
応募内容　一覧（候補ごと並べ替え）1月27日修正

チェック
対象

ID 学校名 ふりがな 理由（原文まま） 応募方法
応募者
大字

4 横田 よこた
グーグル
フォーム 稲原

6 横田 よこた
シンプルに横田地区の小学校は横田
仁多地区は仁多でいいと思う。

グーグル
フォーム 横田

7 横田 よこた 横田にあるから
グーグル
フォーム 横田

10 横田 よこた 地域にあった名前だから。
グーグル
フォーム 大呂

18 横田 よこた
統合中学校と同じなのでわかりやすい。
仁多は仁多小学校なにるとなおわかりやす
い。

グーグル
フォーム 大呂

29 横田 よこた

旧横田町だから。小学校のある地域が、町外
の人にも分かりやすいから。あまり馴染みの
ない学校名にすると、どこにある小学校なの
か分からない。

グーグル
フォーム 八川

35 横田 よこた
奥出雲町の合併前の町名である「横田」を残
したいからです。

FAX 横田

36 横田 よこた
4地区合併して年数も経つので上記横田名で
良いと思います。

FAX 大馬木

37 横田 よこた
中学校が「奥出雲町立横田中学校」であるの
で、新しく統合する小学校名も「横田小学校」
が一番ふさわしい校名ではないかと思います

アンケート
用紙 中村

38 横田 よこた

「横田」の名前は最初の町村合併の時に（馬
木、八川、鳥上、横田）銘名に大変な難色を乗
り越えて「横田」になりましたと思います。暫定
として斐之上町（？）でスタートしたことを記憶
しています。「横田」は、高校、中学の名にも
なっています。小学校だけ別名では違和感が
あります。「横田」は定着もしています。「横田」
は歴史上もふさわしいと思います。

FAX 下横田

40 横田 よこた
アンケート

用紙 大馬木

49 横田 よこた 長い間なじんだ名前だから FAX 横田

50 横田 よこた
統合でできた横田中学校が長い間、住民の方
になじんでいるので、小学校名も横田小学校
がふさわしいと考えました。

FAX 横田

54 横田 よこた

過去四ケ町村合併時、現在の様に交通の便
も悪く、各町村の特性・持論も有り「簸ノ上町」
として町名が決まった経緯が有ります。しか
し、現在、統合中学校・高校は、私達高齢者に
とっては「ふる里」発展の歴史の象徴であり、
現在生徒数激減は私達世代の責任だと深く
痛感しています（Uターン経験者）。先人が長
い年月をかけて築きあげたスポーツを通じ「ヨ
コタ」の地名は全国で知られる様に成りまし
た。斐伊川源流の横田は「たたら農業遺産」
認定に依り神話とロマン富む地域として小・
中・高を通じ勉学に励む生徒達に期待する限
りです。

FAX 竹﨑

61 横田 よこた

多くの事に仁多地域、横田地域と横田（表現）
が使用されているので横田小学校が紛らわし
く無く良いと思います。例：仁多中学校、横田
中学校　他

アンケート
用紙 横田
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64 横田 よこた

横田地区では中学校合併で横田中学校名で
発足していますが、今回の小学校合併で新校
名が違った校名では（横田以外の）同じ地域
内で公立校でありながら中学校と小学校が全
然関連のない校名ではどうかと思われます。
中学校と小学校は同じ地域内にありますので
中学校と同じ校名の方が地域になじむのでは
ないかと思われます。従って校名は上記を希
望します。

アンケート
用紙 中村

67 横田 よこた 中学校と同様に、「横田」がよい。
アンケート

用紙 大馬木

72 横田 よこた 横田地域の統合小学校なので
アンケート

用紙 稲原

74 横田 よこた 横田地域の横田です
アンケート

用紙 竹﨑

75 横田 よこた 一番、島根県で知られているので。
アンケート

用紙 横田

81 横田 よこた
中学校が統合した時は、横中になったのだか
ら、小学校統合時も“横田”の方がよい。

アンケート
用紙 横田

23 奥出雲 おくいずも 奥出雲町にある小学校だから。
グーグル
フォーム 横田

25 奥出雲 おくいずも 馴染みのある地名だから。
グーグル
フォーム 横田

26 奥出雲 おくいずも 馴染みのある地名だから。
グーグル
フォーム 横田

27 奥出雲 おくいずも 地名にあるから。
グーグル
フォーム 横田

82 奥出雲 おくいずも
アンケート

用紙 中村

15 たたら たたら 地域で有名なものと考えました
グーグル
フォーム 未記入

45 たたら たたら
アンケート

用紙 大馬木

53 たたら たたら たたら製鉄が盛んな町だから
アンケート

用紙 下横田

80 たたら たたら

たたらとは、日本において古代から近世にか
けて発展した製鉄法でそんな製鉄が横田でも
行われており。たたらは、子供達も授業で勉
強をして来たのでたたらと聞けば、あ～～～
～～そう言えばやったよねと思い出してもらえ
るようなふるさとへの想いになってくれればと
思います。

アンケート
用紙 横田

83 たたら たたら

1300年以上の歴史をもつ「たたら製鉄」、奥出
雲町横田町の一番の誇りです。これから先も
横田地域の子どもたちや横田地域の皆さんが
忘れる事の無い様、また親しみやその地域に
暮らしている事の誇りを持ち、次世代にも継続
していけるように。

アンケート
用紙 大呂

5 奥出雲南 おくいずもみなみ

奥出雲第一小学校と悩みましたが、一とかニ
だと順位ぽいので。地理的に南にあるので。
横田小学校のままで、良い様な気もするけ
ど、新しい小学校のイメージもわかないので。
たたら小学校とかも良いと思うけど、地域を限
定してそうなので。

グーグル
フォーム 小馬木

48 奥出雲南 おくいずもみなみ
・親しみやすい　・今までの4区のどこにもかた
寄りがない　・現在の町名を入れている。　・"
南"は方角なので、変更して可

FAX 小馬木

77 奥出雲南 おくいずもみなみ

奥出雲町の小学校なので、“奥出雲”を入れ
ました。南は方角です。どこに基準にするかと
いう話になると思うので、東西南北どこでもい
いと思います。良い名前に決まりますように。

アンケート
用紙 未記入
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20 よこた よこた

・統合小学校に成った後、横田中学校に進学
することを鑑みると徒に校名を変えるのでは
なく、ひらがなにすることで小学校特有の柔ら
かい雰囲気を出した。
・旧町名も「横田町」であることから、横田の名
が入ることが町民の多くが受け入れやすい。
・先の話になるが、仁多域の再編統合に伴う
校名変更も「にた小学校」とすると統一性が取
れてより良い。

グーグル
フォーム 下横田

78 よこた よこた

旧横田町で唯一の小学校が、地域住民の
方々に長く大切にされるためにも、「よこた」と
いう地名を残す方がよいと考えます。地域の
子どもたちが、「よこた小」→「横田中」→「横田
高」で地域とのかかわりを大切にしながら学び
を深めてほしいという願いもこめました。

アンケート
用紙 横田

47 南 みなみ
奥出雲町の南部地域に校区があり親しみや
すい名前だと思います。

FAX 小馬木

73 南 みなみ

南小学校と言う校名も地名も多くあると思いま
すが、奥出雲と言えば個人的には寒い日陰が
多い雪も多い（良い所もあります）島根県の中
では南に位置する場所でもあり、温もりを感
じ、よく遊びよく学びのびのびと躍動する姿を
イメージしました。

アンケート
用紙 稲原

68 奥出雲東 おくいずもひがし

町内に2つしかない小学校なので、奥出雲小
学校とし、仁多地域を西、横田地域を東とした
いと思った。※いつまでも横田、仁多と言わず
町は一つだという思いも込めて。

アンケート
用紙 小馬木

71 奥出雲東 おくいずもひがし

1．地域の名前を入れたい。2．横田を入れた
とき、他地域の人（鳥上・八川・馬木）の心情
にも配慮すると受け入れにくいのではないか
と思われる。3．東があれば、西となるが、仁
多地域が不明のままでの統合名ではあるが、
地図上では横田が東に三成が西に位置する
ので。4．仁多地域の統合小学校名の決定に
まで強制することになるかもしれないが…。

アンケート
用紙 横田

46 斐乃上 ひのかみ

県東部最大の斐伊川の源流。神話発祥の船
通山との関連もあり的切と思う。中学校が横
田中学校で横田の地にあるので横田小学校
が良いとの意見も多いと思われるが、中学校
統合の時とは諸事情が異うので横田地域以
外の者からすれば吸収合併の感を否めない。

FAX 小馬木

57 斐乃上 ひのかみ
アンケート

用紙 八川

28 たたらの里 たたらのさと
たたらに関する神話や歴史に溢れた地域を後
世に伝承して行く必要から

グーグル
フォーム 小馬木

43 たたらの里 たたらのさと

1）歴史…①ぽっかり開けた大地のいくつか
は、人の手によって開拓された人工の耕地　
②良質な砂鉄がとれた、この地では、「たた
ら」による鉄づくりが盛んに行われていまし
た。　③すべての道は、「鉄」に通ず奥出雲「た
たら」から広がる産物が先人たちの記憶を受
け継いでいます。　2）教育目標…自ら考え、
心豊かに、たくましく生きる横田の育成（めざ
す子供像）

アンケート
用紙 中村
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ID 学校名 ふりがな 理由（原文まま） 応募方法
応募者
大字

14 おろち おろち どの学校にも平等になるように考えました
グーグル
フォーム 未記入

41 おろち おろち

奥出雲町には神話、伝説、遺産が、それぞれ
の地域や地区にあり、昔から伝わって来てお
ります。その一つに「おろち」にまつわるお話し
もいくつもあります。私はその（おろち）を推選
致します。

アンケート
用紙 大呂

58 奥出雲第一 おくいずもだいいち

奥出雲町内で、すでに、横田地区、仁多地区
で2校に統合されることが決まっているため、
町内で、先に統合開校される準に第一、第二
と名々すれば良いと思います。

アンケート
用紙 八川

65 奥出雲第一 おくいずもだいいち

「横田」がメインにならないように「横田」を入
れず、奥出雲の約半分の学校が集まるので、
思いきって、奥出雲第一小学校がいいと思い
ました。

アンケート
用紙 横田

69 豊山 とよやま

鳥上（とりかみ）・横田（よこた）・八川（やか
わ）・馬木（まき）の頭文字をとりました。自然
豊かで、船通山や要害山などの山々に囲まれ
た地域であることから「豊山」の字をあてまし
た。

アンケート
用紙 大馬木

84 豊山 とよやま
とりかみ、よこた、やかわ、まき（の頭文字）
豊かな山に囲まれた小学校

アンケート
用紙 大呂

30 奥の町 おくのまち 奥出雲町は島根の奥の町にあるから。
グーグル
フォーム 横田

31 奥の町 おくのまち 奥出雲町は島根県の奥の町にあるから。
グーグル
フォーム 横田

32 おくのまち おくのまち 奥出雲町は島根県の奥の町にあるから。
グーグル
フォーム 横田

33 おくのまち おくのまち 奥出雲町は島根県の奥の町にあるから。
グーグル
フォーム 横田

70 奥出雲横田 おくいずもよこた

1，奥出雲町横田地域に位置する統合小学校
の意。2．仁多地域の学校名は未定であるが、
仁多地域の統合小学校と明確に差別化がで
きる。（奥出雲仁多小学校になればうれしい）
3．益田市にも横田があるが、本名称にすれ
ば一見して奥出雲町の横田に存在する小学
校と外部からも認識していただける。4．学校
名は、一般的にその地域名を冠したものが受
け入れやすい。5．旧横田小学校ではなく、新
しい横田小学校であるとの理解が得やすい。

アンケート
用紙 稲原

51 新横田 しんよこた
現在の横田小学から鳥上・横田・八川・馬木
の4校が統合することから新たな校名とした。

FAX 八川

63 やまと横田 やまとよこた

☆4地区統合ということで、元々ある「横田」に
3地区の頭文字を付けました。「や」かわ（八
川）、「ま」き（馬木）、「と」りかみ（鳥上）　☆倭
国（やまとの国）は、日本の「始まり」を意味
し、統合した新たなスタートにも意味あるワー
ドだと思い、命名しました。

アンケート
用紙 横田

12 横田域統合 よこたいきとうごう 横田域の小学校が統合されるから
グーグル
フォーム 稲原

24 横田真 よこたしん

奥出雲町の4校の、真中、真実、真贋、真智、
を問うた子供達に育って欲しい願いです。
新たにの新ではなく、真を使うことによってこ
れからの世界を担ってほしいです。

グーグル
フォーム 竹﨑

- 4/6 -



応募内容　一覧（候補ごと並べ替え）1月27日修正

チェック
対象

ID 学校名 ふりがな 理由（原文まま） 応募方法
応募者
大字

16 横田スサノオ よこたすさのお

スサノオが降り立った、船通山のふもとにある
小学校だから。日本神話に登場する「スサノ
オ」の名を冠することで、町民はもとより日本
人に愛される学校になってほしい、子ども達は
自由でのびのび育ってほしいという想いを込
めて。

グーグル
フォーム 竹﨑

3 横田中央 よこたちゅうおう 統合後の学校が教育の拠点となるよう
グーグル
フォーム 大谷

13 横田四ツ葉 よこたよつば
横田地区にある４校が統合することからふさ
わしい名前じゃないかと考えた。

グーグル
フォーム 小馬木

22 四光太 よこた

4つの校区の子どもたちが希望の光と共に集
まり、太い絆を結ぶように願いました。地名の
「よこた」もあれば、どこにある学校か分かりや
すいと考えました。

グーグル
フォーム 大谷

9 奥出雲ふるさと おくいずもふるさと
グーグル
フォーム 横田

59 斐上 ひかみ
斐伊川の上流に位置する奥出雲。清らかな川
の流れは永遠に続き、川の文字を織り込んで
名付けました。

アンケート
用紙 下横田

11 斐上 ひのかみ

斐伊川の上流域にあり仁多米、八岐大蛇、砂
鉄採取、たたら製鉄で知られ、鉄穴流し等　水
にかかわることが多く　子供達にも名前の由
来を語るうえでセットで覚えて地元をよく知っ
てもらうためにこの校名にしました。

グーグル
フォーム 中村

21 簸の上 ひのかみ
グーグル
フォーム 横田

56 斐の上 ひのかみ
斐伊川の最上流に位置する神話と清々しさ溢
れる学び舎

アンケート
用紙 八川

60 斐上の郷 ひのかみのさと
昔の町名のイメージ。斐伊川の上流の地にあ
る小学校

アンケート
用紙 大呂

76 斐の川 ひのかわ

横田小学校校歌・横田中学校校歌・鳥上小学
校校歌の中に深く表現されたこの土地に合っ
た名、奥深い山と、田、川が築くこの地域を代
表すると思います。ここで育った人間が深く浸
み込んだ人格の源です。82才の今日を元気で
生きられた源です。

アンケート
用紙 中村

8 たたらの郷 たたらのさと 奥出雲町に残していく大切なことだから
グーグル
フォーム 八川

34 多々楽 たたら

横田地域では「たたら」のイメージを残したいと
強く思っています。学校生活で大切なことは、
多くの友だちをつくること。多くのことを学び体
験すること。そして子供たちがのびのびした楽
しい学校生活を送れること。

グーグル
フォーム 下横田

66 おろち山 おろちやま
神話のおろちと、自然の山が学校を守ってく
れそうな感じだから。

アンケート
用紙 大呂

42 とよやま とよやま
と・鳥上、よ・横田、や・八川、ま・馬木　四地区
の頭文字から、つけました。

アンケート
用紙 大谷

62 横鳥八馬 よとやま

各地区の頭文字を入れました（よ・横田、と・
鳥上、や・八川、ま・馬木）。旧横田町のため、
頭に横田の横を先に入れました。横田は開け
た盆地で船通山、藤ヶ瀬などの名所が一望で
きるので横田の横を頭にした。

アンケート
用紙 稲原
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52 上木田川 かみきたがわ

鳥上の「上」、馬木の「木」、横田の「田」、八川
の「川」、下のひと文字ずつを取って組み合わ
せた、どの地区の名も残る学校名だと思った
からです。

アンケート
用紙 八川

39 四つ葉 よつは

鳥上・横田・八川・馬木と4校の「四」四葉には
その葉のひとつ、ひとつに「愛・健康・幸運・
富」と意味があるそうです。勉学の他にもさま
ざまな事が学べる場であってほしい事、大人
になっても四葉を見つけた時、小学校名を思
い出せそうな名前ではないかと思いました！

アンケート
用紙 大馬木

55 四つ葉 よつば

横田域に新しく開校する小学校は、鳥上・横
田・八川・馬木の四地区、四小学校の統合で
あり、その名に残し、構成に伝えたいと考え
た。また、四つ葉のクローバーは「幸せを運ん
でくれるもの」という言い伝えもあり、この小学
校へ通う子供たちに幸多かれと願う気持ちも
込めた。

アンケート
用紙 下横田

44 四つ和 よつわ
四地区（馬木・八川・横田・鳥上）の四と和（つ
ながりおと思って）それに令和の和を

アンケート
用紙 中村

79 四陽 しよう
4地区の太陽の様な子供達が集う学校になっ
てもらいたい。

電子メール 八川

1 第一 だいいち
三成にも統合小学校が出来るので、分かりや
すく第一、第二がいいと思った。

グーグル
フォーム 大馬木

17 ドラゴン学校 どらごんがっこう やまたのおろち(ドラゴン)から考えた。
グーグル
フォーム 八川

19 神紅 しんこう
神話と自然豊かな環境に恵まれ、紅葉時には
何処か心暖まる素敵で魅力ある街で教育が
学べればとの思いからでの理由です。

グーグル
フォーム 中村

応募資格外 2 統合おろち横田 とうごうおろちよこた
横田地区を象徴するヤマタノオロチ伝説にち
なみました。

グーグル
フォーム 上三所

83 （不明） （不明）
＊誤って裏面をファックスされたため、不明で
す
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