
１　応募状況
(１)　応募者数（単位：人）

(２)　応募された単語・フレーズ数（重複整理後）

２　応募された単語・フレーズ
（１）　単語（五十音順）
　応募数：76種類の単語
　※　漢字・ひらがなの表記の違いについては、同じ単語として整理し、両方の表記で記載。

（２）フレーズ（五十音順）
　応募数：99種類の単語
　※　２つ以上の語（助詞含む。）が組み合わさっているものは、フレーズとして整理。
　※　漢字・ひらがなの表記の違いについては、同じフレーズとして整理し、両方の表記で記載。
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（仮称）津山小学校の校歌の歌詞に入れたい「単語・フレーズ」募集結果
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※　小学校などで理由の記載のないものもあったが、応募者の思い等を尊重し、作詞の参考資料とする単語・フレーズ一覧には掲載することとする。

通し
番号

単語・フレーズ
単語・フレー
ズの別

理由

1 青空 単語 青空の下であそぶ子どものイメージ。

2 あきらめない 単語

3 朝 単語 中学校の校歌にもあって、前向きな言葉だから。

4 温かみ 単語

5 いい人 単語 やさしい人が多いから。

6 いつまでも 単語 いつまでも一緒にいられるように。

7 イナイリュウ 単語 津山の歴史に関わる事だから。

8 イヌワシ 単語 津山町時代の町の鳥だったから。

9 生命（いのち） 単語
何物にも変えられない大切なものだから。
のびのびと育ってほしいから。
横山小学校の校歌にもあるから。

10 ウグイ 単語
国指定天然記念物のウグイ生息地である自然豊かな環境だというこ
とを、子どもたちに伝えることは大切だと考えたから。

11 笑顔 単語 笑顔あふれるように。

12 川、大川 単語 校舎からも眺めることができる川が入った方が良いと思ったから。

13 輝く 単語
子どもたちの未来が輝いて欲しい。
この地の輝きを築いて欲しい。

14 学校 単語

15 きたかみ、北上 単語
北上川は有名な川で、小学校の近くを流れるから。
北上川が校歌にたくさん入っていたから。
北上川は大事だから。

16 北上川、きたかみ川 単語
北上川はシンボル的なものだから。
校舎から見える地域の川だから。
地域の特徴が分かる単語は必要だと思ったから。

17 希望 単語

津山の小学生の未来への希望。
子どもたちに堂々と歩いて欲しい。
たとえ落ち込んでもすぐに立ち直れるように。
希望を持って学校生活を送ってほしいから。
希望に満ちた小学校になってほしいから。

18 きらめき 単語 水面の輝き

19 きらめく 単語 津山小学校の児童一人ひとりがきらめいてほしいから。

20 元気、げんき 単語 みんな元気だから。元気に活動してほしい。

21 交通 単語 事故にあわないように。

22 幸福 単語 幸福がおきるように。

23 心 単語 心のやさしい人がいっぱいいるから。

24 幸せ 単語
幸せな学校になってほしいから。
幸せになってほしいから。

25 ししまい 単語 伝統芸能

26 自然 単語 山などの自然がいっぱいで、自然にめぐまれた土地にあるから。

27 小学 単語 「小学校」だから。

28 水陸 単語

29 杉 単語

津山杉に囲まれ育つ子どもたち。
今も昔も町の木で、名産として有名だから。
杉のように大きな子供になってほしい。
地域の特徴が分かる単語は必要だと思ったから。

30 成長 単語

31 世界 単語

32 だいすき 単語

33 太陽 単語 いつも晴れてほしいから。

34 たくましい 単語 たくましくなってほしいから。

35 楽しい、たのしい 単語
津山小学校は楽しいよと思ってもらいたいから。
楽しい学校生活がしたいから。

36 楽しく 単語 楽しく暮らせるように。

37 津山、つやま 単語
学校の名前が津山小学校になるから。
自分達の地名が入ったほうが良いと思うから。
地域、学校の名前は必要と思ったから。

38 津山小、津山小学校 単語 校名だから

39 津山杉 単語
シンボル的なものだから。
津山といえば杉、杉の成長に適している地域のため。

（仮称）津山小学校の校歌の歌詞に入れたい「単語・フレーズ」応募理由一覧
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通し
番号

単語・フレーズ
単語・フレー
ズの別

理由

40 天神山 単語
小学校の後ろにそびえているから。
柳津の校歌にも天神山ということばがあるから。
天神山は、名前に神がついているから。

41 伝統 単語 横山も柳津も伝統芸能があるから。

42 どうぶつ 単語 山にはいっぱい動物がいるから。

43 東北 単語 東北地方にあるから。

44 友だち 単語 友だちがたくさんいるから。

45 努力 単語 努力をして困難をのりこえるように。

46 なかま 単語 なかまたちと力を合わせる。

47 なかよく 単語
みんなでなかよくできるように。
みんなとなかよくなりたいから。

48 望み 単語
望みがあってほしいから。
どんどん望みを叶えていってほしいから。

49 はまかいどう 単語

50 光、ひかり 単語

51 日高見 単語

52 ふるさと 単語
生まれ育った地を大切にしてほしいという思いから。
ふるさと津山を大切にしてほしいから。

53 平和 単語
平和であることが貴（とうと）いから。
けんかなどなく、みんなが平和に暮らせる学校にしたいから。
平和を願うため、横小の校歌に入っているから。

54 母校 単語
新しい校舎になっても、母校は母校なので、母校を思ってほしい。
昔のことを忘れないため。

55 まいあがる 単語

56 負けない 単語

57 学び 単語 新しい学校でも勉強をがんばってほしいから。

58 水音 単語 北上川に想いをはせて。

59 緑、みどり 単語 自然の豊かさがあり、緑豊かな津山だから。

60 南沢川 単語 町を流れる川だから。

61 都（みやこ） 単語 明るく元気で、都のように楽しい学校生活が送れるようにしたいから。

62 未来、みらい 単語

未来へ向かう、未来へ進めるように。
みんな未来に向かって、がんばってほしいから。
未来が楽しみだから。
かがやける未来にするため。

63 みんな 単語

64 恵み 単語 自然などに恵まれているから。

65 メタセコイヤ（あけぼの杉） 単語 シンボル的なものだから。

66 やさしい 単語 みんながやさしくなるように。

67 やさしく 単語

68 やさしさ 単語

69 柳津 単語
横山小の思い、柳津小の思い、どちらも大切にしたいから。
自分たちの小学校を忘れないで欲しい。

70 山 単語
山の景色がすばらしい。
山がたくさんあり、囲まれているから。
３つの学校の校歌に山の文字があるため。

71 やるぞ 単語

72 豊か、ゆたか 単語
ゆたかに小学校で生活できるように。
豊かな環境で元気にすくすくとそだってほしい。

73 夢、ゆめ 単語

ゆめを持ってほしいから。
ゆめをもって勉強してほしいから。
夢に向かってがんばってほしいから。
希望やゆめのつまった楽しい学校生活を送ってほしいから。

74 横山 単語
横山小の思い、柳津小の思い、どちらも大切にしたいから。
自分たちの小学校を忘れないで欲しい。

75 理想 単語 理想の学校になってほしい。

76 歴史 単語 歴史を語り続けてほしいから。

77 明るく希望に満ちた フレーズ 希望を持ってほしいから。

78 あかるく元気に、明るく元気に フレーズ
みんなが明るく元気に暮らしてほしいから。
明るく元気にだれにでもあいさつをしてほしいから。
明るく元気に学校に行ってほしいから。

79 新しき世の フレーズ 新しい学校になるから。

80 いきいきと フレーズ

81 いざ東北の空高く フレーズ

82 抱いた光はこぼさないように フレーズ
夢や、希望を光にたとえて、それを胸いっぱいにかかえて笑顔でいて
ほしいから。

83 移転と干拓 フレーズ
柳津旧市街地移転と締切沼干拓は津山の人々の苦労を乗り越えてき
た歴史を語る上ではずせないと考えたから。
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通し
番号

単語・フレーズ
単語・フレー
ズの別

理由

84 いのちを大切に フレーズ いのちを大切にしたいから。

85 笑顔あふれる、笑顔があふれる フレーズ
笑顔でケンカのない生活をおくってほしいから。
笑顔があふれる学校になってほしいから。

86 笑顔で フレーズ

87 翁倉山とイヌワシ、大空にはばたけ津山っ子 フレーズ

88 翁倉山の頂き フレーズ 津山もっとも高い山

89 温故知新　世代を超えて継ぐ想い フレーズ
時代は変わっても、本当に護るべきものはそう簡単には変わらないは
ずで、老若男女、力を合わせて継承すべき。

90 北上川と加茂川、津山杉のびのびと真っ直ぐに フレーズ

91 北上川流れる フレーズ いつもある風景だから。

92 北上と フレーズ 北上が有名なので。北上川が近いから。

93 北上の流れ フレーズ 東北を代表する川が津山（柳津）を流れているから。

94 北上の流れにそえる良き里に フレーズ 津山を良い里と思ってほしいから。

95 希望あふれる フレーズ あふれてほしい。

96 希望の泉 フレーズ
希望という言葉がいいから。
横山小学校の校歌から取り、きぼうのいずみは、いい言葉だと思った
から。

97 希望のわだちは津山を拓く創造 フレーズ 大小関係なく胸に秘めた希望は、郷里を彩る花となる。

98 希望もって フレーズ 希望をもって進むように。

99 希望を胸に未来にはばたく フレーズ 未来への希望が持てる学校になってほしい。

100 清らかに フレーズ 子どもの心がそうであるように。

101 元気で明るく フレーズ 子どもに元気で明るくなってほしいから

102 元気な フレーズ 体調を崩さず、けがしないで元気に過ごしたいから。

103 元気に フレーズ みんなが毎日元気に登校しているから。

104 げんきにあそぶ フレーズ いっぱい遊ぶから。

105 元気よく フレーズ 元気よく過ごしてほしいから。

106 こうつうの フレーズ 交通事故にあわないように。

107 虚空蔵・不動に見守られ フレーズ
津山地区の人々の思想の背景には柳津虚空蔵尊・横山不動尊が見
えない形ながらにも大きな支えとなっていると感じたから。

108 虚空蔵尊と不動尊、信仰の里、心豊かに、地域で育む フレーズ

109 志を持ち フレーズ 志を持って毎日を取り組んでほしいから。

110 心優しく フレーズ 心優しい子供たちになってほしい。

111 心豊かに フレーズ
心豊かな子に育ってほしいから。
やさしく過ごせるようにしたいから。

112 心豊かに平和を愛し フレーズ 争いのない賢明な道を探る人になってほしい。

113 心を一つに フレーズ 柳津と横山の人たちが心を一つにしてほしいから。

114 心を磨き フレーズ 心を磨いて友だちと助け合う。

115 心を磨き身を鍛う フレーズ 心をきたえられるように。

116 最高の フレーズ

117 自然いっぱい フレーズ 自然がいっぱいあるから。

118 しぜんな小学校 フレーズ

119 自然をたいせつに フレーズ 自然が好きだから。

120 小学に フレーズ 自分たちの小学校だから。

121 白魚山（不動尊）加茂川の流れ フレーズ 横山といえば歴史ある不動尊だから。

122 杉の木 フレーズ
津山は杉の木がたくさんあり、杉に囲まれているから。
木の温もりと、まっすぐ育って欲しいから。

123 杉の津山 フレーズ 津山には杉があるから。

124 すくすくのびのび フレーズ みんながすくすくのびのびするように。

125 太古の竜 フレーズ
「イナイリュウ」の発見者は柳津小教員であった鈴木喜三郎先生で、こ
の事実と教育的意味は大きいと考えたから。

126 大地を潤す北上川 フレーズ 母なる北上川への恩恵の念をもつ。

127 竹のようにぐんぐん育ち フレーズ 竹のようにはやくぐんぐんと育ってほしいから。

128 たのしくやろう フレーズ

129 たゆまず進む フレーズ 柳津小学校の校歌の歌詞で好きなフレーズだから。

130 力（ちから）なり フレーズ

131 津山の町の フレーズ これからの津山を考えるような思いにしたい。

132 天神山の頂に フレーズ 柳津を代表する山で、学校から近いから。

133 友を互いに認め多様な生き方を尊ぶ フレーズ
他と同じ生き方では必ずしもなく、千差万別己の信念を大切にし、歩
を進めてほしい。
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通し
番号

単語・フレーズ
単語・フレー
ズの別

理由

134 虹がかかる フレーズ 虹のようにきれいに。

135 望み豊か、のぞみゆたか フレーズ
みんなに望み豊かになってほしいから。
柳津、横山小学校の校歌にどちらも入っているから。

136 のぞみゆたかに フレーズ すてきな言葉だから。

137 のびのびと育つ フレーズ
子どもたちがのびのび育つ学校となってほしいから。
臆する事なく挑戦する精神を持ってりっぱに育つ。

138 花咲く フレーズ 歌に入っていたら、きれいだから。

139 花の柳津 フレーズ 花のような柳津になってほしいから。

140 はばたく若き翼なり フレーズ 未来に向かって、みんなではばたいてほしいからです。

141 二つの翼で津山の天（そら）に高く飛翔（はばた）く フレーズ
柳津小と横山小、両校の伝統を力に変えて、大きく飛躍してもらいた
い。

142 ふるさとに誇りを持って フレーズ 自分の故郷に誇りを持ち大切にしてほしい。

143 平和な日々 フレーズ いつまでも平和でゆっくり暮らせればいいなと思ったから。

144 平和の朝 フレーズ 横山小学校の校歌にあり、平和な朝を迎えたいから。

145 ほっとする フレーズ

146 まっすぐ育つ フレーズ 津山杉のようにまっすぐ育ってほしいという願い。

147 学びの道 フレーズ ゆめの道、しっかり学習する学校になるように。

148 学びの道にいそしまん フレーズ 勉強を頑張るように。

149 水の流れ フレーズ 様々な川が津山を流れているから。

150 みどりが多く フレーズ 津山には山がいっぱいあるから。

151 みどりさやかな フレーズ 緑色の山がたくさんあり、いい気持ちになれるから。

152 緑豊かな杉山 フレーズ 津山町の景色が思い浮かぶように。

153 水面（みなも）に映る船の影 フレーズ
近代土木遺産となっている脇谷洗堰と閘門について、当時の繁栄を
後世に伝えることは大切と考えたから。

154 未来にはばたけ フレーズ 夢、未来に向かって頑張ってほしいから。

155 みんなで フレーズ

156 みんななかよく フレーズ ケンカをしないで、みんななかよくしてほしいから

157 みんなの フレーズ みんなが通うところだから。

158 門をあけて フレーズ

159 山が連なる フレーズ 山が連なっているから。

160 山と川 フレーズ

161 山にかこまれ フレーズ たくさんの山にかこまれているから。

162 唯一無二の故郷を愛し、、心豊かに　永遠（とわ）に共に フレーズ
利便性は低いかもしれないが、他から見ればそれは大きな魅力かも
しれず、できるだけ永く郷土愛を心に留めて欲しい。

163 豊かな恵み フレーズ 津山にはすばらしい自然環境があることを実感してほしい。

164 ゆめきよく フレーズ

165 ゆめのきぼう フレーズ ゆめが溢れだす感じでいいと思ったから。

166 ゆめのなか フレーズ

167 歴史を尊び フレーズ 柳津と横山両方の歴史を受け継ぎ大切にしてほしい。

168 歴史を遠く フレーズ 横山小学校、柳津小学校の歴史も大事で残したいから。

169 歴史を遠く物語るみどりさやかな山河に フレーズ 横山の自然豊かな所が表現されているから。

170 わかきつばさ フレーズ 目標に向かってがんばってほしいから。

171 わが登米の名をあげん フレーズ

172 わが母校 フレーズ 母校を大切にしてほしいから。

173 わが横山の フレーズ 横山がなくならないように。

174 わらいがあふれる フレーズ わらいあふれる小学校になってほしいから。

175 われらの フレーズ
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※　応募については、１人あたり最大５個まで応募可としたもの。
１　単語（応募数順）

単語 応募数
北上川、きたかみ川 26
津山、つやま 25
希望 20
夢、ゆめ 16
平和 13
未来、みらい 13
北上、きたかみ 12
自然 10
杉 8
天神山 8
楽しい、たのしい 6
山 5
元気 4
心 4
なかよく 4
光、ひかり 4
都（みやこ） 4
横山 4
理想 4
輝く 3
津山杉 3
望み 3
緑、みどり 3
柳津 3
豊か、ゆたか 3
幸せ 2
生命（いのち） 3
楽しく、たのしく 2
どうぶつ 2
東北 2
ふるさと 2
母校 2

２　フレーズ（応募数順）
フレーズ 応募数

明るく元気に、あかるく元気に 6
希望の泉 4
心豊かに 4
杉の子 4
笑顔あふれる 3
元気に 3
のびのびと育つ 3
みどりさやかな 3
歴史を遠く 3
笑顔があふれる 2
北上と 2
心を一つに 2
心を磨き 2
心を磨き身を鍛う 2
杉の木 2
たのしく 2
望み豊か 2
平和の朝 4
山にかこまれ 2
わが母校 2
わらいがあふれる 2

（仮称）津山小学校の校歌の歌詞に入れたい「単語・フレーズ」応募結果
【参考資料】複数応募（２人以上の応募）があった単語・フレーズ一覧

資料１－③


