
【北鹿浜小学校と鹿浜西小学校の統合地域協議会】会議概要 

会 議 名 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 

事 務 局 学校運営部学校施設管理課 

開催年月日 令和３年１０月４日（月） 

開 催 時 間 １９時０２分～２０時１７分 

開 催 場 所 北鹿浜小学校体育館 

出 席 者 

（敬称略） 

【統合地域協議会委員】 

・北鹿浜小学校 

 渡邉 淳子、矢部 俊久、添田 陽子、石塚 祐二、矢萩 惠一、 

鹿俣 昇、新井 雅晶 

・鹿浜西小学校 

 野辺 陽子、鈴木 健治、松村 哲男、野辺 慎一、鈴木 三枝子、 

山下 宗孝、瀧 満裕 

【足立区】 

 学校施設管理課長 淺見 壽和、施設管理係長 岡田 聡 

 施設管理係員 尾花 龍太、大山 勝也 

 適正配置担当係長 菅原 隆司、大高 隆寛 

会 議 次 第 別紙のとおり 

資 料 

１ 次第 

２ 現在の両校の校章 参考資料 

３ 「新しい校章案」応募結果（カラー） 

４ 「新しい校章案」応募結果【資料１】 

５ 校歌のフレーズ・歌詞の応募結果一覧【資料２】 

そ の 他 

・ 傍聴者はなし 

・ 次回は１２月上旬頃に鹿浜西小学校の体育館で午後７時から開催予

定 
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（審議経過） 

（１）校章案の一次選考について 

○渡邉議長 

  只今、校章案の一次選考について事務局

から説明がありました。本日は一次選考と

いうことで、この２９案の中から１０点程

度を上限に選定するわけですが、どのよう

に決めたら良いでしょうか。せっかくです

ので、皆さんお一人ずつご意見をお聞かせ

いただければと思いますが。その中で１０

点ほど絞っていければいいかなというふ

うに考えておりますが、いかがでしょうか。 

（意見なし） 

  ないようでしたら皆さまのご意見を順

に伺いたいと思います。最初に鈴木副会長

から回って、鹿浜西、北鹿浜の委員全員の

方にお願いします。 

○鈴木副会長 

  この中から決めなければいけない、１０

点に絞るということですけど、選ぶのが難

しいなと。自分で考えることはできないん

ですけど、難しいなというところです。こ

れはデザイナーのほうはちょっと手入れ

はやっていただけるのでしょうか。 

○大高係長 

  手書きで描かれているものをきれいな

線に整えたり、色鉛筆などで塗ってあるも

のをきれいに着色するといった補正作業

になります。 

○鈴木副会長 

  そうですか。例えば１番なんかは学校名

も何もないですけれども、こういったとこ

ろに校名を入れるとかそこまではやらな

いか。 

○大高係長 

  基本的には出ているデザインを尊重し

ますので、例えば字の大きさをもう少し大

きくするとか小さくするとかという補正

は考えられますが。 

○鈴木副会長 

  そうですか。選べと言われれば選ぶしか

ないんでしょうけど。まああるうちから選

ぶしかないのかなというふうに思いまし

た。すみません。 

○松村委員 

  私は全然応募も何もしていないので、せ

っかく出していただいたもので皆さんが

良いと思うものに賛同したいと思います。 

○野辺（慎）委員 

  私も同じ意見なんですが、この中からと

いうことであれば、２点、３点くらいはあ

るというふうに思っています。例えば２４

番はオリンピックか何かでこういうのが

ありました。そういうようなことを色々考

えていると思います。それから２９番。こ

れは大人の人が作ったのでしょうね。これ

もきれいなんですが、意味はちょっとよく

分からないですが。それから本当に良いの

かなと思うのが２番なんですけども、この

鹿の顔はどうでしょうか。以上です。 

○鈴木（三）委員 

  私が思うのは、現在の北鹿さんと鹿西の

校章が星にまつわる校章ですよね。北鹿さ

んも星が出てきているかと。なので、星の

描かれているアイディアが多くて。かとい

ってどれを選ぶというのはちょっと難し

くてあれなんですけれども、未来的なイメ

ージがあって星になったのかなと思うの

で、そういうのを選んでみてもいいのかな

と思いました。それで、野辺さんが先程お

っしゃられた、カラフルな校章、２４番な

んですけど、これはＳＤＧ sのをそのまん

まパクった感じになってしまいますよね。

そうするとオリンピックのロゴの問題も

あったので、こういうのはどうなのかなと

いうのはあります。ちなみに私も２番がす

様式第２号（第３条関係） 
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ごく気に入っているんですけど、もうちょ

っと鹿を簡単な感じにすると、鹿と未来と

いうのが含まれていてすごくいいかなと

思います。 

○山下委員 

  私も先ほどお話があったように、現在２

校の校章が星、北極星に関わるものなので、

これを活かしたいなという気持ちがあり

ます。あともう一つは、やはり鹿浜の地で

すので、鹿を入れたいなという気持ちも同

時にあります。それで決め方というお話だ

ったんですけれども、分からないんですけ

ど、最終的には投票とかになるかもしれま

せんけれども、その前に、先ほど選考の基

本的な考え方というか、視点を３点挙げら

れたと思うんですけども、その３点につい

てもう少しこの委員会でお話を深めたり、

意見交換をされたり、想いを聞かせていた

だいたりしたうえで選考して絞っていく

という方法も一つあるかなというふうに

思いました。 

○瀧委員 

  やはり本校も北鹿さんのほうも星とい

うのが校章の基になっています。うちのほ

うもロケットと星というのが校章になっ

ていて、そんなことも考えあわせて、最終

的には投票になると思いますけれども、も

う少しその辺を深めたところで投票とい

うふうになるかなというふうに思います。 

○矢部副会長 

  校章ということで、カラーのものが１５

個あるんですけれども、例えば併せ技みた

いなのはだめなんですかね。これにちょっ

と変化をつけるとか鹿とか星とか、という

のはだめなんですか。 

○大高係長 

  先ほども申し上げましたように、基本的

にはこのデザインがあくまでありますの

で、そちらを尊重していただければという

ふうになります。 

○矢部副会長 

  カラー以外のものも、以前に資料をいた

だいたものはどうなるんですか。 

○大高係長 

  カラーのほうに載っていないものは白

黒のみでしか提案がなかったものです。カ

ラーで提案があったものをカラーで打ち

出しています。 

○矢部副会長 

  そうすると白黒の方も。 

○大高係長 

  白黒の方からも、もちろんこの中から選

んでいただいて全然構いませんので。 

○矢部副会長 

  先ほどから皆さん星とか鹿とかと仰っ

ていると思うんですけど、単純に言ってし

まうと校章案の２２番は鹿浜と未来が入

っていて、これが丸い形なんですけど、星

なんかだと良いのかなと。単純なんですけ

ど、一番良いのではないかと個人的には思

いました。 

○添田委員 

  私は全く絵心がないので、本当に皆さま

の一つ一つの作品が凄いなと大感動して

います。それで選び方なんですが、１０点

ほど残すということなので、一人５点くら

い、これが良いなと思うものを選んで集計

していただいて、上位から１０点選べば。

選んでその中でこう深めていくというの

はどうかなと思います。 

○石塚委員 

  私は２３番が非常にぱっと見がいいか

なと思いました。この２３番は先ほどだめ

という話がありましたけど、この丸の部分

を星に替えたらさらに、鹿も入っています

し、星も入っていますし、未来も入ってい
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るのでいいかなと思いました。 

○矢萩委員 

  白黒の色合いとカラーの色合いとで印

象がだいぶ違うなというふうに思いまし

た。個人的には校章案の１１が白黒ではい

いなと思っていたんですが、カラーにして

みると大きな六角形の星は鹿浜未来小の

児童の皆さんが輝いている意味で描かれ

ていると思っているんですけども、ちょっ

と色合いが沈んでしまったのかなと。逆に

目立つ色だと良いのかなと個人的には思

っています。 

○鹿俣委員 

  私は矢部さんと同じ考えで、併せてやっ

たほうがいいのかなと。この基のデザイン

を大切にするのもいいんですけれども、私

は２番の鹿さんと２９番が葉っぱで未来

と描いてあるんですね。だから角を未来み

たいな形にして２番にすると。それでやは

りローマ字でＭＩＲＡＩよりも漢字のほ

うがいいのかなと思うので、校章案２番を

基にして角を未来という形にすると結構

いいのかなと。それでどこかに星をちょっ

と入れるとかはどうなんだろうというふ

うに考えました。 

○新井委員 

  私はせっかくできる学校なので、未来と

いう学校でもあるし、足立区の中でも多分

パイロット校になるだろうということを

考えると、校章も本当に練った良いものに

してもらいたいなと私は思います。この中

に私が作ったものもありますけど、やはり

こういうイメージだよというようなもの

で、これが残るということが本当にいい学

校のためになるのかということを考えた

いと思います。やはりみんなの知恵を出し

合ってより良いものを作るというのが話

合いのうえで大事なポイントだし、みんな

で作っていくというスタンスから言うと、

そういうほうが大事なのではないかなと

いうふうに思います。例えば２番のデザイ

ンがいいとなったときに、例えばエンブレ

ムのような形の校章もあります。だから例

えば１２番のような、こういうエンブレム

の中にこういうマークが入っているのも

考えられるし、例えば２４番の、要するに

ＳＤＧ sなんですけれども、趣旨は未来を

担うんだというような意味から言うと、こ

のまま使うのはどうかと思いますけども、

例えばこれが一つの花びらになるとか星

になるとか、何かそういうふうにすればＳ

ＤＧ sと絡めたという趣旨からすると、い

い学校教育には繋がってくるのかなとい

うふうに思います。何かそういう発想はで

きないものでしょうか、と思いました。 

○野辺（陽）会長 

  これ全体を見渡すと、鹿浜未来の鹿浜が

前に出て未来のほうは陰に隠れていると

いうかそういうのが多いと思いました。私

はやはり未来が頭になって、どこかに鹿浜

と入っても構わないけれども、そんなよう

な校章にしたらいいかなと思いまして、最

初に色々と考えたんですけど、２１番が何

か心に残ってしまうんですね。でもよく見

ると鹿浜というのが漢字で、Ｆｕｔｕｒｅ

というのが英語にする必要はないので、未

来というのが前に出てきたらいいなとい

うふうには思いました。あと、２９番が葉

っぱで未来と描いてあって、凄く心が惹か

れましたけれども、どちらがいいとは言え

ないので、私は２１番と２９番だと思いま

した。 

○渡邉議長 

  私は正直ここからというのは本当に難

しいなと思います。北鹿浜小学校も鹿浜西

小学校も本当に学校の、お手元に今ある校
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章の由来とか鹿浜の地域だとか、本当にそ

ういうことをもうちょっとここで、私も今

日１０点ほどとはお話いただいていたん

ですけども、どういうものを作りたいのか

ということを本当にやはりちゃんと考え

ていかないと、これがこの先何年と残るわ

けですから、ここに出ているからこのまん

まというのはちょっと私も正直難しいか

なと思いました。ただ、本当に上手くでき

ているなと思ったのは、２番ですとか先ほ

ど矢萩会長も仰っていた１１番。色合いが

ちょっとあれですけども、そういう星にま

つわる鹿浜ということで、ここに未来とい

うのが入るといいかなとか、本当に何か掛

けあわせてできないのかなというのが今

ちょっと正直なところです。なので、ここ

で今日１０点くらい出せますかねという

のがちょっと思ってしまったんですけれ

ども、いかがですか。そんな感じです。 

  番号もいくつか出ていますけど、それで

その中でというのはどうですか。これ絶対

にこの中の図案じゃないとだめなんです

か。これに例えば先ほど言われたように、

２番にしたときにこのローマ字を漢字に

変えたりとか角のところを変えるとか、も

しくは星であるならもうちょっとデザイ

ン的にというのをこちらのほうでこんな

ふうにという意見は出せないんでしょう

か。 

○大高係長 

  手書きで描かれている星の形の線をき

れいにするとか多少大きさを変えるとか

でしたら補正で対応できますけども、何か

と何かを併せるというのは、繰り返しにな

ってしまいますが、デザインが変わってし

まうことになるので、そういったご意見が

出てくるのは分かりますが、基本的にはこ

のデザインがベースになるということで

す。応募もそういう形でしていますので。 

○野辺（陽）会長 

  お話はよく分かりましたけど、やはりい

いものにしたいという想いから、デザイン

をしてくれた方と、デザイナーさんとお話

合いをしてこんなふうにしてもいいかし

らというところで決めていったらどうな

んでしょうか。 

○大高係長 

  最後に決まった１点を補正していくと

いうことは契約の内容に含まれているん

ですけれども、この時点で何番と何番を掛

けあわせたのを作るということは予定し

ていませんので。 

○淺見課長 

  逆に言うと、今の段階で実はそういうデ

ザイナーというか印刷系のところともう

契約をしているんですけれども、そこにデ

ザインを全部考えさせることはできない

んですね。ですからもし合体する案が出て

くればそれは対応可能なのかもしれませ

んが、実際我々の方で合体しましょうとい

うことはできないんですけど。仮に合体す

るとした場合、どうやって合体させればい

いですかね。 

○野辺（陽）会長 

  この絵の中で、例えば３番と５番を合体

させてというのではなくて、例えば２１番

だったらこの真ん中に飛んでいる鳥みた

いなのを、例えばですが鹿に替えてほしい

とか、Ｆｕｔｕｒｅというのは未来とはっ

きり漢字で入れてほしいというのはどう

なんですか。 

○野辺（慎）委員 

  よく分からないんですが、鹿で角がある

のは雄と決まっているんですかね。やはり

雌はないんですかね。そうなると雄だけだ

と角があるのはまずいんじゃないのかな
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という気がしないでもないんですけれど

も、どうでしょうか皆さん。校章になる場

合にですね、これから男女同権がさらに進

んでいきますんで。そうすると角はうまく

取ってしまった方がというような感じも

するんですけれども、いかがでしょうか。 

○渡邉議長 

  確認なんですけど、今のお話ですとこの

中から１０点程度がいいというところで

いくじゃないですか。それが例えば、先ほ

ど野辺会長が仰っていたように、２１番に

なった場合にそこで決定するにあたって

の修正というか、もっとこういうふうにし

たほうがいいよというのを採り入れても

らえるんですか。 

○大高係長 

  どの程度直すかというところにはなり

ますけれども、例えば２１番のＦｕｔｕｒ

ｅという文字を漢字にするとかぐらいで

あれば、そういったものを補正で作っても

らうことは可能かとは思います。 

○渡邉議長 

  だとしたら、いかがでしょうか。とりあ

えずというのは変な言い方なんですけれ

ど、鹿がいいとか未来というのがいいかと

いうことでいくつか、まだ決定ではないの

で、こんな感じということで今日はよろし

いのでしょうか。 

○大高係長 

  １０点程度、上限は１０点なんですけれ

ども、それを選んでいただいて、それを基

にデザイナーさんに補正、線を整えたりし

ていただくというのをやってもらいまし

て、それを次回の協議会で１０点程度、も

ちろん事前にまた今回と同様にお送りし

ますけれども、その中から１点を選んでい

ただきます。その中でまた選ばれた１点に

ついても、例えばもうちょっとここの字を

大きくしたいとかいうところの微調整を

最後にデザイナーさんに依頼することは

可能です。 

○鹿俣委員 

  やはりこの募集に応募してくれた人た

ちのことを大切にするのはそうなんです

けれども、私はちょっと出せなかったんで

すけれども、出してくれた方のものを大切

にしていくのは大事かと思うんですけれ

ども、鹿浜五色桜とかは上沼田と鹿浜の桜

と星を併せたという経緯があると聞いて

いたので、そのあたりでこれじゃなければ

いけないというのはなぜなのかなと。やは

りこの統合委員会の人たちの中でこれと

これがあった方がいいんじゃないかとい

うのがあると思うんですけれども、どうな

んでしょうか。まとまらないんですけれど

も。 

○大高係長 

  今、鹿浜五色桜小の校章について、鹿浜

小と上沼田小の校章が合わさった形にな

ったというお話があったかと思いますけ

れども、その案はそもそも募集している段

階で提案があったものになりますので、そ

の中から最初のデザインが生きるという

ことで、鹿浜五色桜については決定してい

ます。 

○野辺（陽）会長 

  今、北鹿浜小の校長先生も仰ったように、

個人のデザインを大切にするというのは

よく分かりますけれど、より良いものを作

るためには良いところを集めて作っても

私は悪くないと思うんですけど。校歌だっ

てこの人のフレーズとこの人のフレーズ

とこの人のフレーズで作っていこうとい

うことで作詞の先生に見てもらって作っ

ていくわけですよね。寄せ集めですよね、

早い話。だからいいところを取るのは私は、
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もちろんデザインをされた方の意向を聞

いて、絶対にこうじゃなければだめですよ

というのがあるんだったら別ですけど、こ

んなふうにしたいんだけどいいですかね

と話を持っていくことはできないんです

かね。 

○大高係長 

  少しお時間はかかるとは思いますけれ

ども、今のお話は最終的に１点に絞られる

というのであれば持っていくこともでき

るかと思いますが、１０点ぐらいに絞るた

めにこれとこれを組み合わせてはどうか

というパターンが何パターンも出てしま

うと、相当時間を要することにはなります。

校歌については元々あくまで作詞の参考

にするためにフレーズを募集するものに

なりますので、それを作詞・作曲を依頼す

る方に、あくまで参考にしていただくとい

うところで募集をしていますので、ちょっ

と校章とはまた別の決め方になるかと思

います。 

○渡邉議長 

  ちょっと確認なんですけど、そうなると

例えば今日何点か出しますよね。で、その

何点かを、例えばここのこの部分はいいけ

ど、こっちの部分はいいけどということで

併せて１点にするということは可能なん

ですか。 

○淺見課長 

  結局それのデザインを協議会として決

めましたということでいけるとは思って

いるんですけれども、それを誰がどうやっ

てデザイン、完成に近づけるかというとこ

ろも問題だと思っているんですね。これと

これをくっつけますという意見だけでは

デザインとして完成してこないじゃない

ですか。だからそれを基に誰かがデザイン

してくれないとだめなんです。 

○渡邉議長 

  ではいくつか出して、例えばここの協議

会の中でこういうふうな感じで、出してく

ださった方の想いは凄く大事にしながら、

併せてこんな感じではどうかなというこ

とで出すことは可能ということですか。 

○大高係長 

  例えばなんですけれども、お話が出てい

る２番を一次選考で残すとして、その中で

ＭＩＲＡＩと英語で描かれているものを

漢字にしたほうがいいです、ということで

選んでいただければ、それでデザイナーに

補正してもらうというぐらいでしたら可

能です。ただ、２番と他をくっつけたりと

か鹿の角のところを全部星に替えてしま

ったりということになると、デザインはだ

いぶ変わってきてしまうことになります

ので、それは難しいかなと思います。 

○淺見課長 

  現実として二つの案を合体させるとい

うのは結構難しいです。基本的にそれはデ

ザインをし直してもらわないとだめなの

で、一つのベースに対してここをこうやっ

て変えてほしいとか、逆にそういうことで

あればある程度の範囲は可能だというこ

となんですね。だから全く何番と何番を合

体させてねというのはもうデザイン案が

全然変わってしまいますので、ベースが無

い状態と同じになってしまうとやはりち

ょっと難しいということなんですね。だか

ら今日できれば１０個以内に絞っていた

だいて、その中でどれかベース案にしなが

らここを変えて欲しいという意見をいた

だいて、それをデザイナーの方に出してみ

てこんな形になりましたよということで

提案はできると思うんですけど。ただ、鹿

の角を葉っぱとか星にしてくださいとい

うのは言葉では分かるんですけど、どうい
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うデザインなのかが誰も描けないとデザ

イナーに依頼できないので。 

○渡邉議長 

  という今、説明いただいたんですけれど

も、皆さまご理解いただけましたでしょう

か。何かご意見他にある方はいらっしゃい

ますか。 

○鹿俣委員 

  逆にそうすると、この中の誰かが併せた

ものを描いてデザインを作ってしまえば

ＯＫということですか。それなら大丈夫で

すか。 

○大高係長 

  もう応募の期間は過ぎていますので、ま

た別のデザインを新たに提案ということ

になってしまいますので。 

○鹿俣委員 

  併せたのは別のデザインという形の認

識になるわけですね。 

○大高係長 

  別の校章案になってしまいます。 

○渡邉議長 

  だとしましたら、とりあえず今日の時点

で今番号で表示していただいているんで

すが、今出ている番号以外でこれもという

のがあったらそこをまず出していただい

て、次回その中で絞っていくというほうが

よろしいでしょうかね。他の番号で何かこ

れがいいんじゃないかなというものがあ

りましたら教えていただければと思いま

す。 

○松村委員 

  ２番が鹿に見えないんですけれども、大

体でいいんだけれども鹿の絵をもうちょ

っと上手く変えるというのはだめですか。 

○大高係長 

  この鹿の絵は多分手書きで描かれてい

るかと思いますので、補正で線を整えたり

します。 

○松村委員 

  では修正してもらえると。 

○大高係長 

  修正して手書きではないような線にす

るように補正の依頼をします。どの作品も

同じですけれども、手書きで描かれている

ものの線を整えたりとか、色をはっきり付

けたりするのが補正になります。 

○淺見課長 

  先ほどご意見があったように、やはり地

域性とか３点に、一つの理由をつけながら

選んでいかなければいけないということ

で、先ほど３点、統合新校にふさわしいか

どうか、統合新校の地域の特性を出してい

るか、あと統合新校に対する思いが伝わる

かどうか、というこの３点をご紹介したと

思うんですけれども、多分選ぶ中ではこの

部分についてはそれなりの理由がないと

いけないかなというふうに思っています。

そういうふうに考えたときに、鹿浜ですか

ら鹿が入っているのはいいかなと。それか

ら先ほどから何回か出たように、星という

キーワードが一つあって、星があるものも

いいんじゃないかということで一回１０

点ぐらいを選んでいただいて、それをどの

ベースでどうやって整えていくか。これで

も時間がかかるか。 

○渡邉議長 

  今色々と出ているんですが、そろそろあ

る程度絞ろうかと。皆さんの意見では、鹿

浜が入っていた方がとか星だとか未来だ

とかそういうところだと思います。それで

少し投票でいくつかに絞りたいと思いま

すが、いかがでしょうか。用紙はあります

よね。 

○大高係長 

  あります。 
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○渡邉議長 

  それでいくつか、これがいいかなという

のを絞っていただいて、投票していただく

というのも一つの方法であるんですが、い

かがですか。 

○添田委員 

  今出ている７点でいいかと思います。 

１０点わざわざ選ばなくても。 

○渡邉議長 

  という意見がございました。他にござい

ませんか。 

○新井委員 

  すみません、まとまりそうな雰囲気のと

ころを申し訳ないんですけど、やはりデザ

インに長けた人にちょっと見てもらうの

がいいかなと思っています。本当のプロは

もうこれとこれとこれ、３、４種類作って

どれがいいですかというような形になる

かと思いますけど、例えばですね、図工の

先生にちょっとこう、今こんな意見が出て

いるんだけれどもあなたはどう思うみた

いな、そんなチャンスはないですかね。交

渉して何種類か作ってみたらということ

はできないですかね。 

○渡邉議長 

  図案が変わってしまうのはまずいです

よね。公募が終わってから。 

○大高係長 

  繰り返しになりますけれども、あくまで

このベースがありますので、ではこれを図

工の先生に見てもらってこの部分とこの

部分とこの部分を寄せ集めてというのは

どうでしょうかという案を出されても、そ

れはもはや完全に別物になってしまいま

すので、ちょっと募集の趣旨からはずれて

くるかなというところです。あくまでベー

スはこの２９案の中であって、その中の文

字のところを、例えば未来に鹿浜をつけて

鹿浜未来にするとか、といったような修正、

調整、そういったところを案として今日こ

の場で出していただければ、そういった形

でデザイナーに補正を依頼して、次回の選

考の時に、事前にお示しをするということ

はできますので。 

○淺見課長 

  ちょっと個人的な意見を言ってもいい

でしょうかね。今ここに選んでいただいた

ものは結構凝ったデザインのものが凄く

多いんですね。目を引くパターンが多いん

ですけど、実はよく見てみると７番だとか、

仮に４番もそうなんですけど、結構シンプ

ルな。子どもが描いたからバランスは悪い

んですけど、これを整えてみると結構シン

プルでそれなりに星なら星と明確なもの

が出ているので、いやこれを選んでくださ

いではないんですけど、こういうのもちょ

っと一緒に含めておいた方が、後々こうい

うシンプルなほうがちょっと手を加えや

すいとかそういうことも可能かなと。これ

は個人的な意見なんですけど。あまりにも

凝ったデザインのやつはなかなか手を入

れにくいかなと思うんですね。結局この鹿

も相当凝っていますので、選ぶ中にシンプ

ルなのも少し入れていただいて、もうちょ

っとここはこうならないのとか、逆にシン

プルな方がデザインを整えてみると、すっ

きりしていいね、なんていう意見もあった

りするかななんて思ったんですね。それで

先ほど言ったように、やはり地域性、最初

に皆さんが言ったように星というのが一

つのキーワードになるのであれば、なるべ

くそういうものが入っていたほうが選ん

だ理由にもなりやすいかなというふうに

は思っているので、特に星がちゃんと入っ

ているのが４番、７番。９番もそうですし、

まあこれは未来小学校ではなくて鹿浜未
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来と描いてもいいかもしれないし、その程

度であればいくらでも変更はできると思

っていますので。だから１５番もちょっと

文字を変えましょうとか、デザインとして

は結構すっきりとしたデザインなのかな

んてちょっと思っていて、こういうやつの

ほうが手は入れやすいかななんて個人的

な意見でした。すみません。 

○渡邉議長 

  いかがでしょうか。実は私もちょっと星

にはこだわったりしていたので、７番とか

１５番とかもいいかなと。これで９点です

か。といったところで第一案という形で。 

○淺見課長 

  どうせなら１０点選びましょう。 

○渡邉議長 

  １０点ですか。もう一つ。何番がいいで

しょうか。 

○淺見課長 

  １０点でデザインを作ってもらって、そ

れでまたデザインしてもらうと結構イメ

ージがまた変わる可能性があるので、なる

べく選択肢は多いほうがいいと思うので、

１０点にしてそれをちょっとデザインし

てもらって、またそこで少々の変更はきく

ということなので。 

○渡邉議長 

  また違う形で出ると印象が違ったりし

ますしね。 

○淺見課長 

  そうですね。 

○渡邉議長 

  ではこれだというのがありましたら仰

ってください。 

○野辺（陽）会長 

  ４番。 

○渡邉議長 

  ４番という意見が今出ました。いかがで

すか。よろしいでしょうか。 

○淺見課長 

  一度この形でデザインをさせていただ

きたいと思うんですけれども、仮に２番で

あればＭＩＲＡＩというところを漢字に

したいなどというのがあれば、今言ってい

ただいたほうがそういう形でお示しでき

るんですね。イメージが湧きやすい。何か

そういうご希望があれば、何番はここのと

ころを変えられるか、というご希望があれ

ば今聞いてもいいかなと思っているんで

すけれども。 

○渡邉議長 

  この中でそういう文字の変更とかが可

能だということなので、もしここはこうい

うふうにしたほうがいいんじゃないかと

か、どんどん言っていったほうがいいと思

います。 

○淺見課長 

  ２１番のＦｕｔｕｒｅを未来と漢字に

してもいいですし、 

○野辺（陽）会長 

  鹿浜を未来にして、Ｆｕｔｕｒｅはなく

すほうが。 

○淺見課長 

  鹿浜のところを未来にしてですか。 

○鹿俣委員 

  １３番の真ん中の丸印を星にすること

はできますか。 

○大高係長 

  １３番の真ん中を星にするというくら

いであれば可能です。 

○鈴木副会長 

  １１番の鹿を未来にはできますか。 

○淺見課長 

  １１番の鹿を未来にですか。横に未来と。 

○鈴木副会長 

  縦に。 
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○淺見課長 

  縦に未来ですか。 

○石塚委員 

  先ほど申し上げたんですけれども、２３

番の丸を星に替えるのは可能なんですか。 

○大高係長 

  可能です。 

○石塚委員 

  ８個の丸を。 

○大高係長 

  それぐらいであれば対応できます。 

○矢萩委員 

  いくつかあるんですけど、まず鹿の絵の

ほうが雄鹿なんですよね。雌鹿ではなくて。

だからもし鹿を入れるんだったら漢字の

ほうがいいのかなと。それから私は１１番

が気になっていたんですけども、先ほど未

来と入れて、じゃあ真ん中の星はどうする

んだといったら、真ん中の未来の上に、て

っぺんに星をつけてもいいのかなと思い

ました。それから２１番。これは完成系の

デザインだと思うんですね。ただ文章を読

んでみると、燕というのが毎年繰り返して

親子が成長し、繁栄していくというような

意味合いで、だから燕なんだということが

分かったんですけど、やるとしたら鹿浜を

未来にして、Ｆｕｔｕｒｅを省くとか、そ

うするといいかなと思いました。 

○淺見課長 

  基本的に２４番なんですけれども、これ

は完全にパクってしまっているので、これ

実はほぼ採用できないんですね。ですから

今回この選択肢の中に入れてしまうと 1

個損してしまうので、先ほど１３番が、真

ん中を星にできないのかという意見があ

ったので、１３番の真ん中を星にするとい

うのはどうですかという話がありました

ので、できればこの２４番を削って１３番

にしたらどうかななんてちょっと思うん

ですけれども。 

（意見なし） 

  いいですか、２４番を削ってしまっても。 

○渡邉議長 

  よろしいですか。はい。 

○淺見課長 

  では１３番を追加で入れさせていただ

きます。あと何かアイディアやご意見等が

あれば。 

○野辺（慎）委員 

  校章とか何かの場合、例えば鹿の絵が出

てしまうと、具体的なこう、この絵だと何

で雄鹿なんだとか、簡単に言えばそういう

ことから始まりますし、ですからある程度

抽象化された方が私はいいと思いますね。

具体的に雄鹿が出てきてしまうというよ

うなことになるとちょっとどうかなと。 

○渡邉議長 

  これだと今１０点出ているじゃないで

すか。で、この１０点をある程度図案化と

いうか、それをしてはくださるんですか。

今の要望を含めて。 

○淺見課長 

  今出たご意見でそれぐらいなら可能だ

なというものは直してデザインに出すと

思っています。 

○渡邉議長 

  ということは、ここでは決定ではないん

で、それを図案化したものを次回の時に持

ってきていただいて、その中から選考する

ような形ですか。 

○淺見課長 

  そうですね。それで完全にベースを選ん

でもらって、またそこで微調整ぐらいなら

ばできるかなと。 

○大高係長 

  そうですね。今日はこの１０点を選んで
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いただいて、ここをこうしたほうがという

意見があったものを反映させたものを次

回の協議会までにお配りをしますので、そ

の１０点の中から次の協議会で最終の１

点を決めていただくと。それでその中でま

たこの部分の字の大きさをちょっと小さ

いほうがとか大きいほうがとか、そのぐら

いの最終調整を経たうえで最後に決定に

なるというところです。 

○渡邉議長 

  ということだそうですので、今日の時点

ではこの１０点を図案化していただくと

いうような方向でよろしいですか。 

（異議なし） 

  ではそれでお願いしたいと思います。よ

ろしいでしょうか。それでは改めて番号の

ほうだけ確認させていただきます。番号の

若い順から、２番、４番、７番、１１番、

１３番、１５番、２１番、２２番、２３番、

２９番の１０点でよろしいでしょうか。 

はい、ありがとうございました。ではこの

１０点でよろしくお願いしたいと思いま

す。皆さまありがとうございました。本当

に皆さんそれぞれの想いがありますから、

いいものを作っていきたいと思います。 

（２）校歌のフレーズ・歌詞の採用選考につ

いて 

○渡邉議長 

  それでは次の議題のほうに移りたいと

思います。校歌のフレーズ・歌詞の採用選

考について、事務局から説明をお願いいた

します。 

○大高係長 

  はい。校歌のフレーズ・歌詞の採用選考

についてということで、事前にお配りして

います【資料２】というものをご覧いただ

ければと思います。校歌のフレーズ・歌詞

も校章のデザインと同時に６月１０日か

ら７月９日までの１か月間、募集をしまし

た。その結果、両校の児童や一般の方合わ

せて９名の方から３４件のご応募をいた

だいております。応募があった歌詞とフレ

ーズは【資料２】のとおりとなります。本

日は採用選考ということなんですけれど

も、この中で校章と同じく新しい学校にふ

さわしくないですとか、そういったものが

あれば除いていただければということで

す。基本的にはこのまま作詞・作曲者の方

ですね、これから協議会で選んでいただく

かと思いますけれども、その方にお渡しを

して参考にしていただくということにな

ります。なので、ここで採用しましたから

といって、選ばれた歌詞・フレーズが全て

校歌に使われるというわけではありませ

んので、あくまで作詞・作曲の参考として

活用されるものです。作詞・作曲者につき

ましては、両校あるいは鹿浜にゆかりのあ

る方などがいらっしゃいましたら、事務局

のほうに情報提供をいただければと思い

ます。それでは、校歌のフレーズ・歌詞の

採用選考をよろしくお願いいたします。 

○渡邉議長 

  ありがとうございました。皆さんのお手

元のほうにフレーズの応募結果一覧とい

うものがあるかと思いますが、この中でふ

さわしくない言葉や、これは入れてほしい

というような言葉があれば、ご意見を頂戴

したいなと思います。何かございますでし

ょうか。 

○野辺（陽）会長 

  １９番と２０番。「にし」と「きた」は

ちょっと今回の校歌にはふさわしくない

かなと。それと２５番の「こまつな」も要

らないかと。 

○渡邉議長 

  他にご意見はございますでしょうか。 
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○鹿俣委員 

  学力は北鹿も鹿西も大きな課題ではあ

りますが、２７番の「学力のび」。別にい

いんじゃないかなと。あと、２０２３年に

統合するんですけど、これも私はいいかな

と思うんですが。 

○渡邉議長 

  ３０番と３１番の「かこ」、「げんざい」。

これもどうなんでしょうか。逆にこれは必

ず入れてほしいというものがありました

らお伺いしたいと思いますが、いかがでし

ょうか。 

○大高係長 

  また今度、作詞・作曲をお願いする方を

協議会のほうで協議する際に、皆さんから

ご意見を出してもらう際に、この歌詞の中

でこれを入れてほしいなどの意見を聞く

ことができますので、今日のところは採用

選考ということなので、この中でちょっと

ふさわしくない、あまりよくないものを出

していただければよろしいのかなという

ふうに思っています。 

○渡邉議長 

  ではそういうことだそうですので、今回

は今お話があった、１９番、２０番、２５

番、２７番、２８番、３０番、３１番につ

いては採用しないということで、よろしい

ですかね。それ以外のもので考えていくと

いうことで。 

○大高係長 

  あくまで参考となるものですので。必ず

使われるといったわけではありませんの

で。 

○渡邉議長 

  ということで、よろしいですか。はい。

ありがとうございました。それでは本日の

議題は全て終了いたしました。どうもあり

がとうございました。司会進行を矢部副会

長に戻したいと思います。 

（議事終了） 

 

以上 


