
第 13回小諸新校再編実施計画懇話会 

 

日時：令和４年 11月 21日（月） 

                           18時～19時 30分 

                       会場：小諸市役所 ３階 

                          第１・第２会議室 

 

＜次 第＞ 

１ 開 会 

 

２ 挨 拶 

 

３ 会議事項 

 （１）第 12回小諸新校再編実施計画懇話会まとめについて 

 （２）施設整備について 

  （３）小諸新校の校名選考について 

   

４ その他 ＜次回の予定＞ 

〇第 14回小諸新校再編実施計画懇話会  

【日時】 未定（２月上旬）  

      【会場】 小諸市役所 第１・第２会議室 

      【内容】 校名選考について 他 

   

５ 閉会 



日 時 令和４年（2022年）８月18日（木） 18時00分～19時00分 (小諸市役所3F会議室) 

方 法 Zoomも用いたハイブリッド会議 

出 席 懇話会構成員 18名 

欠 席 懇話会構成員 ５名 傍聴者 傍聴 ４名、報道 １社 

事務局 

小諸商業高校 三宅教頭（事務局長）、中村教諭、滝沢教諭、中山教諭 

小諸高校 細萱教頭（副事務局長）、木住野教諭、坂口教諭、井出教諭、山浦教諭 

県教育委員会 
堀田企画幹、中島主任指導主事、本山主任指導主事、塩川施設係主任 

柳沢勝主任指導主事 

当日資料 

第12回懇話会次第、第11回懇話会まとめ、 

小諸新校ワーキンググループ業務内容 

施設整備について 

小諸新校校名募集要項（案） 
 

会議事項 

１会 議  （１）第11回懇話会まとめ   

  （２）新校準備委員会より （３）施設整備について （４）小諸新校の校名選考について 

２連絡事項 次回懇話会開催 令和４年11月から12月 小諸市役所第１・第２会議室  
 

意見交換 

【新校準備委員会より】 

○懇話会はおよそ３か月に一度の開催であるため、構成員が意見を言う機会が限られている。懇話会が開催され

る前に、構成員が意見を言いたい場合も考えられるが、そうした場合はどのようにすればよいか。 

 ➡両校準備員会と検討して回答する。 

【施設整備についての意見交換】 

○周辺道路やグラウンドのあり方等の周辺環境整備について、校地検討部会から要望しているものがある。地域

の声や校地部会での意見を反映していただき、敷地内だけでなく周辺環境の整備等も改めて検討していただ

きたい。 

 ➡今までいただいたご意見については承知している。地域の方々や学校関係者の皆様のご意見を伺いながら

施設整備を進めていく。 

○校地検討部会では、除却想定以外の施設や校地の拡張等についても意見が出ていた。県は除却想定の施設と既

存の校地内で施設整備を考えているのか。 

 ➡部室や合宿所等については、合理的かつ経済的な提案であれば除却想定として提案していただいて構わな

いと説明している。校地の拡張については、新校での学びを考えていく中で必要があれば検討していく。ま

た、業者が決定した後、ワークショップという形で地域の方々の意見をお聞きする場面を設定し、意見交換し

ながら進めていく。 

【小諸新校の校名選考についての意見交換】 

○同じ校名で多数の応募があった場合どうするのか。また、判断基準も含めて、過去の事例の情報提供をお願い

したい。 

 ➡１期再編時も、応募数や投票数が多かったものが校名に選ばれたわけではない。懇話会の構成員の皆様と意

見交換しながら決定していきたいと考えている。 

○募集の告知についてはどのように考えているか。 

 ➡県はプレスリリースをする。その周知については、両校の準備委員会と検討する。 

 
 

第12回小諸新校再編実施計画懇話会まとめ 



 

 

 

小諸新校「校名」募集要項 
１ 目   的 

   長野県小諸市に令和８年４月に開校する小諸新校（小諸商業高等学校と小諸高等学校の統合校）につ

いて、長野県教育委員会が進める「新たな学校づくり」に多くの皆様の参画を求めることを目的に、新校の校名を

募集します。 

２ 募集内容 

   新高校の校名案（「長野県○○高等学校」とする。） 

   なお、所定の応募用紙にその校名とした理由を付記してください。 

３ 応募の留意点 

   以下を参考として応募してください。 

【新校の概要】 

（１）学 科 構 成：普通科・商業科・音楽科 

（２）めざす学校像：地域を舞台に多様性を重視しグローカルな視点で未来を創造する３科融合校 

（３）所 在 地：長野県小諸市田町三丁目１－１（現在の小諸商業高等学校の校地） 
 

【下線部をイメージして校名案を考えてください】 

①小諸商業高等学校と小諸高等学校の歴史や伝統を引き継ぎつつ、生徒たちが新たな学びに大きな希望を

抱き、未来に向かって育っていくことができる学校像。 

②「学科・教科横断型の学び」のできる普通科・商業科・音楽科が融合した学校。 

③「地域と連携した本物の学びに触れる」ことを進める学校として、地域の願いや期待が表出されている校名。 

４ 募集期間 

   令和４年９月９日（金）から令和４年10月８日（土）まで（郵送の場合、締め切り当日の消印有効） 

５ 応募資格 

   どなたでも応募できます。 

６ 応募方法 

（１）郵送またはＦＡＸによる応募（応募用紙を使用してください。） 

（２）はがきによる応募（下記の必要事項を記載してください。） 

（３）電子メールによる応募（下記の必要事項を記載してください。） 

    件名を【小諸新校の校名応募】としてください。 

【必要事項】 

①新高校の校名案（ふりがなを記入してください。） 

②その校名とした理由 

③住所（都道府県・市町村）・電話番号・氏名（匿名不可） 

 （団体で応募される場合は、団体名と代表者氏名を記入してください。） 

   ＊必要事項を充たさない応募は選定の対象外とします。 

７ 選定方法 

   小諸新校再編実施計画懇話会での検討を踏まえ、県教育委員会において決定します。 

８ 結果の公表 

   県教育委員会ホームページ等で決定された校名案と応募者氏名を公表する予定です。 

令和８年４月開校 

小諸新高校校名募集 

新高校の概要 

所 在 地：長野県小諸市田町三丁目１－１ 

       （現在の小諸商業高等学校の校地） 

学科構成：普通科・商業科・音楽科 



No 校名候補 読み(高等学校は省略） 校名理由 応募数 備考

1 小諸義塾高等学校 こもろぎじゅく

①小諸商業高校・小諸高校の両校は小諸義塾(木村熊二氏

創立)の流れをくみ、繋がりが深い。この校名にすること

により歴史と文化の香りがある。

②義塾とは、住民、生徒が金を出し合って学校運営、教育

の充実に努めた私塾の意味合いが強いと言われるが、今回

の小諸新校は地域の方々を中心に知を集結した高校を目指

しており、知で支えあう地域へ根差した学校の意味合いか

ら、義塾の名前に相応しいと思料。

66

2 小諸高等学校 こもろ 「小諸」の文字は外せない　わかりやすい 13

3 小諸総合高等学校 こもろそうごう 普通科＋実業科　シンプルがいいと思うし、覚えやすい 4

4 小諸梅花高等学校 こもろばいか 小諸教育の梅花教育の精神を継承 4

5 小諸大手門高等学校 こもろおおてもん 小諸を代表する小諸城大手門の名称 2

6 小諸桜ケ丘高等学校 こもろさくらがおか 小諸商業の徽章が桜をデザインしている 2

7 小諸さくら坂高等学校 こもろさくらざか 小諸と言えば坂が多いイメージ 2

8 小諸東雲高等学校 こもろしののめ 新しい一日が始まる「夜明け」の意味を持つ 2

9 小諸城北高等学校 こもろじょうほく 小諸城（懐古園）の北に位置している 2

10 小諸創来高等学校 こもろそうらい 新しいことをはじめたり、未来を作っていってほしい 2

11 小諸高峰高等学校 こもろたかみね 生徒たちが学問の峰を目指す　高峰高原 2

12 小諸中央高等学校 こもろちゅうおう 小諸市の中央に位置する新しい高校 2 旧長野日大高校名

13 小諸文化高等学校 こもろぶんか 人間が理想を実現していく過程　カルチャー 2

14 浅間昇陽高等学校 あさましょうよう 夢と希望を与え、未来の地域のリーダーとなることに期待 1

15 浅間多部制高等学校 あさまたぶせい 「浅間山」「懐古園」浅間を入れた名前 1 多部制ではない

16 桜花小諸高等学校 おうかこもろ 「善良な教育」「理知に富んだ教育」の花言葉をもつ 1

17 小耀高等学校 おうよう 小諸の「小」を入れたい　生徒たちが輝く（耀く） 1

18 小諸昇嶺高等学校 こもろしょうれい 新たな学びに挑戦　太陽が昇るように小諸から新たな発信 1

19 義塾高等学校 ぎじゅく 小諸市内にある高校としていい名前 1

20 こもさか高等学校 こもさか 坂が多い　呼びやすい　ひらがなの高校は少ない 1

21 小諸浅間高等学校 こもろあさま 浅間山にあやかり、浅間山の麓に立つ新しい高校 1

22 小諸梅が丘高等学校 こもろうめがおか 現小諸高校、小諸商業に向かう坂道を教育の丘にたとえて 1

23 小諸FOS高等学校 こもろえふおーえす F（普通科）・O（音楽科）・S（商業科）の３科の頭文字 1

24 小諸MCG高等学校 こもろえむしーじー 音楽科と商業科と普通科を英語にしてその頭文字 1

小諸新校校名案候補一覧



No 校名候補 読み(高等学校は省略） 校名理由 応募数 備考

25 小諸桜華高等学校 こもろおうか 桜には学校・生徒・学業・青春のイメージ 1

26 小諸桜美坂高等学校 こもろおうみざか かっこいい、強そう。小諸は桜がきれいだから。坂の町小諸。 1

27 小諸OCM高等学校 こもろおーしーえむ 普通科・商業科・音楽科を英語にして、頭文字 1

28 小諸KAI・A高等学校 こもろかいえー 懐古園のKAI　Ａは浅間山のＡ 1

29 小諸懐合高等学校 こもろかいごう 「懐」は小諸の有名な所といえば懐古園　合併から「合」 1

30 小諸懐名館高等学校 こもろかいめいかん 懐古園の懐、３学科が総合的な館として発展 1

31 小諸懐路高等学校 こもろかいろ 小諸は情緒が感じられる街　象徴しているのが懐古園 1

32 小諸学園高等学校 こもろがくえん 学園の「学」は「楽園（がくえん）」楽しく学びを深める 1

33 小諸学芸高等学校 こもろがくげい 学問（普通科・商業科）と芸術（音楽科）が融合 1

34 小諸奏高等学校 こもろかなで 両校の良さを生かした新たなハーモニーを奏でて欲しい 1

35 小諸義塾新生高等学校 こもろぎじゅくしんせい 新しく生まれ変わる意味で新生 1

36 小諸義塾フロンティア高等学校 こもろぎじゅくふろんてぃあ 伝統を受け継ぎ次世代へと羽ばたいてゆく 1

37 小諸輝照高等学校 こもろきしょう 両校の校歌に使われている共通の2文字「輝」「照」 1

38 小諸起飛高等学校 こもろきひ 自分の進みたい希望に向かって、大きく羽ばたいてほしい 1

39 小諸響明高等学校 こもろきょうめい 「共鳴」から「３科が高め合いと調和できる環境」を表現 1

40 小諸響和高等学校 こもろきょうわ 両降雨がお互い響きあい、融和して新しい価値観を持つ 1

41 小諸啓学高等学校 こもろけいがく 両校の伝統を踏まえ「未知の学び」を探究し創造してほしい 1

42 小諸光香館高等学校 こもろこうかかん 「未来の光の香りがする館」である高等学校であってほしい 1

43 小諸高原高等学校 こもろこうげん さわやかなイメージを校風に。 1

44 小諸香栄高等学校 こもろこうばえ 梅の別名「香栄草（かばえぐさ・こうばえぐさ） 1

45 小諸古城高等学校 こもろこじょう 藤村の千曲川旅情の冒頭　小諸なる古城 1

46 小諸CommoLo高等学校 こもろこもろ CommoLoは「Common sense & Logic」の略 1

47 小諸才幹高等学校 こもろさいかん 「物事を成し遂げる知恵や能力」これが生徒像にぴったり 1

48 小諸彩陽高等学校 こもろさいよう ３科＋定時制　特色（彩り）のある学科が統合される 1

49 小諸坂の上ヶ丘高等学校 こもろさかのうえがおか 小諸は坂が多いから　響きがいいから 1

50 小諸桜坂高等学校 こもろさくらざか 小諸の特徴である「坂」と小諸商業高校の特徴である「桜」 1

51 小諸桜見高等学校 こもろさくらみ 小諸は桜がきれいで小商にも桜のマークがついている 1

52 小諸三響高等学校 こもろさんきょう 普通科、商業科、音楽科という異なる３つの学科 1

53 小諸三翔高等学校 こもろさんしょう 普通科・商業科・音楽科の３科が融合と相互作用に期待 1

54 小諸三之門高等学校 こもろさんのもん ３つの学科（門）　懐古園の玄関口となっている三之門 1

55 小諸路高等学校 こもろじ 小諸は情緒が感じられ、街中の路を歩くと感じる 1

56 小諸GMC高等学校 こもろじーえむしー ３科を英語に変換し、頭文字をとった 1

57 小諸CL高等学校 こもろしーえる CLは「Common sense & Logic」の略 1



No 校名候補 読み(高等学校は省略） 校名理由 応募数 備考

58 小諸市御園富士見ヶ丘学園高等学校 こもろしみそのふじみがおかがくえん御園は地域名　牧野公時代のお花畠 1 小諸市」が入っている

59 小諸秀峰高等学校 こもろしゅうほう 浅間の峰との元、秀でた生徒に成るように願いを込めて 1
松本秀峰中等教育学校

60 小諸儁秀高等学校 こもろしゅんしゅう 「儁秀」という意味は才能が特に優れていることという意味 1

61 小諸翔音高等学校 こもろしょうおん 新たな音を奏でながらこの高校から羽ばたいて行く 1

62 小諸商音高等学校 こもろしょうおん 小諸商業のイメージと小諸高校のイメージ 1

63 小諸商楽高等学校 こもろしょうがく 普通科に加えて商業科と音楽科を合わせた長野県唯一の高校 1

64 小諸城西高等学校 こもろじょうさい 小諸城跡公園の西側に校舎がある 1

65 小諸城址高等学校 こもろじょうし 小諸で古く有名な場所で日本の名城にも選ばれている 1

66 小諸昇峰高等学校 こもろしょうほう 一つになって上昇気流に乗って更なる発展と飛躍に繋がる願い 1

67 小諸翔嶺高等学校 こもろしょうれい 翔→未来へ世界へ羽ばたいてほしい　嶺→浅間山のイメージ 1

68 小諸曙光高等学校 こもろしょこう 夜明けにさしてくる太陽の光　好転の兆し 1

69 小諸新星高等学校 こもろしんせい 様々な分野の新たな星（事業等）と新高校という新しい星 1

70 小諸昂高等学校 こもろすばる すばるとは一つにまとまるという意味。産学官が一つに 1

71 小諸すみれ高等学校 こもろすみれ 「す」健やか「み」未来を育む「れ」歴史と伝統ある教育 1

72 小諸清風高等学校 こもろせいふう それぞれの科を越えた風通しがいい学校であって欲しい 1

73 小諸星峰高等学校 こもろせいほう ３科の峰、星スターを目指して　峰は高峰山の峰 1 木曾青峰高校と同音

74 小諸晴峰高等学校 こもろせいほう 小諸の美しい晴天と山々に囲まれた自然豊かな地域 1 木曾青峰高校と同音

75 小諸浅秀高等学校 こもろせんしゅう 秀でた若者が多く集まり学ぶ学校 1

76 小諸浅領高等学校 こもろせんりょう 浅間山を望む地で学び目指す道の頂点を極めて欲しい 1

77 小諸総合実践高等学校 こもろそうごうじっせん 「多学科の総合的な学習、地域&社会貢献」「新たな実践」 1 商業科科目名

78 小諸総合中央高等学校 こもろそうごうちゅうおう ３科があり総合的に学べる　小諸市の中央 1

79 小諸総合文化高等学校 こもろそうごぶんか いくつもの科がある要素を一つにした「総合文化」 1

80 小諸創造高等学校 こもろそうぞう 「創造」新しく作りだすという意味の言葉を連想 1 松本国際高校　旧校名

81 小諸創造学園高等学校 こもろそうぞうがくえん 県内に創造学園の名称がない　三科融合 1 松本国際高校　旧校名

82 小諸奏風高等学校 こもろそうふう ３つの学科と地域とのハーモニーを奏でることをイメージ 1

83 小諸奏麗高等学校 こもろそうれい 「奏」統合し３科が融合してハーモニー「麗」成長 1

84 小諸拓未高等学校 こもろたくみ 自分や社会の未来を自ら拓いていく若者が育つ学校 1

85 小諸テトラード高等学校 こもろてとらーど 「普通科」「商業科」「音楽科」そして「地域」の4色が調和 1

86 小諸梅令高等学校 こもろばいれい 梅花教育の「梅」と令和に誕生する高校なので「令」 1

87 小諸梅麗高等学校 こもろばいれい 梅花教育の精神「雪に耐えて梅花麗し」の言葉から 1

88 小諸白雲高等学校 こもろはくうん 千曲川旅情の歌」の詩の一節に「雲白く遊子悲しむ」 1

89 小諸白梅高等学校 こもろはくばい かわいらしいから。 1



No 校名候補 読み(高等学校は省略） 校名理由 応募数 備考

90 小諸飛鶴高等学校 こもろひつる 小諸城の別名白鶴城から「鶴」　学び羽ばたいてほしい 1

91 小諸文教高等学校 こもろぶんきょう 「文化」と「教育」、「文武両道」の「教育機関」 1

92 小諸緑ヶ丘高等学校 こもろみどりがおか 太陽の光を浴び、新緑（若葉）のように強く真っ直ぐに 1

93 小諸未来学園高等学校 こもろみらいがくえん これからの社会で子供達が生きる力を養う未来の教育の場 1

94 小諸みらい総合高等学校 こもろみらいそうごう 誰もが覚えやすくいいやすくの校名　特色が容易にわかる 1

95 小諸未来創造高等学校 こもろみらいそうぞう 小諸の輝く未来を創造する子どもたちの学びの場をイメージ 1

96 小諸明峰高等学校 こもろめいほう 新校が浅間山の峰を明るく照らす存在になって欲しい 1

97 小諸明倫高等学校 こもろめいりん 小諸に初めて設立された学校　藩学校「明倫館」 1

98 小諸山嶺高等学校 こもろやまれい 山と３科の３(さん)頂点を意味する嶺 1

99 小諸結高等学校 こもろゆい これから縁が生まれる方を結ぶ学び舎になることを願って 1

100 小諸結峰高等学校 こもろゆいほう 多くの人やものとつながったり大きく成長する姿に期待 1

101 小諸黎明高等学校 こもろれいめい 新しい時代へ向かい、新しいことに挑戦 1

102 小諸令和義塾高等学校 こもろれいわぎじゅく 令和に統合になるので義塾の名を入れる。 1

103 小諸若葉高等学校 こもろわかば 1本の樹に若葉が萌え出、葉が大きくなっていく様な情景 1

104 三山高等学校 さんざん 三山のように３科が支え合い力強く学びを深めていければ 1

105 三秀高等学校 さんしゅう ３科融合。３科とも優秀で地域に愛される学校 1

106 三葉小諸高等学校 さんようこもろ 三枚の葉　クローバーのように土地に根差す高校 1

107 織成小諸高等学校 しきせいこもろ 学科や教科の枠を越えて、地域と「織り成す」 1

108 諸学研鑽高等学校 しょがくけんさん 多くの学問を小諸で学ぶ　学問を追求し、磨きを深める 1

109 真小諸高等学校 しんこもろ 新しいと真をかけて 1

110 信州高等学校 しんしゅう 長野県の高校に「信州」という名がついている高校がない 1 信州大学

111 新生小諸義塾高等学校 しんせいこもろぎじゅく 小諸義塾の名を残したく、新しく生まれ変わる意味 1

112 すみれ高等学校 すみれ 小諸で発見された花「小諸すみれ」を主な由来 1

113 高峰高等学校 たかみね 地域の名称より 1

114 made in future小諸高等学校 めいどいんふゅーちやーこもろ 多様性を重視しグローカルな視点で未来を想像する教育 1

115 梅桃高等学校 ゆすらうめ 梅桃の花言葉…実に光沢があって輝くように美しい姿 1

116 ライフテック小諸高等学校 らいふてっくこもろ 「life technology」生きていくための学びが存在する学校 1

117 緑風高等学校 りょくふう 豊かな自然の緑にさわやかな風が吹き渡る様子をイメージ 1

118 嶺風小諸高等学校 れいふうこもろ 浅間の嶺からの風に乗って、未来へ羽ばたく 1

119 令和小諸義塾高等学校 れいわこもろぎじゅく 令和に統合になるので義塾の名を入れる。 1

応募総数 211

応募候補数 119


