
大町・村木・上野方・本江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 あいの風 あいのかぜ 60 大きくなった子どもたちが鉄道で戻ってくるような 県外

111 愛の風 あいのかぜ 70
立山連峰を背にして、逞しく慈愛にあふれた人たち
に育つように

本江

194 青い空 あおいそら 40 青い空のように清々しい学校であってほしい 本江

40 青空 あおぞら 10
清清しい大空の下で勉強してほしい。澄み切った大
空、宇宙へつながる空が子どもの成長を見守る学校

加積

92 青空 あおぞら 60 大気と大地、自然の恵みを感じ大切にする想い 村木

108 青空 あおぞら 小学生
青い空のような心を持った温かい小学校になってほ
しい

本江

129 青葉 あおば 30
青葉には「新しい学校」と「児童たち」という意味がこ
められている。

県外

128 青葉未来 あおばみらい 30
青葉には「新しい学校」と「児童たち」、みらいは「児
童が明るい未来に羽ばたく」という意味がこめられて
いる。

県外

127 あかつき あかつき 30 暁のように明るい未来に向かっていく 県外

44 あけぼの あけぼの 70
子どもたちは希望を膨らませ、大人は見守り、育み
たいとの思い

村木

126 あけぼの あけぼの 30 曙のように明るい未来に向かっていく 県外

130 曙未来 あけぼのみらい 30 曙のように明るい未来に向かっていく 県外

67 旭 あさひ 70 降り注ぐ朝日に映える小学校 県外

125 あさひ あさひ 30 朝日のように明るい未来へ向かっていく 県外

131 朝日みらい あさひみらい 30 朝日のように明るい未来へ向かっていく 県外

88 明日檜 あすなろ 20 夢を持って、何事にも取り組んでほしい 本江

28 あゆの風 あゆのかぜ 60 「安由乃可是」豊作豊漁をもたらす風。 村木

1 有磯 ありいそ 50
統合４校から見える有磯の海。思い出は校舎から見
える海です。

村木

205 有磯 ありそ 小学生どこの学校からも有磯の海を見渡せるから 本江

12 ありそ ありそ 不明 有磯海を読みやすい様に平仮名に 道下

191 漁火 いさりび 30 魚津のイメージ 本江

139 一番 いちばん 60 大町小が一番古く、魚津一番小学校として開校 大町

142 一番 いちばん 30
統合前のどの学校よりも素晴らしい校風になってほ
しい

大町

参考資料



177 いの上 いのうえ 小学生上野方が山方にあるから 村木

178 上村 うえむら 小学生村木と上野方を合わせた 不明

21 魚津 うおづ 60 魚津の中心校として発展を望む 本江

48 うおづ うおづ 60
うおづの歴史を引き継いで、のびのび育まれることを
願って”かな”にしました

大町

78 魚津 うおづ 40 市の中心地で旧魚津町だった場所 村木

80 うおづ うおづ 小学生魚津にあって、わかりやすい 村木

140 魚津 うおづ 60 シンプルで誰でも忘れない 大町

195 魚津 うおづ 40
自分の出身校が市名をそのまま小学校名にしてい
た。

本江

62 魚津中央 うおづちゅうおう 60
新川地方の中心として繁栄してきた歴史を胸に刻
み、地域を愛し、共に発展させてほしい

本江

75 魚津中央 うおづちゅうおう 50
魚津をいれることで市外にわかりやすく、市内小学
校の位置関係から中央とする

本江

114 魚津中央 うおづちゅうおう 60 魚津市のほぼ中心部に位置するから 本江

138 魚津中央 うおづちゅうおう 60 市内の中心にある４校の統合だから 大町

118 魚津みらい うおづみらい 30 児童が明るい未来へ羽ばたくという意味です 県外

57 魚美津 うおみづ 70
美しい風土の真ん中でピチピチと明るい子どもの声
が響く、明るく元気な若人を育む

本江

59 美し野 うつくしの 70 たくさんの美しい自然に囲まれている 本江

85 うみさと うみさと 40
白く光る海のように、きらきらと輝き、おおらかに育つ
ように

上野方

84 うみひかる うみひかる 40
白く光る海のように、きらきらと輝き、おおらかに育つ
ように

上野方

186 海村 うみむら 小学生魚津には海があるから 本江

207 桜林 おうりん 小学校今の本江小学校のようにきれいな桜がみたいから 本江

200 大海 おおうみ 小学生魚津市の象徴である広大な海をいイメージして 本江

29 大伴 おおとも 60
４校の個性が生かされ、「大きく」「伴った」統合小学
校に

村木

93 小津 おづ 30 魚津は昔、小戸ヶ浦、小戸、小津といわれていた 本江

112 小津 おづ 40 魚津市由来の名前 本江

143 小津 おづ 70 昔の地名 大町

137 小津野 おづの 70 小津は魚津の旧名、野は野方の合流した小学校 上野方



102 小津の浦 おづのうら 40 魚津由来の名前 本江

183 おづのうら おづのうら 小学生 本江

173 小津の方 おづのかた 50 大町、村木の小津と野方の方を合わせて 村木

199 おむほか おむほか 小学生
統合される各小学校の最初の字を取って組み合わ
せた。

本江

190 会桜 かいおう 30
校章に桜が使われていて、新たな出会いが始まるこ
とから

本江

16 海光 かいこう 40
光輝く魚津の海のように大きな心で、子どもたちの個
性に光をあて、大切に育んでいけるように

村木

79 海峰 かいほう 40
富山湾と北アルプスの峰々を見渡せる素晴らしい大
自然を眺望できるところにある

村木

147 海峰 かいほう 60 富山湾を望み、立山連峰をあ仰ぎ見る地にある 村木

154 海峰 かいほう 50 海も山もあり恵まれた自然環境に感謝 村木

204 輝 かがやき 小学生一人ひとりが輝けるような小学校になってほしい 本江

63 かがやき かがやき 小学生いろいろな光が交じり合って輝くように 上野方

58 かける野 かけるの 70 考×翔×パワー×４＝かける野小学校誕生 本江

158 果実 かじつ 50 学校と地域住民ともに実りある未来になるように 村木

187 かみむら かみむら 小学生 本江

7 かもがわ かもがわ 30 ４校の小学校から近く、古くから親しまれている。 黒部市

50 鴨川 かもがわ 小学生鴨川が近くに流れている 村木

77 鴨川 かもがわ 40
サケの稚魚放流など鴨川に親しんでいる。子どもた
ちにも夢や希望をもって成長し大きくなってほしい。

村木

83 きずな きずな 70
大きな希望を持って「絆」を深めて、はばたいてほし
い

村木

51 きぼう きぼう 50 子どもたちが苦難を乗り越え、夢を実現できるように 大町

106 希望 きぼう 30 小学生の希望となるような小学校 本江

146 敬愛 けいあい 60
家族、両親を尊敬し友達郷土を愛する人になってほ
しい

村木

89 元気 げんき 40 元気が一番 本江

61 考友 こうゆう 70
友情がいっぱいあふれて考えるときめきにわくわくす
る

本江

45 さくら さくら 30
毎年、校庭の桜を見て季節を感じ、新学期への決意
を新たにした。児童が親しみを持てる自然の中から
つけたら良いと思う

富山市

73 さくら さくら 小学生
「さくら」のように清らかで愛らしく市民から親しみや
すい小学校に

本江



189 さくら さくら 小学生桜が大好きだから 本江

193 さくら さくら 小学生お花見給食が楽しかったから 本江

197 さくら さくら 小学生校庭の桜をわすれないように 本江

206 さくら さくら 小学生
春になって校庭の桜が満開になってとてもきれいだ
から

本江

184 さくら中央 さくらちゅうおう 小学生桜の木がたくさんの明るい学校になってほしい 本江

182 桜波 さくらなみ 小学生小学校のマークが桜なので 本江

96 桜野木町 さくらのきまち 50
本江（桜の校章）、上野方（野）、村木（木）、大町
（町）、一文字ずつとって、桜の花咲くように

本江

39 里川 さとかわ 20 親しみもてる川、子どもが集い水遊びをする光景 加積

20 山海 さんかい 70 父なる山と母なる海の自然に恵まれている 本江

101 三恵 さんけい 50 海と山と人の幸に恵まれた素晴らしい学校 本江

8 四合 しあわせ 60 それぞれの児童の幸せを祈念して 村木

23 四帆凛々 しほりんりん 50
４校の歴史がたてもんの帆のように輝き続け、その
思いを受け継ぐ新小学校が勇壮に凛々と出航してほ
しい。

本江

135 翔陽 しょうよう 30 明るい未来に向かって羽ばたくという意味 県外

18 しんきろう しんきろう 小学生
魚津が日本に誇る、名前だけで魚津市と分かる学
校。日本一魅力的で永久に栄える学校になってほし
い

本江

185 蜃気楼 しんきろう 30 蜃気楼が見える街にふさわしい名前 本江

133 新光 しんこう 30 明るい未来へ、新たに輝くという意味 県外

196 進生 しんせい 60 星の形は人を表す 本江

181 新実 しんみ 小学生地元に新鮮に実る果物がたくさんあるから 本江

13 親和 しんわ 50 みんあが親しく和のある学校になってほしい 住吉

175 水明 すいめい 50
透明な水のように心がきれいで明るい気持ちを持っ
て成長してほしい

村木

74 翠葉 すいよう 40
緑あふれる環境。清流小と対比し統一的なイメージ
で

本江

10 西城 せいじょう 中学生西部中校下と魚津城址を伝えたい 大町

37 清澄 せいちょう 40 澄み渡った清らかな学校 加積

47 清明のぞみ せいめいのぞみ 70
清く明るく希望（のぞみ）を持って、元気に頑張る小
学校に

県外

55 セントラル せんとらる 60 小学校でも英語教育が始まる 本江



27 空見 そらみ 30
どんなときも明るい空を見上げ、元気な子どもが育
つように

村木

174 たてもん たてもん 50
魚津市伝統の祭り、祭りは地域の人たちの心を一つ
にする

村木

17 千花 ちはな 30
どの地区から来た子どもたちもきれいな花を咲かせ
れるように

村木

5 中央 ちゅうおう 不明 魚津市の中心部にふさわしい 本江

11 中央 ちゅうおう 40 中央通り商店街もあり、魚津の中央にあるから 本江

14 中央 ちゅうおう 50 魚津市の中央に位置する小学校だから 住吉

19 中央 ちゅうおう 60 市の中心に位置している 本江

25 中央 ちゅうおう 80 魚津の中心地だから 本江

26 中央 ちゅうおう 80 魚津市の中心に位置する４校をまとめて 本江

31 中央 ちゅうおう 90 江戸時代から政治・経済・文化の中心として栄えた 村木

54 中央 ちゅうおう 60 市内の中央部に位置する 本江

64 中央 ちゅうおう 40 魚津のほぼ中央に位置するから 上野方

65 中央 ちゅうおう 40 大町

69 中央 ちゅうおう 70 市街の中央部に位置する 県外

71 中央 ちゅうおう 60 市内の中央的な小学校に 県外

72 中央 ちゅうおう 70
所在地が市内の位置関係をを示すほうが、市外や
県外からの転入者にもわかりやすい

本江

76 中央 ちゅうおう 60
市の中央に位置し、魚津市の活性化を進めていくう
えでもふさわしい

村木

94 中央 ちゅうおう 70 魚津市の中央にある 道下

99 中央 ちゅうおう 60 本江

100 中央 ちゅうおう 60 市の中心部 本江

104 中央 ちゅうおう 50 ４校の中央に位置する小学校だから 本江

107 中央 ちゅうおう 30 魚津市の中央にある学校 本江

109 中央 ちゅうおう 小学生魚津の中心だから 本江

115 中央 ちゅうおう 10
中心商店街等ありにぎわいの中心地として子ども達
に夢と希望を持たせる飛躍の小学校に

本江

116 中央 ちゅうおう 50 魚津の真ん中だから 本江



117 中央 ちゅうおう 60 魚津の中心として誰からも親しまれるように 本江

121 中央 ちゅうおう 不明 不明

141 中央 ちゅうおう 60 魚津市街地の中央にあるから 大町

145 中央 ちゅうおう 60 市内の中央にあり、中央通りもあるから 村木

149 中央 ちゅうおう 70 中心地区に立地しているため 大町

150 中央 ちゅうおう 60
魚津市の発展を担う子どもたちの育成の中心的な役
割を果たしてほしい

村木

153 中央 ちゅうおう 70 いろんな公共施設もあり、市の中心として栄えている 村木

159 中央 ちゅうおう 70
学校は地域の文化の中心であり、市の発展に寄与し
てほしい

村木

160 中央 ちゅうおう 70 魚津市を全国に紹介し、統合地区から発展させます 村木

161 中央 ちゅうおう 70 公共施設がたくさんあり、市の中央地区だから 村木

162 中央 ちゅうおう 70 市の中央として人材を育ててほしい 村木

163 中央 ちゅうおう 70 魚津市の観光の中心地だから 村木

164 中央 ちゅうおう 70 魚津市の、また統合４地区の中心に位置するから 村木

165 中央 ちゅうおう 70 魚津市の中心に位置しているから 村木

166 中央 ちゅうおう 70
海岸付近では漁業、また果樹や農業も盛んであるか
ら

村木

167 中央 ちゅうおう 70 統合学区は市の中心にあるから 村木

168 中央 ちゅうおう 70
学校区は市の中心にあり、小学校はその中心にある
から

村木

169 中央 ちゅうおう 50
魚津神社祭礼やたてもん祭りなどたくさんの見学者
が訪れ、市の中心である

村木

170 中央 ちゅうおう 70
富山湾、僧ヶ岳、毛勝山など自然にあふれ、心が落
ち着く場所に感謝

村木

171 中央 ちゅうおう 70 経済、文化、スポーツの中心に位置している小学校 村木

172 中央 ちゅうおう 80
多くの行政機関もあり、市の中央に位置し、その中
心に位置する小学校だから

村木

198 中央 ちゅうおう 小学生魚津地区の中央だから 本江

203 中央 ちゅうおう 小学生魚津市の真ん中に近いから 本江

97 中桜 ちゅうおう 50 中央にある桜の花咲く小学校 本江

70 中部 ちゅうぶ 70 市街の中央部に位置する 県外



91 ちょうろく ちょうろく 10
郷土のおどりを校名にすることで学校に誇りと愛着
がわくから

本江

179 蝶六 ちょうろく 50
地域住民の絆を大切にして、永遠に存続する願いを
込めて

村木

66 ときめき ときめき 40
4校が集まって大きな希望、パワーが生まれ、子ども
たちがときめく日々を作り上げて行ける

大町

148 仲津風 なかつかぜ 60 四校仲良くやっていってほしい 大町

81 和み なごみ 40
心が穏やかになり、仲良く互いに相手を大切にし、協
力し合う関係を作れるように

村木

98 梨の里 なしのさと 60 本江

2 日本海 にほんかい 40
日本海の荒波にもまれたかの様なたくましい子ども
でいてもらいたい

滑川市

136 のぞみ のぞみ 30 明るい希望に向かって羽ばたくという意味 県外

144 野田 のだ 小学生かっこいいからです 村木

49 光が丘 ひかりがおか 10
子どもたちの笑顔が光り輝き、希望をもって次のス
テップに進んでほしい

大町

53 光風 ひかりかぜ 60 山から海に向かって降り注ぐ光と爽やかな風 大町

24 飛翔 ひしょう 小学生希望に向かって飛び立つから 本江

124 日の出 ひので 30
４校が統合し、日の出のように明るい未来に向かっ
ていくという意味

県外

132 日の出未来 ひのでみらい 30
４校が統合し、日の出のように明るい未来に向かっ
ていくという意味

県外

152 日の丸 ひのまる 50 日本人として誇りと感謝の気持ちを持ってほしい 村木

188 本江町 ほんごうまち 小学生おもしろそうな学校に 本江

180 まきのえ まきのえ 70 四つの小学校があわさって 不明

176 町木野江 まきのえ 70 統合する学校の名前を入れたかった 不明

3 まほろば まほろば 40

「まほろば」とは古事記の一節にあり、やさしい美しい
心を持つ国家という意味。五穀が実るように子どもた
ちの成長を願い、刻の中真意属すように育ってほし
いという思い。

大町

30 万葉 まんよう 60 万葉集にちなんで 村木

60 澪標 みおつくし 70
海の安全を願うとともに統合校舎が若人の道しるべ
となり、若人がはばたくように

本江

43 美郷 みさと 70
自然豊かな海、町、里山の美しい情景が思い出され
る学校に

本江

9 美里 みさと 40 素晴らしい環境の中で、美しい故郷（ふるさと）にある 大町

42 美里 みさと 70
自然豊かな海、町、里山の美しい情景が思い出され
る学校に

本江



38 水都 みなと 40 美しい川、水の都 加積

201 みなも みなも 小学生
魚津の海岸のようにキラキラして、笑顔輝く小学校に
なるように

村木

86 みのり みのり 40
海（み）、野（の）、里（り）の子どもたちが集まり、みの
りある毎日を過ごせるように

上野方

202 みのり みのり 小学生 りんごや梨のように実り多い学校になってほしい 村木

56 海山 みやま 40
自然豊かな、海のような広い心、山のような大きな志
を持つ

黒部市

157 ミラージュ みらーじゅ 50 故郷の景色、風景に愛情と誇りをもってほしい 村木

6 ミラージュ中央 みらーじゅちゅうおう 20 蜃気楼の見える街　魚津を代表する小学校 本江

68 みらい みらい 70 未来を創造する児童を育む 県外

192 みらい みらい 小学生新しい学校の外観が未来を想像させる 本江

4 未来樹 みらいじゅ 不明
未来の大きな樹木のように育ってほしいという思いと
「蜃気楼（ミラージュ）」を掛け合せた。

道下

52 名空 めいくう 60
明るい空の下、元気に活発に育つ子どもたちをイ
メージ

大町

151 名水 めいすい 50
立山連峰からのきれいな水のように子どもたちの心
が透明なまま未来へ進んでほしい

村木

22 明朋 めいほう 70 明るく和やか友達づくりを通して聡明な校風 本江

113 明理 めいり 70 大町小学校の校歌にもあるもの 本江

87 めぐみの里 めぐみのさと 小学生
山も海もある恵まれた環境で、たくさんの人が集うよ
うに

上野方

156 雄進 ゆうしん 50
雄大な立山連峰、目標を持って未来に向かって進ん
でほしい

村木

36 湧水 ゆうすい 40 子どもたちの才能が開花、あふれ出す様 加積

103 夢の郷 ゆめのさと 50 川原田政太郎博士の顕彰碑地と同名 本江

35 夢のほとり ゆめのほとり 40
子どもたちの夢の実現に少しでも協力できる小学校
に

加積

155 ゆりのき ゆりのき 50 市の花、かのこゆり。協力して育てる気持ち 村木

15 陽光 ようこう 60
山の向こうの雲の間から見えるやさしい光に「夢」や
「優しさ」や「思いやり」を伝える。

立山町

46 よつ葉 よつば 60
４校の歴史や伝統が一本の樹となりなり、葉も茂り大
樹へ成長していく

上野方

32 四つ葉 よつば 40 四つ葉＝若葉。幸福・希望・健康・愛情のシンボル 本江

33 四つ葉 よつば 小学生四つの学校が一つになって、友達増えてうれしい。 本江

90 四つ葉 よつば 中学生旧4校が地域に親しまれるように 本江



95 四つ葉 よつば 50 四校が集まって幸せになるように 本江

119 四葉 よつば 30 四葉には統合した四つの小学校という意味 県外

120 四葉みらい よつばみらい 30
四葉には統合した四つの小学校という意味、みらい
は児童が明るい未来へ羽ばたくという意味

県外

105 梨園 りおん 70 古くからの梨づくりが盛んで、梨畑の中にある小学校 本江

82 凛々 りんりん 小学生心がひきしまる様子 村木

34 夢見 ろまん 40
子どもたちの夢の実現に少しでも協力できる小学校
に

加積

122 若葉 わかば 30
若葉には「新しい学校」と「児童たち」という意味がこ
められている。

県外

123 若葉みらい わかばみらい 30
若葉には「新しい学校」と「児童たち」、みらいは「児
童が明るい未来に羽ばたく」という意味がこめられて
いる。

県外

134 和光 わこう 30 明るい未来へ、平和に光り輝く 県外

110 江本 不明 本江



近隣自治体の小学校名

市町村名 学校名 統　　合　　等　　の　　沿　　革

さ み さ と 平成６年　境、宮崎、笹川、泊小学校が合併

あ さ ひ 野 平成１１年　大家庄、山崎小学校が合併

黒 東 昭和５４年　新屋、小摺戸小学校が合併

飯 野

上 青 昭和５８年　上原、青木小学校が合併

入 善

ひ ば り 野 平成７年　舟見、野中小学校が合併

桃 李 平成９年　横山、椚山小学校が合併

生 地

た か せ 平成２６年　東布施、田家小学校が合併

石 田

村 椿

中 央 昭和５０年　大布施小学校を改称し、通学区域を拡大

桜 井 平成２８年　前沢、三日市小学校が合併

荻 生

若 栗

宇 奈 月 平成１８年　浦山、愛本、下立、宇奈月小学校が合併

寺 家

田 中

東 部 昭和４３年　浜加積、早月加積小学校が合併

北 加 積

東 加 積

南 部 昭和５５年　山加積、中加積小学校が合併

西 部 昭和５２年　西加積小学校から改称

相 ノ 木

上 市 中 央

南 加 積

宮 川

白 萩 西 部

陽 南 昭和５８年　大岩、柿沢小学校が合併

立 山 北 部 昭和３９年　新川東部、新川西部小学校が統合

立 山 中 央 昭和３４年　五百石、下段小学校が統合、昭和４２年大森小学校統合

高 野

利 田

日 中 上 野

釜 ヶ 淵

立 山

舟橋村 舟 橋

立山町

朝日町

入善町

黒部市

滑川市

上市町


