
北鹿浜小学校と鹿浜西小学校の統合地域協議会 

第９回全体会議 次第 

 

【日時】令和３年１０月４日（月）午後７時 

【場所】北鹿浜小学校 体育館 

 

司会：矢部副会長 

１ 開 会 

 

２ 会長あいさつ........................................................野辺会長 

 

３ 会長職務代理あいさつ........................................渡邉会長職務代理 

 

４ 報告事項..............................................................事務局 

（１）統合地域協議会第８回全体会議について 

（２）統合新校の新築工事について 

 

 

５ 議 題......................................................渡邉会長職務代理 

（１）校章案の一次選考について 

【資料１】 

 

（２）校歌のフレーズ・歌詞の採用選考について 

【資料２】 

 

 

６ その他 

次回の開催日程について 

日時：令和３年  月  日（  ）午後  時  分 

場所：鹿浜西小学校 

議題：校章案の最終選考について ほか 

 

 

７ 閉 会............................................................鈴木副会長 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北鹿浜小の校章 

鹿浜西小の校章 

かえでの葉と北極星がモチーフ。かえでの葉は発展と助け合い、

北極星は人生の指針が不変であることを象徴しています。 

七つの星は北斗七星、中心部は理想の星をめざすロケットで

す。学校創立の年（１９６９年）に、人類が初めて月面に着陸し

たことにちなんでいます。 

参考資料 



「新しい校章案」応募結果（カラー） ※作品に色がつけられていたもののみ

校章案１ 校章案２ 校章案３ 校章案４ 校章案１１

校章案１２ 校章案１４ 校章案１７ 校章案１８ 校章案２０

校章案２１ 校章案２４ 校章案２７ 校章案２８ 校章案２９



「新しい校章案」応募結果 【資料１】

校章案１ 校章案２ 校章案３ 校章案４ 校章案５

子供たちの未来への無限の可能性を鹿の
角にこめました。

鹿をシンボルに さらなる未来を見据えた鹿 みんなの未来がキラキラしてほしいから、
星を書いてキラキラさせました。

太陽をイメージしたマークです。愛に抱き
しめられている校章なので、みんなが喜ぶ
と思います。

校章案６ 校章案７ 校章案８ 校章案９ 校章案１０

みんな仲良くしてみんなの未来がはばた
いているように、そして輝いているように
なってほしいので、このデザインを描きまし
た。

未来と考えたら星が頭にうかんできて、た
だの星だとさびしい感じがしたので、星の
へこんでいる所だけに三角を入れ、中心の
星の中に一回り小さい星を入れました。

二つをあわせたらいいかなと思ったからで
す。

未来というので、未来のようなきれいなやさ
しい学校になってほしいからです。

北鹿小と鹿西小を一緒にするのが１つめ
で、２つめは未来小学校だから真ん中に
未来を描いたのが理由

校章案１１ 校章案１２ 校章案１３ 校章案１４ 校章案１５

星には色々な種類の星があるが、この星
（全体的な）は未来で鹿浜未来小の児童さ
んたちが輝いているという意味での星。上
の黄色い星は北極星。

流れ星がきれいだったからこれを描きまし
た。

鹿浜、北、西、未来の頭文字S、N、W、Mを
モチーフとした四つ葉のクローバー。茎は
鍵です。絆による未来への願いをこめまし
た。

氷みたいなデザインにしました。 北鹿のマークがかえでの葉より星に見えた
のと、鹿西のマークの下のはじめに七つの
星と書いてあったから宇宙に関係するのか
なと思って月と星を描きました。
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「新しい校章案」応募結果 【資料１】

校章案１６ 校章案１７ 校章案１８ 校章案１９ 校章案２０

これからもきれいなまんま未来へ進んでい
きたいからダイヤで、鹿の中に文があるの
は、鹿浜未来小学校の「鹿」で、社会で習
う学校のマークの「文」です。

お花が好きだから。 未来は光っているイメージがあるから。 未来に向かって☆（星）をつかめというメッ
セージ

鹿浜西の鹿の角と新しくできた未来は地球
を描いてこのデザインにしました。

校章案２１ 校章案２２ 校章案２３ 校章案２４ 校章案２５

デザインテーマは「春になるたび新しい未来が訪
れる」。繁栄の象徴である「ツバメ」と春のイメージ
（五色桜）の「サクラ」をモチーフに輝く未来「繁
栄」を望みデザイン。春を迎えるたび成長し、や
がて巣立ってゆく子供達こそ輝く未来（繁栄）の
証。子供が成人し親となり、またその子供が同じ
学び舎に戻ってくる。そんな想いも込めて。

足立区のマークと同じく青と緑で作りまし
た。

鹿のツノと小学校でも必須になった英語を
使ってシンボル化しました。和文字は丸と
直線の組み合わせで鹿浜の温かみと未来
感を表しました。

これからの未来を考え、持続可能な鹿浜の
町を願って国際的な（国連）目標であるＳＤ
Ｇｓをモチーフにデザインを考えた。この
マークには多様性、協調性を受け入れ、１
人１人の子ども、学校と保護者、地域が１
つになるという意味もある。

（無記入）

校章案２６ 校章案２７ 校章案２８ 校章案２９ 校章案３０

鹿西だからです。 鹿西の複雑さと北鹿の星マークでマークが
合併したように

さくらんぼにしました。分かれ目で鹿西と北
鹿のつなぎの分かれ目を描き、その２つの
思いの先に、未来がある。そういう意味をさ
くらんぼで表しました。

未来に育つ葉をモチーフにしました。
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校歌のフレーズ・歌詞の応募結果一覧 【資料２】

NO. フレーズ・歌詞 フレーズ・歌詞を考えた理由・思い 児童 一般

1 かがやけ未来小学校
みんなでつくろう　にじ色の世界を
みんなでちからをあわせて　かがやけ未来小学校
みんななかよく愛につつまれ　なかよく生活
鹿浜未来小学校

みんな仲良く愛に包まれたような歌詞
にしました。みんな喜んでくれると思い
ます。

○

2 かがやく未来へ

3 心１つに

4 みんなの気持ち

5 希望いだいて

6 晴れやかな

7 きらめいている

8 未来

9 新しい

10 光

11 力

12 助け合う世界

13 仲間

14 希望

15 心

16 空

17 一、われら鹿浜未来小学校。
　　足立区にすむ子どもたち。
　　けんかしたりすねたりしても　なかいい小学校。
　　みんなといっしょに勉強したり
　　あそんだりしてなかをふかめる小学校。
　　それがわれら鹿浜未来小学校。

特にないです。 ○

18 高めし志　風を背に受け
未知の世界へ　踏みだす我ら
無知の知を知り　伸びる葦
思い描こう　憧れを
今に全力　未来小学校
学び合う眼差しは　未来を紡ぐ燦然たる光
鹿浜未来　未来小学校

未来を担うこども達にエールを送りたい
気持ちで考えました。歌詞を考えてい
たら曲の方が先にできてしまったので、
合わせて添付します。金管バンドで盛り
上がるイメージで作りました。歌詞は未
完成、考え中ですが、締切日となってし
まいました。できてるところまで。

○

8 みらい

19 にし

20 きた

21 しかはま

22 あらかわ

23 かがやく

24 あかるい

10 ひかり

25 こまつな

10 ひかり

8 みらい

26 みらいにむけて

○

・「鹿浜未来小学校」にちなんだ「未来」
という言葉を入れてみたかったから。
・生徒さんたちの心が明るくなるようなフ
レーズを入れたいなと思いました！

みんなが助け合うような時を想像して書
きました。

（無記入）

足立区に関係があるものとか未来に関
係があるものと学校に関係があるもの

○

○

○
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校歌のフレーズ・歌詞の応募結果一覧 【資料２】

NO. フレーズ・歌詞 フレーズ・歌詞を考えた理由・思い 児童 一般

27 学力のび

28 ２０２３

29 元気

30 かこ

31 げんざい

32 今

33 さあ　つばさひろげ　きぼうのそらへまいあがり
あらかわの　みなもにあしのおもい
そよかぜあふれる　しかはまの
こころたからか　みなぎるまなびやに
ともにてをとり　いつもげんき
われらのびゆく　しかはまみらいみらいしょうがっこう
われらかけゆく　しかはまみらいみらいしょうがっこう

さあ　はしりだそう　みらいのうちゅうにとびだせば
ごしきのさくらから　ふじをあおぎ
こかげできみをおもい　しかはまの
こころたからか　みなぎるせいしゅん
おおぞらのしたみく（未来）にまう
われらのびゆく　しかはまみらいみらいしょうがっこう
われらかけゆく　しかはまみらいみらいしょうがっこう

われらとわにはばたく　しかはまみらいしょうがっこう

子供たちが未来に向けすくすく育つよう
に

○

34 １．希望に満ちる　みんなの思い
　　あしたにつなぐ　やさしい心
　　いついつまでも　健やかに
　　我らが育つ　学び舎は
　　鹿浜未来小学校

２．緑が映える　鹿浜の地に
　　未来につなぐ　勇気の心
　　荒川近く　のびのびと
　　我らが築く　学び舎は
　　鹿浜未来小学校

足立の北西に位置し、荒川河川や農業
公園にほど近い、まだまだ大地の自然
が残る鹿浜で、未来を担う児童たちが
地元を愛し、それぞれの大きな希望を
いつまでも持ち続け、優しい心でのび
のびと緑に囲まれながら成長してもらい
たい、という願いを込めて作りました。

○

※　№8の「未来」と「みらい」、№10の「光」と「ひかり」は同じ歌詞としてカウントしています。

○足立区に関係があるものとか未来に関
係があるものと学校に関係があるもの
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