
第２回

高台小学校・緑陽小学校統合準備会

日 時 平成２１年１２月１７日(木)

１９時～

会 場 緑陽小学校地域交流室



準 備 会 次 第

１、 開 会

２、 座長挨拶

３、 協議事項など

新しい学校の学校名の選定方法について

４、 その他



新しい学校の学校名応募状況について

１、応募期間

平成 21 年 11 月 5 日～平成 21 年 12 月 4 日

２、応募数

① 応募総数 １４８件

地域の方 ７９件 高台小学校区 ３８件

緑陽小学校区 ３６件

校区外 ５件

児童 ６９件 高台小学校区 ２９件

緑陽小学校区 ４０件

② 応募人数 １３９人 重複応募 6 人 〔最大応募数 3 件〕

地域の方 ７２人 高台小学校区 ３５人

緑陽小学校区 ３２人

校区外 ５人

児童 ６７件 高台小学校区 ２９人

緑陽小学校区 ３８人

３、学校名の種類

学校名の種類 ８７種類

（表記で区分した場合 ７９種類）

（読みで区分した場合 ７８種類）

＊（参考）広葉・若葉小学校区の種類 ９７種類

（表記で区分した場合 ９７種類）

（読みで区分した場合 ８２種類）



[順子]

受付順　学校名応募結



1 募 集 期 間 平成21年１１月５日～１２月４日

2 応 募 結 果 応募総数 148 件
応募者数 139 人

3 応募学校名 表記分類 79 種類（下記）

番号 学校名(表記) 件数 よみ分類 件数 番号 学校名(表記) 件数 よみ分類 件数 番号 学校名(表記) 件数 よみ分類 件数 番号 学校名(表記) 件数 よみ分類 件数
(1) 高陽 15 こうよう 15 (16) 太陽 2 たいよう 2 (37) 成心 1 せいしん 1 (59) みどりがおか 1 みどりがおか 1

みどりだい 9 (17) みどり台 2 みどりだい 2 (38) 総合 1 そうごう 1 (60) 緑が丘 1 みどりがおか 1
りょくだい 4 1 りょくこうだい 1 (39) たいよう 1 たいよう 1 (61) 緑ヶ台 1 みどりがだい 1

(3) エルフィン 7 えるふぃん 7 1 りょっこうだい 1 (40) たかだい２１ 1 たかだいにじゅういち 1 (62) 緑高希望 1 みどりだかきぼう 1
(4) 高台緑 6 たかだいみどり 6 (19) 青空 1 あおぞら 1 (41) 太輝 1 たき 1 (63) みどりの丘 1 みどりのおか 1
(5) 緑ヶ丘 6 みどりがおか 6 (20) 青優 1 あおぞら 1 (42) 中央通 1 ちゅうおうどおり 1 (64) 緑の里 1 みどりのさと 1
(6) 竹葉 5 ちくよう 5 (21) あかつき 1 あかつき 1 (43) つばめ 1 つばめ 1 (65) 実凛 1 みのり 1

りょくこう 2 (22) 曙 1 あけぼの 1 (44) 友達 1 ともだち 1 (66) 見晴台 1 みはらしだい 1
みどりたか 1 (23) おひさま 1 おひさま 1 (45) ともだち 1 ともだち 1 (67) 明星 1 みょうじょう 1
りょくたか 1 (24) かえで 1 かえで 1 (46) 仲間 1 なかま 1 (68) 未来 1 みらい 1
りょっこう 1 (25) 希協 1 ききょう 1 (47) なかよし 1 なかよし 1 (69) 望志 1 もうし 1

(8) 高台 4 たかだい 4 (26) 気進 1 きすすみ 1 (48) にこにこなかよし 1 にこにこなかよし 1 (70) 山ノ手 1 やまのて 1
こうりょく 1 (27) 北の平 1 きたのだいら 1 (49) にじいろ 1 にじいろ 1 (71) 山の手 1 やまのて 1
たかみどり 1 (28) きたひろ 1 きたひろ 1 (50) 陽の台 1 はるのだい 1 (72) 友愛 1 ゆうあい 1
たかりょう 1 (29) グリーンヒル 1 ぐりーんひる 1 (51) ひかりヶ丘 1 ひかりがおか 1 (73) 勇星 1 ゆうせい 1
たかりょく 1 (30) グリーンヒルズ 1 ぐりーんひるず 1 (52) 陽の出 1 ひので 1 (74) 夢岡 1 ゆめおか 1

(10) 緑の台 4 みどりのだい 4 (31) 校成 1 こうせい 1 (53) 日の出 1 ひので 1 (75) 夢の森 1 ゆめのもり 1
(11) 緑陽台 4 りょくようだい 4 (32) 光精 1 こうせい 1 (54) 平和 1 へいわ 1 (76) 妖精の森 1 ようせいのもり 1
(12) 大空 2 おおぞら 2 (33) 高明 1 こうめい 1 (55) 望洋台 1 ぼうようだい 1 (77) 緑豊 1 りょくほう 1
(13) 里見 2 さとみ 2 (34) 高陽台 1 こうようだい 1 (56) 北台 1 ほくだい 1 (78) 緑友台 1 りょくゆうだい 1
(14) 新生 2 しんせい 2 (35) こもれび 1 こもれび 1 (57) 星の丘 1 ほしのおか 1 (79) 緑陽 1 りょくよう 1
(15) 新緑台 2 しんりょくだい 2 (36) 新志 1 しんし 1 (58) 緑 1 みどり 1 21

合計 148
81 24 22

(7) 緑高 5

(9) 高緑 4

(2) 緑台 13

高台小学校・緑陽小学校統合後の新しい学校名の応募結果

(18) 緑高台



№ 名前 よみ 年齢 理由・思い
1 緑台 りょくだい 70 両校の名前を一字ずつ合わせた。
2 エルフィン えるふぃん 34 自然豊かな場所に立っているのでイメージキャラクターの名前がよい。
3 竹葉 ちくよう 84 竹葉公園の近くにあるので。
4 高陽台 こうようだい 71 高台の間に陽を入れた。高台にあり太陽の光を受けるることからもふさわしい。
5 緑陽台 りょくようだい 69 山の手（高台）にある緑豊かな自然を広く見渡せ、大空にすくすく伸びる子どもをイメージして。
6 たかだい２１ たかだいにじゅういち 48 高台小学校の住所から。小学校なのでひらがなで表記。
7 緑高台 りょくこうだい 80 両校の名前をあわせた。
8 緑高 りょくこう 80 両校の名前をあわせた。
9 緑の里 みどりのさと 50 豊かな緑に囲まれた環境で、心のふるさとになるような学校であってほしい。
10 緑の台 みどりのだい 61 緑豊かな高台にあり、子供達の健康な成長をイメージして。
11 高陽 こうよう 64 高い向上心と燦々と陽があたり、夢と希望にあふれる子どもの成長を願って。両校の一字をとって歴史を受け継いでほしい。
12 高台 たかだい 45 長年慣れ親しんでおり、経費や立地からも校名変更の必要はない。子どもが科学物質過敏症。
13 未来 みらい 53 未来に羽ばたくイメージ。
14 大空 おおぞら 72 子供達の将来が、限りなく大きな夢と希望を持つように。
15 望志 もうし 55 クラーク博士別れの地である島松を望む高台にあること、地球と人類のために希望をつなぐ人になって欲しい。
16 山ノ手 やまのて 55 最も高台にあり見晴らしがよい。高級感がある。
17 エルフィン えるふぃん 55 北広島のイメージキャラクターエルフィンが住んでいる雰囲気がある地区なので。
18 緑台 みどりだい 43 両校から一字を受継ぐとともに、見晴らしがよく緑が多い町並みをイメージして。
19 望洋台 ぼうようだい 73 竹葉公園からの、洋々たる緑野の大地の広がりを眺めることができる立地条件を象徴して。
20 高陽 こうよう 67 「陽は高く登る」。夢や希望を気高く持って前進して欲しい。
21 高陽 こうよう 80 両校から一字を受継ぐとともに、天高くのぼる太陽のようにおおらかに希望に満ちることをイメージして。
22 緑陽台 りょくようだい 68 高台にある緑と太陽がいっぱいある学校のイメージ
23 新生 しんせい 62 近くの緑陽公園の安田侃さんのモニュメントのテーマから。両校の新たなスタートにふさわしい。
24 高台 たかだい 60 歴史として語り継ぐとき、一番わかりやすい。
25 竹葉 ちくよう 70 竹葉公園の測に根を下ろすような願いを込めて。
26 高陽 こうよう 83 両校の一字を残す。
27 高陽 こうよう 80 両校の名前を残し、高い陽を受けて健全に成長する子どもの将来を望んで。
28 ひかりヶ丘 ひかりがおか 66 子ども達が太陽の恵みを受けて、すくすくと素直に成長するために。
29 見晴台 みはらしだい 66 現在の高台小からは雄大な景色が見ます。その懐かしい思い出の校舎の一字を残して欲しい。
30 竹葉 ちくよう 38 竹の葉が青々と伸びるように育って欲しい。両校の卒業生も子どものころから遊んでいた竹葉公園に隣接。
31 高台 たかだい 79 学校そのものが実際に存続するのであれば、校名も存続する。
32 星の丘 ほしのおか 41 隣接する竹葉公園からは満点の星空を見ることができる。子供達の夢を星にたとえて。
33 新緑台 しんりょくだい 38 両校の一字と、新しい学校なので。
34 緑ヶ台 みどりがだい 62 両校の一字を使い、緑に囲まれた高台にある学校をイメージして。
35 緑ヶ丘 みどりがおか 62 緑に囲まれた丘にある学校をイメージして。
36 高陽 こうよう 62 両校の一字を使い、高い丘に日(太陽)の光が降り注ぐ明るく、温かい学校をイメージして。
37 平和 へいわ 69 北広島市は平和都市宣言を行っており、児童にも世界平和を考えるスケールの大きい人になってほしい。
38 高台 たかだい 66 高台町にある伝統ある校名を残してほしい。
39 新緑台 しんりょくだい 64 緑の台地にしっかりと根を下ろして、すくすくと成長してほしい。
40 高明 こうめい 71 高い志をもって、明るく育ってほしい。
41 緑陽 りょくよう 68 名前だけでも緑陽小を残してほしい。
42 緑陽台 りょくようだい 78 両校の名前を入れ、緑と太陽の台地をイメージした。
43 北台 ほくだい 62 北広島市の「北｣と、高台町の「台」から。
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№ 名前 よみ 年齢 理由・思い
44 明星 みょうじょう 70 子どもが明るく星のようにきらきらと元気でいてほしい。
45 エルフィン えるふぃん 73 夢と希望に満ちた学校になってほしい。
46 緑ヶ丘 みどりがおか 72 緑に彩られた丘陵にある。旧小学校のイメージをあわせた。緑＝平和・安全・生命力。丘＝目標・遠くを見晴らす。
47 緑高台 りょっこうだい 42 緑豊かな高台で、様々なことにチャレンジし、大きく成長してほしい。
48 きたひろ きたひろ 59 北広島団地にあり愛着のもてる校名。「北」から夢や希望が「広」がっていく小学校。
49 みどり台 みどりだい 29 両校の名前をあわせた。緑の多い高台で、子ども達がすくすく育ってほしい。 緑小卒業生
50 実凛 みのり 15 のびのびと元気よく、凛とした子ども達であるように。
51 曙 あけぼの 45 明るい、日が昇るイメージ。これから新しく始まるイメージ。
52 グリーンヒルズ ぐりーんひるず 59 若い世帯が定着するように、若い世代に好まれるネーミング。
53 青空 あおぞら 49 高台町からのロケーションから「青空｣をイメージして。
54 高台緑 たかだいみどり 68 緑陽小の「緑」を残してほしい。
55 高陽 こうよう 80 両校の名前をあわせた。陽が降り注ぐ夢と希望に満ち溢れたすばらしい教育環境の中で学んでほしい。
56 高台緑 たかだいみどり 66 高台で緑輝く環境の中で、大志が育つ。
57 緑高 りょっこう 70 両校の名前をあわせた。力強く伸びるイメージ。両校の歴史が残る。
58 高陽 こうよう 75 高い理想のもとに、明るく陽気な子どもが育つように。
59 北の平 きたのだいら 70 北広の高台にある。平は平等や平和の穏やかなイメージ。
60 緑豊 りょくほう 51 北広島は自然の緑が豊か。
61 妖精の森 ようせいのもり 52 エルフィンタウン北広島にふさわしい夢のある学校名。可愛らしい名前に惹かれて、若い世帯が転居してほしい。
62 成心 せいしん 57 心を成長させる、心を育てる教育をする。
63 緑の台 みどりのだい 70 両校の名前をあわせて。
64 山の手 やまのて 72 北広島暖地の一番高い場所にある小学校なので。高級感も加わった緑豊かな小学校名。
65 みどりの丘 みどりのおか 39 団地の丘の上にあり、周りには緑が多いから。
66 緑が丘 みどりがおか 68 両校とも親子にとって思い出の学校で、団地の中で最も緑と太陽（緑陽）に恵まれた高台(丘)にある学校をイメージして。
67 新志 しんし 70 新しい学校の「新」とクラーク博士から「志」から。子どもに未来の夢が語られ実現されることを願って。
68 校成 こうせい 78 校合により、一層の学ぶ場所としての教育向上が成就されることを期待して。
69 みどり台 みどりだい 67 統合後もかつての校名を思い出せる。北広島団地の高台にあり緑が豊か。
70 緑ヶ丘 みどりがおか 79 両校の名前をあわせたイメージ。
71 高陽 こうよう 65 卒業生の思いもあり両校の名前を残した。陽が高く昇るごとく、大きな夢をもち、誇り高く生きる礎の場となるように。
72 高台緑 たかだいみどり 67 高台町に所在し、緑豊かなので。緑陽小の緑を取りいれて。
73 竹葉 ちくよう 68 竹葉公園の近くにあるので。
74 緑台 みどりだい 68 高台の緑に面していて、両校の一字を残して。
75 新生 しんせい 55 新しい学校として生まれ変わり、いきいきと明るい成長を願って。緑陽公園の安田侃さんのモニュメントのテーマ。
76 高陽 こうよう 64 両校の一字ずつを使用。高陽は高く陽が昇るイメージ。明るくはつらつとした子ども達であるように。
77 緑高 りょくこう 23 両校の一字ずつを使用。両校の良いところを重ねて、他の学校のお手本になってほしい。
78 エルフィン えるふぃん 62 未来に羽ばたく妖精のような子ども達をイメージして。
79 緑陽台 りょくようだい 72 今まで親しんだ校名をあまり変えずにイメージして。
80 里見 さとみ 1年
81 緑高 りょくたか 1年 高台小と緑陽小が一緒になるので。
82 高台緑 たかだいみどり 2年 高台小と緑陽小が統合し、高台小の場所に緑があるので。
83 高陽 こうよう 2年 両校の良さを生かしたい。
84 竹葉 ちくよう 2年 自然に囲まれた竹葉公園に隣接していて、全く新しい名前。
85 緑台 みどりだい 3年 高台小と緑陽小で緑台。
86 陽の台 はるのだい 3年 太陽の光が明るく光る台地のイメージ。

2



№ 名前 よみ 年齢 理由・思い
87 緑高 みどりたか 4年 両校の名前をあわせて。
88 高緑 こうりょく 4年 緑が豊かで高い場所にあるので。
89 里見 さとみ 4年 自然が見えるので。
90 高緑 たかりょく 4年 両校の一字ずつを使って。
91 総合 そうごう 5年 高台小と緑陽小が集まった学校なので。
92 太陽 たいよう 5年 太陽は高い場所から陽を照らすので。
93 緑台 りょくだい 5年 統合により友達になれるように一字ずつあわせて。
94 緑友台 りょくゆうだい 6年 両校の児童が仲良くなれるように、緑陽の緑と高台の台の間に友の字を入れた。
95 みどりがおか みどりがおか 2年 北広島はみどりが多いので。
96 高台緑 たかだいみどり 3年 高台地区は緑が多いので。
97 緑ヶ丘 みどりがおか 4年 緑陽小の緑と緑が多い丘の上（高台）にあるので。
98 緑台 みどりだい 5年 両校の名前をあわせて。
99 なかよし なかよし 1年 みんなが仲良しの学校になってほしい。

100 高台緑 たかだいみどり 2年 明るく親しみが持てそうなので。
101 あかつき あかつき 1年 あかるく、仲良くなれるように。
102 仲間 なかま 1年 入り口の横に「なかま」と書いてあるので。
103 友達 ともだち 3年 いじめやケンカをなくして、たくさんの人達と仲よく友達になってほしい。
104 こもれび こもれび 3年 明るく優しい感じがするので。
105 つばめ つばめ 2年 ツバメのようにみんなが羽ばたけるように。
106 光精 こうせい 3年 妖精のいる町に、光がさし、希望に満ち溢れた学校になってほしい。
107 緑台 みどりだい 3年 高台小付近は緑が多く高台にあるので。
108 高緑 たかみどり 4年 両校の最初の字を使って。
109 高緑 たかりょう 1年 両校の一字をあわせて。
110 ともだち ともだち 2年 みんなが友達になれるように。
111 おひさま おひさま 2年 みんなが元気よく学校に通えるように。
112 友愛 ゆうあい 2年 二つの学校が友情と愛情をもって、力をあわせて新しい学校をつくっていくため。
113 たいよう たいよう 2年 太陽のように輝く学校になってほしい。
114 緑台 みどりだい 3年 両校の一字をあわせて。
115 大空 おおぞら 3年 大空のもとの学校だから。
116 緑の台 みどりのだい 4年 両校から一字ずつ取って、その間に「の」の字を入れました。
117 緑台 りょくだい 4年 両校の児童が仲良くなれるように、一字ずつ取って。
118 エルフィン えるふぃん 4年 自然豊かで妖精がいる学校をイメージして。
119 緑ヶ丘 みどりがおか 4年 緑に囲まれた丘の上にあり、親しみのある名前。
120 かえで かえで 5年 市の木が「かえで」なので。
121 グリーンヒル ぐりーんひる 3年 みどりはグリーン、高はヒル。緑陽小も高台小も忘れないようにしたいので。
122 緑台 みどりだい 3年 両校の一字をあわせて。
123 緑台 みどりだい 3年 両校の一字をあわせて。
124 緑高希望 みどりだかきぼう 4年 両校の名前をあわせて、希望のある学校。
125 夢岡 ゆめおか 5年 児童全員が夢をもちてっぺん（岡）に立てるように。
126 緑台 りょくだい 5年 両校の名前をあわせると、両方の名前が残るので。
127 太輝 たき 5年 太陽のように輝く子どもが通う学校になってほしい。
128 勇星 ゆうせい 5年 一人ひとりが勇気を持って、輝く星のようになってほしい。
129 中央通 ちゅうおうどおり 6年
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№ 名前 よみ 年齢 理由・思い
130 高陽 こうよう 1年 両校の名前を使いたい。
131 希協 ききょう 4年 希望があり協力し合える学校になってほしい。
132 エルフィン えるふぃん 2年 北広島のマスコットなので。
133 緑 みどり 2年 緑が豊かな学校になってほしい。
134 高陽 こうよう 4年 緑陽小のイメージが残るように、一字ずつを取って。
135 緑台 みどりだい 4年 緑陽の「緑」と高台の「高」を合わせて。
136 緑の台 みどりのだい 4年 高台で緑あふれている学校なので。
137 高陽 こうよう 3年 両校の名前をあわせて。
138 太陽 たいよう 4年 太陽のように、明るく楽しい学校になってほしい。
139 気進 きすすみ 4年 気合でどんどん進んでいこうという意味。
140 青優 あおぞら 5年 青空のように、きれいでやさしい学校になってほしいので。
141 緑ヶ丘 みどりがおか 5年 緑陽の緑と高台の丘をイメージして。
142 夢の森 ゆめのもり 5年 夢のある学校になってほしいことと、緑陽小の森をイメージして。
143 にじいろ にじいろ 1年 七色の虹のように明るく楽しい学校になってほしい。
144 にこにこなかよし にこにこなかよし 3年 人が多く集まると、笑顔がいっぱいで仲良しになるので。
145 陽の出 ひので 5年 緑陽小の陽から。
146 高陽 こうよう 5年 高台の「高」と緑陽の「陽」とを合わせた。
147 日の出 ひので 1年 学校を照らしてくれるオレンジ色のお日さまをイメージして。
148 エルフィン えるふぃん 6年 「エルフィンロード」「エルフィンパーク」など北広島のシンボルなので。
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№ 名前 よみ 年齢 理由・思い
1 高陽 こうよう 64 高い向上心と燦々と陽があたり、たくましく夢と希望にあふれる子どもの成長を願って。両校の一字をとって歴史を受け継いでほしい。
2 高陽 こうよう 67 「陽は高く登る」。夢や希望を気高く持って前進して欲しい。
3 高陽 こうよう 80 両校から一字を受継ぐとともに、天高くのぼる太陽のようにおおらかに希望に満ちることをイメージして。
4 高陽 こうよう 83 両校の一字を残す。
5 高陽 こうよう 80 両校の名前を残し、高い陽を受けて健全に成長する子どもの将来を望んで
6 高陽 こうよう 62 両校の一字を使い、高い丘に日(太陽)の光が降り注ぐ明るく、温かい学校をイメージして
7 高陽 こうよう 80 両校の名前をあわせた。陽が降り注ぐ夢と希望に満ち溢れたすばらしい教育環境の中で学んでほしい。
8 高陽 こうよう 75 高い理想のもとに、明るく陽気な子どもが育つように。
9 高陽 こうよう 65 卒業生の思いもあり両校の名前を残した。陽が高く昇るごとく、大きな夢をもち、誇り高く生きる礎の場となるように。

10 高陽 こうよう 64 両校の一字ずつを使用。高陽は高く陽が昇るイメージ。明るくはつらつとした子ども達であるように。
11 高陽 こうよう 2年 両校の良さを生かしたい
12 高陽 こうよう 1年 両校の名前を使いたい。
13 高陽 こうよう 4年 緑陽小のイメージが残るように、一字ずつを取った。
14 高陽 こうよう 3年 両校の名前をあわせた。
15 高陽 こうよう 5年 高台の「高」と緑陽の「陽」とを合わせた。
16 緑台 みどりだい 43 両校から一字を受継ぐとともに、見晴らしがよく緑が多い町並みをイメージして。
17 緑台 みどりだい 68 高台の緑に面していて、両校の一字を残しました。
18 緑台 みどりだい 3年 高台小と緑陽小で緑台
19 緑台 みどりだい 5年 両校の名前をあわせて
20 緑台 みどりだい 3年 高台小付近は緑が多く高台にあるので。
21 緑台 みどりだい 3年 両校の一字をあわせて
22 緑台 みどりだい 3年 両校の一字をあわせて
23 緑台 みどりだい 3年 両校の一字をあわせて
24 緑台 みどりだい 4年 緑陽の「緑」と高台の「高」を合わせた。
25 緑台 りょくだい 70 両校の名前を一字ずつ合わせる
26 緑台 りょくだい 5年 統合により友達になれるように一字ずつをあわせて
27 緑台 りょくだい 4年 両校の児童が仲良くなれるように、一字ずつ取りました。
28 緑台 りょくだい 5年 両校の名前をあわせると、両方の名前が残るので。
29 エルフィン えるふぃん 34 自然豊かな場所に立っているのでイメージキャラクターの名前がよい。
30 エルフィン えるふぃん 55 北広島のイメージキャラクターエルフィンが住んでいる雰囲気がある地区なので。
31 エルフィン えるふぃん 73 夢と希望に満ちた学校になってほしい。
32 エルフィン えるふぃん 62 未来に羽ばたく妖精のような子ども達をイメージして。
33 エルフィン えるふぃん 4年 自然豊かで妖精がいる学校をイメージして。
34 エルフィン えるふぃん 2年 北広島のマスコットなので。
35 エルフィン えるふぃん 6年 「エルフィンロード」「エルフィンパーク」など北広島のシンボルなので。
36 高台緑 たかだいみどり 68 緑陽小の「緑」を残してほしい。
37 高台緑 たかだいみどり 66 高台で緑輝く環境の中で、大志が育つ。
38 高台緑 たかだいみどり 67 高台町に所在し、緑豊かなので。緑陽小の緑を取りいれて。
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№ 名前 よみ 年齢 理由・思い
39 高台緑 たかだいみどり 2年 高台小と緑陽小が統合し、高台小の場所に緑があるから
40 高台緑 たかだいみどり 3年 高台地区は緑が多いので。
41 高台緑 たかだいみどり 2年 明るく親しみが持てそう。
42 緑ヶ丘 みどりがおか 62 緑に囲まれた丘にある学校をイメージして
43 緑ヶ丘 みどりがおか 72 緑に彩られた丘陵にある。旧小学校のイメージをあわせた。緑＝平和・安全・生命力。丘＝目標・遠くを見晴らす。
44 緑ヶ丘 みどりがおか 79 両校の名前をあわせたイメージ。
45 緑ヶ丘 みどりがおか 4年 緑陽小の緑と緑が多い丘の上（高台）にあるので。
46 緑ヶ丘 みどりがおか 4年 緑に囲まれた丘の上にあり、親しみのある名前。
47 緑ヶ丘 みどりがおか 5年 緑陽の緑と高台の丘をイメージして。
48 竹葉 ちくよう 84 竹葉公園の近くにあるので。
49 竹葉 ちくよう 70 竹葉公園の脇にある。地に根を下ろすような願いを込めて。
50 竹葉 ちくよう 38 竹の葉が青々と伸びるように育って欲しい。両校の卒業生も子どものころから遊んでいた竹葉公園に隣接。
51 竹葉 ちくよう 68 竹葉公園の近くにあるので。
52 竹葉 ちくよう 2年 自然に囲まれた竹葉公園に隣接していて、全く新しい名前
53 緑高 りょくこう 80 両校の名前をあわせた。
54 緑高 りょくこう 23 両校の一字ずつを使用。両校の良いところを重ねて、他の学校のお手本になってほしい。
55 緑高 みどりたか 4年 両校の名前をあわせて
56 緑高 りょくたか 1年 高台小と緑陽小が一緒になるので
57 緑高 りょっこう 70 両校の名前をあわせた。力強いイメージ。ゴロが良い。両校の歴史が残る。
58 高台 たかだい 45 長年慣れ親しんでおり、経費や立地からも校名変更の必要はない。子どもが科学物質過敏症。
59 高台 たかだい 60 歴史として語り継ぐとき、一番わかりやすい。
60 高台 たかだい 79 学校そのものが実際に存続するのであれば、校名も存続する。
61 高台 たかだい 66 高台町にある伝統ある校名を残してほしい。
62 高緑 こうりょく 4年 緑が豊かで高い場所にある
63 高緑 たかみどり 4年 両校の最初の字を使いました。
64 高緑 たかりょう 1年 両校の一字をあわせて
65 高緑 たかりょく 4年 両校の一字ずつを使って
66 緑の台 みどりのだい 61 緑豊かな高台にあり、子供達の健康な成長をイメージして。
67 緑の台 みどりのだい 70 長男が高台小、次男が緑陽小を卒業。両校の名前をあわせて。
68 緑の台 みどりのだい 4年 両校から一字ずつ取って、その間に「の」の字を入れました。
69 緑の台 みどりのだい 4年 高台で緑あふれている学校なので。
70 緑陽台 りょくようだい 69 山の手（高台）にある緑豊かな自然を広く見渡せ、大空にすくすく伸びる子どもをイメージして。
71 緑陽台 りょくようだい 68 高台にある緑と太陽がいっぱいある学校のイメージ
72 緑陽台 りょくようだい 78 両校の名前を入れ、緑と太陽の台地をイメージした。
73 緑陽台 りょくようだい 72 今まで親しんだ校名をあまり変えずにイメージして。
74 大空 おおぞら 72 子供達の将来が、限りなく大きな夢と希望を持つように。
75 大空 おおぞら 3年 大空のもとの学校だから。
76 里見 さとみ 1年
77 里見 さとみ 4年 自然が見えるので
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78 新生 しんせい 62 近くの緑陽公園の安田侃さんのモニュメントのテーマから。両校の新たなスタートにふさわしい。
79 新生 しんせい 55 新しい学校として生まれ変わり、いきいきと明るい成長を願って。緑陽公園の安田侃さんのモニュメントのテーマ。
80 新緑台 しんりょくだい 38 両校の一字と、新しい学校なので「新」を前につけた。
81 新緑台 しんりょくだい 64 緑の台地にしっかりと根を下ろして、すくすくと成長してほしい。
82 太陽 たいよう 5年 太陽は高い場所から陽を照らすので
83 太陽 たいよう 4年 太陽のように、明るく楽しい学校になってほしい。
84 みどり台 みどりだい 29 両校の名前をあわせた。緑の多い高台で、子ども達がすくすく育ってほしい。 緑小卒業生
85 みどり台 みどりだい 67 統合後もかつての校名を思い出せる。北広島団地の高台にあり緑が豊か。
86 緑高台 りょくこうだい 80 両校の名前をあわせた。
87 緑高台 りょっこうだい 42 緑豊かな高台で、様々なことにチャレンジし、大きく成長してほしい。
88 青空 あおぞら 49 高台町からのロケーションから「青空｣をイメージして。
89 青優 あおぞら 5年 青空のように、きれいでやさしい学校になってほしいので。
90 あかつき あかつき 1年 あかるく、仲良くなれるように。
91 曙 あけぼの 45 明るい、日が昇るイメージ。これから新しく始まるイメージ。
92 おひさま おひさま 2年 みんなが元気よく学校に通えるように
93 かえで かえで 5年 市の木が「かえで」なので
94 希協 ききょう 4年 希望があり協力し合える学校になってほしい。
95 気進 きすすみ 4年 気合でどんどん進んでいく。
96 北の平 きたのだいら 70 北広の高台にある。平は平等や平和の穏やかなイメージ。ゴロが良い。
97 きたひろ きたひろ 59 北広島団地にあり愛着のもてる校名。「北」から夢や希望が「広」がっていく小学校。
98 グリーンヒル ぐりーんひる 3年 みどりはグリーン、高はヒル。緑陽小も高台小も忘れないようにしたいから。
99 グリーンヒルズ ぐりーんひるず 59 若い世帯が定着するように、若い世代に好まれるネーミング。

100 校成 こうせい 78 校合により、一層の学ぶ場所としての教育向上が成就されることを期待する。
101 光精 こうせい 3年 妖精のいる町に、光がさし、希望に満ち溢れた学校になってほしい。
102 高明 こうめい 71 高い志をもって、明るく育ってほしい。
103 高陽台 こうようだい 71 高台の間に陽を入れた。高台にあり太陽の光を受ける
104 こもれび こもれび 3年 明るく優しい感じがする。
105 新志 しんし 70 新しい学校の「新」とクラーク博士から「志」から。子どもに未来の夢が語られ実現されることを願って。
106 成心 せいしん 57 心を成長させる、心を育てる教育をする。
107 総合 そうごう 5年 高台小と緑陽小が集まった学校なので
108 たいよう たいよう 2年 太陽のように輝く学校になってほしい。
109 たかだい２１ たかだいにじゅういち 48 高台小学校の住所から。小学校なのでひらがな表記。
110 太輝 たき 5年 太陽のように輝く子どもが通う学校になってほしい。
111 中央通 ちゅうおうどおり 6年
112 つばめ つばめ 2年 ツバメのようにみんなが羽ばたけるように。
113 友達 ともだち 3年 いじめやケンカをなくして、たくさんの人達と仲よく友達になってほしい。
114 ともだち ともだち 2年 みんなが友達になれるように
115 仲間 なかま 1年 入り口の横に「なかま」と書いてあるので。
116 なかよし なかよし 1年 みんなが仲良しの学校になってほしい。
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119 陽の台 はるのだい 3年 太陽の光が明るく光る台地のイメージ
120 ひかりヶ丘 ひかりがおか 66 子ども達が太陽の恵みを受けて、すくすくと素直に成長するために。
121 陽の出 ひので 5年 緑陽小の陽から。
122 日の出 ひので 1年 学校を照らしてくれるオレンジ色のお日さまをイメージして。
123 平和 へいわ 69 北広島市は平和都市宣言を行っており、児童にも世界平和を考えるスケールの大きい人になってほしい。
124 望洋台 ぼうようだい 73 高台小学校に隣接する竹葉公園からの眺めがすばらしい。
125 北台 ほくだい 62 北広島市の「北｣と、高台町の「台」から。
126 星の丘 ほしのおか 41 隣接する竹葉公園からは満点の星空を見ることができる。子供達の夢を星に例えて。
127 緑 みどり 2年 緑が豊かな学校になってほしい。
128 みどりがおか みどりがおか 2年 北広島はみどりが多いので。
129 緑が丘 みどりがおか 68 両校とも親子にとって思い出の学校であり、なんとか校名をイメージできるもの。団地の中で最も緑と太陽（緑陽）に恵まれた高台(丘)にある学校をイメージして。

130 緑ヶ台 みどりがだい 62 両校の一字を使い、緑に囲まれた高台にある学校をイメージして
131 緑高希望 みどりだかきぼう 4年 両校の名前をあわせて、希望のある学校。
132 みどりの丘 みどりのおか 39 団地の丘の上にあり、周りには緑が多いから。高台小在籍。
133 緑の里 みどりのさと 50 豊かな緑に囲まれた環境で、心のふるさとになるような学校であってほしい。
134 実凛 みのり 15 のびのびと元気よく、凛とした子ども達であるように。
135 見晴台 みはらしだい 66 現在の高台小からは雄大な景色が見ます。その懐かしい思い出の校舎の一字を残して欲しい。
136 明星 みょうじょう 70 子どもが明るく星のようにきらきらと元気でいてほしい。
137 未来 みらい 53 未来に羽ばたくイメージ。
138 望志 もうし 55 クラーク博士別れの地である島松を望む高台にあること、地球と人類のために希望をつなぐ人のなって欲しい。
139 山ノ手 やまのて 55 最も高台にあり見晴らしがよい。高級感がある。
140 山の手 やまのて 72 北広島暖地の一番高い場所にある小学校なので。高級感も加わった緑豊かな小学校名。
141 友愛 ゆうあい 2年 二つの学校が友情と愛情をもって、力をあわせて新しい学校をつくっていくため。
142 勇星 ゆうせい 5年 一人ひとりが勇気を持って、輝く星のようになってほしい。
143 夢岡 ゆめおか 5年 児童全員が夢をもちてっぺん（岡）に立てるように。
144 夢の森 ゆめのもり 5年 夢のある学校になってほしいことと、緑陽小の森をイメージしました。
145 妖精の森 ようせいのもり 52 エルフィンタウン北広島にふさわしい夢のある学校名。可愛らしい名前に惹かれて、若い世帯が転居してほしい。
146 緑豊 りょくほう 51 北広島は自然の緑が豊。
147 緑友台 りょくゆうだい 6年 両校の児童が仲良くなれるように、緑陽の緑と高台の台の間に友の字を入れた。
148 緑陽 りょくよう 68 名前だけでも緑陽小を残してほしい。
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