
  

 
 
平成 24 年 12 月 4 日（火）、今治小学校図書室において、今治市内中心部 4小学校統合準備会  

（第 2回）が開催されました。主な協議内容をお知らせします。 
 

 学校教育部会からの主な報告  
学校教育部会より、児童の交流活動や合同授業研究についての発表がありました。 
教育課程については、4校で検討を進める予定であること、備品等については、計画 
的な廃棄・購入をすること、また、学団編制や通学方法についての検討も、今後、 
 始めていくことなどが発表されました。 

 
 PTA部会からの報告および決定事項  
 

～ PTA 組織について ～ 

  PTA 組織検討班が編成され、4校の代表により、部会構成や公民館との連携等に関し、意見交換をしたことについ

て、報告がなされました。今後も検討を続けてまいります。 
 

～ 標準服（以下 制服）について ～ 

4校区に在住の年少児～年長児ならびに 4小学校の 1～3年生の保護者の方を対象に、統合校の制服についてのア
ンケートを実施しました。アンケートの集計結果をご報告します。貴重なご意見を多数いただいております。ご協力

いただいた幼稚園、保育園、保育所関係者の皆様、また、ご回答いただいた保護者の皆様、本当にありがとうござい

ました。 
アンケート内容 ： 「制服は、ある方がよい。」もしくは「制服は、無い方がよい。（私服通学）」から二者択一 

年少～年長児保護者 小学校 1～3年生保護者 

           （男女別内訳） 
                              

 
 

 
（アンケート回収数：177） 

            （男女別内訳） 

 
 
 
 

（アンケート回収数：214） 

いただいたご意見の中から、数例をご紹介します。（自由筆記のご意見につきましては、教育委員会総務課 

ホームページに全文掲載（無記名）しておりますので、ご覧ください。）  
・制服の方が、家庭毎の格差が出にくい。 
・制服の方が、朝悩まず身支度が早くできる。 
・制服の方が、登下校時に見守りやすい。 

・私服の方が、温度調整（体調管理）がしやすい。 
・私服の方が、毎日洗濯でき、清潔である。 
・私服の方が、転勤がある家庭にも都合が良い。  

制服検討班ならびに統合準備会では、皆様からいただいたご意見をもとに、制服がある方がよいか、無い方がよい

かについての協議を行いました。制服・私服ともに良い点があり、委員からも、様々な意見が出されましたが、年少

～年長児保護者の 7割以上が、制服はある方がよいと答えていることもあり、協議の結果、制服通学とすることが
決定されました。在校生の保護者の方からは、「数年しか着ないのに、新調するのは負担である。」というご意見も多

くいただいております。移行期間は設けますが、その期間等について、今後、具体的な検討を進めてまいります。 
 
 統合校の校名について  
  4校の児童・教員・保護者ならびに、4校区にお住まいの方を対象に、約 1ヶ月間、統合校の校名を募集したとこ
ろ、延べ 210 通の応募をいただきました。皆様それぞれ、新校への夢や希望、子どもたちへの期待など、熱心に提
案理由をご記入いただいております。統合準備会では、皆様からいただいた校名案について、慎重に協議を重ねて

まいります。裏面に、お寄せいただいた校名案を掲載しておりますので、ご覧ください。 
  ご応募いただいた皆様に、心よりお礼申し上げます。ありがとうございました。 
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【問合せ先】今治市教育委員会総務課校区調整係 
TEL：（0898）36－1611  FAX：（0898）25－1700 

            ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ： http://www.city.imabari.ehime.jp/kyouikus/ 

第2回統合準備会 

※次回統合準備会の日程等
については、今治市教育委
員会総務課ホームページ
に掲載します。 



 

（新校名） 

ふりがな 学校名  てんせい 天星 
あおぞら 青空  とうごう 統合 
あけぼの あけぼの  どんどび どんどび 
あさひ あさひ  なかよし なかよし 
あすなろ 翌檜  ばりぃ バリィ 
あらかぜ 新風  ひかり 
いまじょう 今城  ひかり 

光 
いまはる  ひがしなか 東中 

いまはる 
今治  ひので 日の出 

いまひみじょう 今日美城  ふきあげ 
うみ うみ  吹揚 
うみのしろ うみのしろ  

ふきあげ 
吹上 

えいこう 栄光  ふきあげしまなみ 吹揚しまなみ 
えいこうちゅうおう 栄光中央  ふきあげちゅうおう 吹上中央 
えがおいっぱい えがおいっぱい  ふきあげまえ 吹揚前 
おうごん 黄金  ふたば 二葉 
おうさき 桜咲  ほうじょうか 豊城下 
おうじょう 桜城  ほりばた 堀端 
おうしろ 桜城  まちなか まちなか 
おじょうか お城下  まんなか まん中 
おほりまえ お掘前  みじょう 美城 
おんまく おんまく  みなと 港 
かいじょう 海城  みなとまち みなとまち 
かいと 海都  みなとみらい みなと未来 
きずな 絆  みなみぼり 南堀 
きょうびじょう 今日美城  みらいそうぞう 未来創造 
くすのき くすのき  みんなの みんなの 
げんきいっぱい 元気いっぱい  めいがく 明楽 
こがね 黄金  よしん 四新 
さくら 桜  よつば 
じこう 自考  四つ葉 
しまなみ しまなみ  四ツ葉 
じょうか 城下  

よつば 

四葉 
じょうかまち 城下町  よんきょう 四響 
じょうさい 城西  よんこうごう 四光合 
じょうせい 城星  
じょうなん 城南    
しろのまえ 城ノ前  ふりがな 学校名 
しろまえ 城前  いまばりぃ 今治ィ 

新星  いまばりじょう 今治城 
しんせい 

新生  いまばりじょうか 今治城下 
しんせいしまなみ 新生しまなみ  いまばりしろにし 今治城西 
しんゆう 心友  いまばりだいいち 今治第一 
すいぐん 水軍  いまばりちゅうおう 今治中央 
すえひろ 末広  いまばりふきあげ 今治吹揚 
せいか 星華  いまばりゆうあい 今治友愛 
せとうち 瀬戸内  いまばりよつば 今治四葉 
せとうちしまなみ 瀬戸内しまなみ   
せとうちだいいち 瀬戸内第一    
そうみょう（そうめい） 綜名  ふりがな 学校名 
たいせい 大成  今治 

高虎  いまばり 
たかとら 

高とら  
いまばり 

今張 
だんけつ 団結  じょうとう 城東 

中央  美須賀 
ちゅうおう 

中おう  みすか 
みすか 

 
※ ご応募いただいた全案を掲載しておりますが、募集要項の注意事項に反するものに関しては、統合準備会での検討 
対象とはなりません。 

（現在の校名を含む校名） 

（その他） 

校名公募結果（五十音順） 
応募件数（延べ） 210件 

ふりがなによる校名件数（実件数）92件 


