47 つるぎ見 つるぎみ 50
３校からつるぎ岳が見え、住吉小の校歌にも入って
いるから

下中島

57 田園 でんえん 19
周囲が田んぼに囲まれ、のんびりした雰囲気。田園
は広々したイメージがあり、子供達がのびのびとした

下中島

137 天空 てんくう 小学生
木造校舎のため空に真っ直ぐ届いてそびえる感じが
するから

下中島

7 なかじま なかじま 30
校区一帯が「上中島」「下中島」のように中島地域で
あったことから

道下

122 中州 なかす 70
暴れ川の早月川、角川の流域で形成された中州大
地だから

下中島

95 なかよし なかよし 60
３校がなかよく、元気で明るい子、心豊かな子になり
るよう願いをこめて

上中島

93 なかよし なかよし 小学生みんな仲良しになりたいから 下中島

145 仲よし なかよし 小学生 ３校が仲良しになるために 下中島
147 仲よし なかよし 小学生合併する小学校が仲良くし、友達が増えるから 上中島

29 七色 なないろ 50
七色の虹をイメージ。子供たちにいろんな色に染まっ
てほしい

下中島

10 並木 なみき 60 木造建築のため、木のように心の強い育成に 松倉
31 にじの里 にじのさと 60 虹の七色のように元気な子供達に育ってほしい 立山町

23 にしの森 にしのもり 40
３校が魚津市の一番西側に位置し、自然多い地区で
あり、校舎が木造のため、自然色豊かな小学校のた
め

下中島

109 温木 ぬくもりぎ 70 優しい心で純粋な温もりある子供達が育ってほしい 松倉

46 希望 のぞみ 50
希望を持ち新しい学校生活を楽しめるように地域の
希望だから

下中島



3住吉・上中島・松倉統合小学校募集結果（全件）
番号 校名 読み方 年代 理由 地区等

102 延槻 はいつき 70
大伴家持の歌碑にも記されている、３校に共通する
河川

下中島

116 延槻 はいつき 70
大伴家持の歌碑にも記されている、３校に共通する
河川

下中島

117 延槻 はいつき 70
大伴家持の歌碑にも記されている、３校に共通する
河川

下中島

21 はくあい はくあい 70 何より先にみんなのことを考えて行動するように 下中島
22 博愛 はくあい 70 何より先にみんなのことを考えて行動するように 下中島
50 早角 はやかど 50 早月川、角川に囲まれ、自然豊かな地域だから 下中島
3 早角 はやかど 70 早月川及び角川沿いに位置するから 下中島
39 早角 はやかど 70 歴史と文化あるから 下中島

98 早角 はやかど 70
3校にゆかりのある川、早月川、角川の頭文字をとっ
て

上中島

104 早角 はやかど 70 早月川と角川の地域の人々が学び集える場 下中島
163 早角 はやかど 70 歴史と文化あるから 下中島
164 早角 はやかど 70 歴史と文化あるから 下中島
105 早角川 はやかどがわ 70 早月川と角川の地域の人々が学び集える場 下中島

103 早角ひかり はやかどひかり 60
早月川と角川のせせらぎに光が当たりキラキラとした
光景を思い浮かべて

下中島

106 早角光 はやかどひかり 60
早月川と角川のせせらぎに光が当たりキラキラとした
光景を思い浮かべて

下中島

19 早角もくもく はやかどもくもく 40 早月川及び角川の近くにある、木で作った小学校 上中島
138 光 ひかり 小学生自然をイメージして（川・海・草花）で光小学校に 上中島

155 ひかり ひかり 小学生
木の学校に窓がたくさんあると聞き、太陽の光がたく
さん入ると思ったから

上中島

150 ひかりの里 ひかりの里 小学生子供達の光り輝く希望が集まった里という意味 上中島
125 陽だまり ひだまり 70 暖かい陽射しが子供達に注がれ成長していくように 下中島

28 ひまわり ひまわり 50
黄色のイメージで明るく。太陽に向かって咲くひまわ
りを児童のひたむきさに変えてのイメージ

下中島

89 ふるさと ふるさと 60
地域を越えて仲良くし、優しく、思いやりのある子供
に育ってほしい

上中島

44 星空 ほしぞら 60
澄んだ水と空気の美しさは空にも反映しきれいな「星
空」は校下の誇りだから。澄んだ星空のようにまっす
ぐ自分の夢や目標に向かい輝いてほしい。

下中島

159 星の杜 ほしのもり 50
全国的に珍しい木造小学校、生徒たちのキラキラと
輝く姿が集う学び舎、校名に「木」の意味をこめたい、
生徒を木にたとえ、その集まりを表す

村木

75 松吉島 まつよしじま 小学生合併したときに必ず各校の一文字を入れたいから 松倉

79 学びや まなびや 小学生
全員が楽しく学習し、活動し、遊べる条件の中から、
「全員が楽しく学習すること」が一番大事と思ったので

松倉

123 美里 みさと 60 山あり、野あり、海ありの自然豊かな美しい里だから 下中島

35 みさと みさと 70
自然環境豊かな里、歴史文化の豊かな里である３地
区の３つの里が集った学校

下中島

97 未里 みさと 70 3校の里 上中島
80 美里 みさと 小学生美しいふるさとにある小学校 松倉
32 美杉 みすぎ 60 美しい杉で造られた小学校 下中島

33 三杉 みすぎ 60
３つの学校が統合され、地元木材が使用されている
から

下中島

154 水の里 みずのさと 小学生角川と早月川沿いの３つの地区（里）が集まったから 上中島



4住吉・上中島・松倉統合小学校募集結果（全件）
番号 校名 読み方 年代 理由 地区等

37 美水の里 みずのさと 中学生

早月川、角川があり、山から海に恵みの水が流れて
おり、水の恩恵っを沢山受けている。田んぼが多く水
田の美しさは格別。魚津水族館の美しい水の世界が
ある

上中島

128 光樹 みつき 30
明るい様子、木造の校舎であることから樹の意味か
ら生命力、自立心、前向きな成長等をイメージして

市内

144 みつき みつき 小学生 ３校が合併してできるから。輝いてほしい 上中島

12 三乃木 みつのき 60
富川、角川、早月川の流れに集う子供仲良く、元気
に新しい学校の沿革を作ってくれるように

松倉

2 みつば みつば 30
３校が統合したことがわかりやすい。他校と関連性が
あるほうがよい

下中島

67 みつば みつば 小学生
３校があわさり、みつばの葉のように仲良くしてほし
い

松倉

131 三ば みつば 小学生 ３つの学校の集まりだから 上中島
43 みつば みつば 中学生 ３校の統合だから。よつば小と合ってよい 加積
124 三つ星 みつぼし 40 一人ひとりの小さな星が3校集まってできたから 上中島

91 三つ星つくしのみつぼしつくしの小学生
３校の光り輝く子供達が世の中のいろんな逆境に負
けず、踏まれてもつくしのように強くたくましく上を向
いて学校生活をおくれますように

下中島

8 みどり みどり 30
校舎が木造で、魚津総合公園が緑豊かな公園のた
め

道下

113 碧 みどり 70
北アルプスを源として早月川、角川に面し森のみどり
と共に成長する子等の学び舎であるから

下中島

139 緑 みどり 小学生緑がたくさんあるから 上中島

149 緑の風 みどりのかぜ 小学生
松倉・上中島・住吉へと流れる自然いっぱいの気持
ちよい澄んだ風が３校共通のイメージだから

上中島

72 緑山 みどりやま 小学生 ３校が緑がいっぱい囲まれてている学校であるから 松倉

100 みのり みのり 40
3つの実りある地域と子供達への実り多き学習の場
になることを願って考えました

上中島

25 みのりの みのりの 50
6年間の小学校生活、みのりある学業に励んでほし
い

下中島

120 三結輝 みゆき 70 3校がつながれ、太陽の輝きのある学校にと思い 下中島
99 みよし みよし 40 3校の良いところが今後も生かされていくように 上中島
38 三佳 みよし 60 三小学校の伝統校風のよい、美しいところ現している 村木

14 ミラージュ みらーじゅ 40
ミラージュランドが近く、小学校の知名度があがる効
果

高岡市

63 未来樹 みらーじゅ 40
真っ直ぐ樹木のように立派に育ってほしい、蜃気楼に
ちなんで「ミラージュ」を文字って「未来樹」としました

松倉

84 ミラージュ みらーじゅ 40
しんきろうの見える街。国際的にも通用する。子供達
が世界をまたにかけて活躍してくらるように

松倉

118 未来樹 みらーじゅ 40
ミラージュランド、ミラージュホール、しんきろう、子供
達が将来、大きな樹のように大地に根をはった人物
になってほしい。木造校舎だし

下中島

107 未来樹 みらーじゅ 60
市のシンボル蜃気楼と未来に向け大きく成長する子
供達が大樹となるよう

下中島

62 ミラージュ みらーじゅ 小学生魚津市にあるから 松倉

64 ミラージュ みらーじゅ 小学生蜃気楼が有名だから、ミラージュランドがあるから 松倉

143 三来樹 みらーじゅ 小学生
3校がきて１つの樹のようになっていきたいから。また
住吉にはミラージュランドがあるから

下中島

73 未来 みらい 40
子供達の将来、未来を想像していろいろな願いをこ
められる学校になるように

松倉

6 未来樹 みらいじゅ 30 「ミラージュ」と「未来樹」をかけ合わせたもの。 道下

130 未来樹 みらいじゅ 40
未来を担う子供達の新しい学校と蜃気楼の名がつい
たミラージュランド、ミラージュホールの名をかけて

上中島



5住吉・上中島・松倉統合小学校募集結果（全件）
番号 校名 読み方 年代 理由 地区等
61 明楽 めいらく 小学生明るくて楽しい学校になってほしいから 松倉

54 めぐみ めぐみ 40

木造校舎の香り、温かみによる木のめぐみ、３地区
の山の恵み、大地の恵み、近くに早月川が流れ、海
が近くにある水の恵み。ひらがなで優しい感じにしま
した。

下中島

1 もくもく もくもく 60 木造だから 大町
52 もくもく もくもく 小学生木で作られた学校だから 下中島
133 もくもく もくもく 小学生もくもくホールが上中島小に近いから 上中島
20 もくもく早角 もくもくはやかど 40 早月川及び角川の近くにある、木で作った小学校 上中島

140 森里 もりさと 30
自然豊かな土地で木をふんだんに使用した後者とい
うことで「森」、成長しても古里、学び舎を思い出して
ほしいとの思いで「里」を選んだ。

上中島

4 もりの もりの 30 校舎が木造のため「森の校舎」をイメージ 道下
5 杜ノ もりの 30 校舎が木造のため「森の校舎」をイメージ 道下
134 森の里 もりのさと 小学生森がいっぱいあるから 上中島
27 大和 やまと 60 木造建築のため日本らしい名前にしたくて 下中島

126 友愛 ゆうあい 60
兄弟間、友人間、家族間等の人間相互の情愛の意
味

富山市

132 夢の樹 ゆめのき 小学生
子供達が将来夢をかなえたり、活躍したりできるよう
に

上中島

30 ゆめの森 ゆめのもり 60
木のにおいが漂う新校舎が「森」のようです。そんな
森で子供たちのいろいろな「夢」が生まれそうです

立山町

60 夢の森 ゆめのもり 不明
子供達の夢がたくさん集まり、森のようにあたたかな
温もりのある小学校になるように

上中島

56 ゆりの木 ゆりのき 40 市の花かのこゆりから。木は木造校舎から 下中島
13 陽明 ようめい 50 子供たちが太陽のように輝き明るい未来を築くように 松倉
36 吉田 よしだ 70 YKK創業者吉田忠雄生氏の生誕の地であるから 下中島

112 リベラル りべらる 30
子供達が自由な想像力や自由な活動力を養い、地
域の皆様から愛され親しまれ自由に参加できる学校

下中島

71 緑豊 りょくほう 小学生 ３校が自然豊かなことから 松倉
87 和合 わごう 70 ３地区なごやかに学んでほしい 松倉
94 亙瀬 わたりせ 70 大伴家持の歌より 松倉
59 小津 をづ 60 魚津市の昔の名称である「小津」を残したい 上中島




