
高校名
応募
件数

理由

1 飯能高校 飯能市を代表する県立高校として上記校名を希望します。
来年創立100周年を迎えるにあたり、伝統ある飯能高等学校の名を存
続させていただきたく、希望します。
埼玉県西部地区を代表する創立百年の伝統校である上記校名を存
続させたい。女子校から共学校に変わった伝統校の名を残したい。
伝統ある飯能高等学校の名を存続させていただきたく希望します。
飯能市を代表する名称であること。また、地域と協働するとなれば、
「飯能」の名称が相応しいということです。
伝統をそのまま残したい
伝統ある校名を残したい。
出身地の名前がついた校名を遺したいと思います
26000人以上の卒業生。来年は100周年の伝統校である。地元に多く
の卒業生が居り、昔から親しまれている校名。地元の人達の心が離
れないように。
私は飯能市在住者であり、また飯能高校の卒業生でもあります。伝統
ある飯能高校の名を新高になっても継承していただきたいと思ってお
ります。
歴史ある飯能高校の名称を後世に残したいから
飯能の名前は、高等女学校から飯能高校に引き継がれ、100年という
歴史的重みの中に存在します、胸を張って伝統ある飯能の名前を残
しましょう。
私自身が卒業生であり、私の母、伯母、兄、姉、いとこと、親族に多く
の卒業生がおります。伝統校です。飯能高校の名前をなくしてはなり
ません。
一時の思い付きによる校名は、時の経過とともに色あせていくもので
す。50年後、100年後においても、飯能地方を代表する燦然と輝く高校
であり、校名であってほしいと願うからです。（Simple is the best）
市街地に学校があることから｢飯能｣が相応しい。また、地域と協働す
る高校とあるので、｢飯能｣の名称が相応しい。
来年で開校100周年という歴史と伝統を残し、地域に根付いた校名で
あってほしいので｢飯能｣が相応しいと思います。
地元、飯能の名前を残したい。
母校の名を残したい
飯能を象徴する高校として飯能高等学校の名は残すべき
母校の名前が残って欲しいので。
存続して欲しいから
あの場所に昔からある高校の名前をこの先もそのまま存続させたいと
いう気持ち一心です。
地域と協働する高校と言うなら飯能の名前が相応しいです！
100年以上の歴史があるので。
歴史のある名前だから
飯能市で最古の歴史を誇る飯能高校以外考えられません。
飯能高校の同窓生27000人あまり、飯能市内はもちろん各地で活躍し
ています。同窓生の気持ちを考えても、100周年を迎える伝統ある飯
能高校という名前は残してほしいものです。
飯能出身です。地元高校として地名を残したい
飯能高校の卒業生です。歴史ある伝統校です。この校名以外考えら
れません。残して欲しい校名です。
長い歴史があり伝統ある高校、地域に根づいている飯能高等学校、
この校名はを残していくべきと思うため。
自分が卒業した母校の名前はなくなってほしくないから。慣れ親しん
だ校名ですから。
百周年記念と言う歴史ある伝統を残して頂きたい　そして　伝統を遺し
つつ新たなる発展を飯能高等学校で作っていただきたいです　卒業
生より
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飯能高校 ①飯能市を代表する高校であり➁もともと飯能高校のみだった③統合
しても飯能高校に戻るのが良いのでは！④統合により特色が今回変
化しても、更にまた変化することもありえる。いつまでも「飯能高校」で
よいのでは！
飯能市出身です　飯能高校は100年ほどの歴史ある学校です　合併
は仕方ないですが、飯能に昔からある飯能高校の名称は絶対に残す
べきだと思います
伝統ある飯能高等学校の名前を残したいです。
伝統ある飯能高校の名前を残したいと思うので
今まで通り。変える必要はないと思う！
現状の名前のまま希望です。変更する必要ないと思います。
曽祖父が、自分の出身校だから名前をそのまま残したいと言っていた
から
知り合いのおじいちゃんが、自分の出身校の名前を残したいと言って
いたため。
母校の為。
長い歴史のある学校ですから、飯能高校以外に思いつきません。地
元住民も「はんこう」と呼んで親しんでいます。
飯能市内にあり、開校100年の歴史があるから。
伝統ある飯能高校の名前を残してほしい。飯能にある高校なので一
番わかりやすいと思う。
伝統ある名前を引き継ぐべきと考える。
飯能市にある高校だから
創立１００周年を迎える伝統高であり、地元の卒業生も多く、広く市民
に愛され、定着しているため
伝統ある「飯能高校」を是非、残して欲しいと考えております。よろしく
お願い致します。
飯能高校の卒業生です。是非飯能高校の名前を残してください。審議
をし直して頂きたいです。歴代の先輩方、女学校の先輩方に顔向けで
きません。よろしくお願い致します！
飯能高校は歴史ある学校であり、名前を変える必要はないと思うし、
変えないで欲しい。飯能市の誇れる高校にしたいのなら、そのままの
飯能高校で問題ないと思うので。
飯能南高校は当時の生徒数増加に対応するために新設された高校
です。統合はやむを得ないが、校名は飯能高等学校にすべきです。
100年という伝統ある飯能高校の名前を残して欲しい。
自分が卒業し、歴史がある為
伝統ある校名を残して欲しい。
伝統ある飯能高校の名前を是非残していただきたいです！
卒業生です　飯能高校　の名前を残して下さい
飯能高校の名前を残したいから
同窓会生一同百周年を迎えるにあたってがんばって活動しています。
個人的にも母姉妹弟の出身校の伝統校を生かしていただけたら・・と
強い思いです。
伝統ある地域の名前は残していただきたいと思う。
伝統を続けてもらいたい
伝統ある飯能高校の名前は変えたくありません。飯高は永遠です。
創立100年の伝統があり、飯能市にただ一つとなる県立高校であれ
ば、飯能高校とするのは単純明快です。
私は89才卒業生です。母校名は、飯能高校しかありません
卒業者としては現状のままがいいです。
数年後には百周年を迎える伝統ある飯能高校の名前を変えるわけに
はいきません！
伝統のある我が母校の名を変えたくはありません。
飯能高校の歴史ある名前を残したい
もうすぐ100周年を迎える伝統ある飯能高校の名前を後世まで残した
い卒業生です。在学中に旧飯能女学校の校歌が現在の校歌に変更
され、二つの校歌を卒業式に歌ったという唯一の学年です。



飯能高校 百年続く学校で地域に馴染んでいる名称なので、変更する事なくこの
ままの名称でお願いします。
伝統ある「埼玉県立飯能高等学校」の名称はかわる事なく、このまま
使用して下さい。
大正時代より続く伝統の名前　戦後共学にしても「女学校」の字を取っ
ただけで飯能の町より市になって変らずシンボルの一名です・・・。ぜ
ひ飯能高校として下さい。
飯能高校100年の伝統・歴史をつぶさないでほしい。
馴染みがあり好きだから。
飯能市の学校であるので、飯能高校とするのが最もよい。
校名を変える必要がない。
飯能市にある飯能高校が良い
飯能高校100年の伝統、歴史をつぶさないで。
飯能高校のままで良い
校名変更は税金の無駄
名前の変更は必要ない
そのままでよし。
伝統・歴史ある校名を変える必要はない。
変更する必要がないと思うので。
長く地域に馴染んだ校名
新校でも校名を変える必要はない。
100周年になろうとする歴史を考えて下さい
校名を変えて欲しくないので。
校名は変えないでほしい
校名は変えないでほしい。あの場所にあるのは「飯能高校」です。
ぜひ母校を残してください。
校名を変える必要はないと思います
校名を変えないでほしい。
「飯能」の文字に思い入れがある為
在学しているので途中で名前が変るのは反対、将来、母校の名前が
無くなっているのも悲しい
伝統を受けついで下さい。
歴史ある校名を残してほしい
長く地元に親しまれた校名だと思います
伝統　歴史がある。
名前を変える必要がない
飯能高校の卒業生ですが、校名が変ってしまうと卒業が否定されたよ
うになるから。
合併と校名変更は関係ない。
伝統・歴史ある校名を変える必要はないと思う。
飯能にある公立の高等学校だから
飯能高校100年の伝統・歴史をつぶすな
名前を変える必要なし
卒業生の一人として愛着があるため、校名は変えないでほしい
伝統ある校名を残してほしい
何かにつけて施設の名前が変わる時代ですが、存続することにも価
値が高まるのではないでしょうか。校名は継続してください。
名前を変える必要がない。
校名を変える必要はない
地域で愛されている学校だから。自分の卒業した学校だから。
卒業生のため馴染みがある
校名が変わったら、卆業生が悲しむ
母校の名を残す事を希望する。
弟の卒業した高校で名前に愛着がある。
親しみのある名称だから。
伝統ある校名であり変更する理由はない
歴史があるので引き継いだら良いと思う
自分の卒業した高校だから。
校名が変わって喜ぶ人はいないと思う。



飯能高校 新校でも校名を変える必要はない
飯能で高校と言えば飯能高校だ
親しみのある「飯高」。名称（校名）が変わってしまうと寂しい気持ちに
なります。伝統ある「飯能高校」を守っていきたいです。
飯能高校の名前を残したい
税金の無駄
変えてほしくないし、変える必要もないと思います。
校名を変えずに継続を願いたいです。
校名を変えないで欲しい
入間市に嫁いで５０年。飯能高校に通っていた頃がなつかしいです。
校名は変えないで欲しいです。変える必要はないと思います。
飯能高校100年の伝統・歴をつぶすな。
校名を変えるべきでない
校名をかえないでほしい
変える必要はない。
飯能高校を卒業して５３年。これからも飯能高校は不滅です。校名を
変えるのは反対です。
飯能で高校と言えば「飯能高校」だ
校名を変えないで
飯能といえば飯能高校であるべき。
変更する必要性を感じない
飯能に１校であるのに飯能高校を変える必要はない。
飯能高校100年の伝統を守って
100年の伝統、歴史を持つ飯能高校の卒業生の一人として校名を変
える事には反対です。飯能高等学校は不滅です。
校名を変えるのは反対です。変える必要もないと思います。
卒業生の気持ちを踏みにじるな。
飯能で高校と言えば飯能高校だ
県の勝手な方針で伝統ある校名を変えてはいけない。
伝統校だから
歴史の重みは継続することによって生まれるので継続を望みます。
校名を変えるのは反対だ
飯能で高校と言えば飯能高校である
新校でも校名を変える必要はないです
飯能高校100年の伝統・歴史をつぶさないでください。
飯能という名を残してほしい
県民は校名変更を望んでいない。
100年の伝統をつぶすな
卒業生の気持ちは同じだと思います。飯能高等学校の100年続いた
灯を消さないで！
100年の伝統ある飯能高等学校の卒業生として新校でも校名は変え
てほしくないです。
地域を代表する由緒ある名前だから。
ここで創立100周年を迎える歴史ある飯能高等学校の名前、そして地
名としても市内にひとつだけになる県立高等学校として飯能の名前は
残して欲しい｡残すべきだと思います｡
お願いします。
まもなく100周年を迎える飯能高校はすばらしい伝統のある学校で
す。なつかしく口ずさんでいた校歌が変ったことにも淋しさを感じてい
たところに、今、又校名まで変ってしまっては悲しくなります。
飯能高校の卒業生として、母校の名前を残したいから
100年を迎える伝統校に新しい名前はいらないと思います。私、飯能
高校の野球部OB会長を20年になりますが、校名が変わったら解散と
なることは絶対に避けたいです。
シンプルに飯能高校に統一を希望するします。
伝統ある学校なのでそのまま名前を残しておきたい。
「はんこう」の名前を残したいから



飯能高校 100年以上も伝統がある飯能高校の名前がなくなってしまうのはおか
しいと思う。やはり出身校の名前がなくなるのは寂しいし、南とか付い
てる学校は後から開校した学校だから。
飯能市の高校であり、歴史を残したい。
歴史ある学校なので、今までの学校名をそのまま残したい。
飯能市内の2校が合併するため　あえて新校名を作る必要性を感じな
いため　伝統と歴史がある高校名をどちらかでも残すべきと考えるた
め
飯能高校の名前を残したい。
歴史ある立派な高校なので、名を残したい。
飯能の名前を残したい
卒業生なので。
シドニーオリンピックの男子マラソンに出場した川島伸次さんが卒業し
た飯能高校の名を残してほしい！
母校のため
私の出身校です。その名前まま残して頂きたく申請致しました。
埼玉県立飯能高校は創立1922年で、来年100周年を迎えます。これを
機に校名は残し、新たに生まれ変わった新生高校として盛り上げてい
きたいと思います。
来年100周年の飯能高校の名前を残して下さい
伝統があり母校だから
飯能市内の学校だからシンプルに現在の飯能高校の名称を残した方
が良いと思う。
歴史と伝統がある「飯能高等学校」の名前を残したいため。飯能市に
ある「飯能」とつく高等学校が一つになるならシンプルに「飯能高等学
校」がいいと思う。
歴史があるから
伝統ある名前を残したい。
以前からある学校名でわかりやすい。
伝統ある飯能市の高校の名前を残したい
校名を変えることを望んでいる県民はいないと思います。飯能高等学
校が一番良い校名だと思います。
100周年の伝統ある名前をなくして欲しくない。
市区町村名そのままの学校はいわゆる名門高となるため(例　川越高
校、所沢高校、浦和高校、大宮高校等)
歴史ある飯能高校の名前をこの先も残して欲しいと思うから。
伝統ある飯能高校の名前を残したい。
創立100周年を迎える愛着のある伝統校の名前を絶やさないでもらい
たい。
100周年を迎える伝統ある学校の校名変更を望んでいない。
そのままの名称がよく、変更を望んでいないため
地元に馴染んでいる飯能高校のままで良いと思う。娘もホッケー部と
して卒業しても飯能高校という名前が残っている方がいいとの事で
す。
伝統ある校名を変える必要はないので
伝統ある学校を失くしたく無いからです。
飯能にある高校だから、飯能高校のままで良いと考えます。今までつ
ちかった、100年の歴史は残したいです。
飯能高等学校の卒業生であり、長い歴史を更に伸ばす、校歌を歌い
続けたい思いから現状維持を希望します
もうすぐ100周年を迎える伝統校であるため、また、娘の卒業した高校
でもあるため、名前を変更して欲しくありません。
地域と協働を考えるなら、100年も伝統ある校名を変える必要もなく、
そのまま残してほしいです。
飯能高校の方がしっくり来るのではないかと思います。わざわざ合体
したから名前まで変えなくても良いと考えます。



飯能高校 ・流行りなどにながされない単純明快なものが良いため
・地名「飯能」がわかりやすいため
・飯能高校と飯能南高校が合併し市内唯一の県立高校となり飯能○
○高校と区別する必要がないため
飯能市に古くからある伝統ある飯能高校の名前を残していただきた
い。
・公立としての役割は地名や伝統を後世に残すことを第一とし、歴史
ある郷土が愛されるよう名称をもって全国にPRすべき。
・野球など全国大会の際、応援されやすく寄付金が集まりやすい。
飯能高等学校は、1922年開校の飯能実科高等女学校を経て、現在に
至っている歴史ある学校であり、地域住民にその名が浸透している。
統合を理由に校名を変更する必要はないと考える。
伝統高の名前を絶やしたくない。
創立100年の伝統校の名前を絶やしたくない。
長い歴史を誇る名前を残したい
所在する市の名前、伝統を考慮するとこれしかない
そのままの方が分かりやすいから。
飯能に女学校として設立されて歴史ある高校として地本に根づいてい
ると思います。新しい名前にしないで欲しいと思います。
暦史ある高校だからそのままで
合併とは関係ない
馴染みの校名を残してほしい
変更する必要はないと思います
変更しなくて良い
卒業生としても、ぜひ校名を残して伝統ある飯能高校を継続していた
だきたい。
新校でも校名を変えないで下さい。
100年の伝統と歴史をこれからも守るべきと考えるため。
飯能高等学校は伝統校であるため
この名称に愛着があるから
伝統や歴史のある校名を残してほしい。校名も文化的な遺産ととらえ
ていただきたい。
飯能にある高校なので「飯能高等学校」が良い。
伝統ある校名をそのまま残して欲しい。
飯能高校100年の伝統・歴史が薄れてしまう。卒業生の気持ちを考え
て欲しい。
校名を変える必要はない。
合併と校名変更は関係でいでしょ！！
変えなくてよい
校名を変える必要はないと思うから。
・学校が移転するわけでないので、校名を変える必要はないと考えま
す。
変える必要がないため。
校名を変えるのは反対だ。
校名にはその学校の性格だけでなく卒業生や在校生全ての性格を表
す、シンボル的意味がある。
校名を変えないでほしい。
校名を変える必要はないと思います。
校名を変えないで欲しいです。
歴史ある高名を残すべき。
歴史と伝統を重んじてほしい
伝統校名を残すべき
校名は変えないで欲しい。
生徒の増加によって飯能南高校が新設されたもので、近年の生徒の
減少による合併は、元に戻るということで、現在の校名を使用するの
が理想的、現実的である。新たに新校名を付けたとしても特にメリット
はない。
新校になったとしても校名を変える必要はない。
飯能高校100年の伝統・歴史をつぶすな。校名を変えないでほしい。



飯能高校 「飯能」と名の付いた学校が合併するので、わざわざ新しい校名にし
なくてよい。
地元飯能の歴史と共に歩み、100年の伝統を誇る飯能高校の校名
は、飯能市であり続ける限り絶対残すべきです。
伝統校なので校名は変えたくない
伝統ある校名を残したいから
経費削減の為にも変えないでほしい。
飯能高校100年の伝統・歴史を大切に継続して下さい。
名前を残したい
校名変更によって、莫大な無駄な経費がかかる。
校名を変えないでほしいから
飯能市出身なので「飯能」の名称がついてほしい
「飯能」にある高校だから
飯能を代表する高校だから
地域の皆様にとってなじみ深い名前だと思います。
飯能で高校と言えば飯能高校だ。
新校とはいえ、元の学校なのだから
伝統ある校名を変えないでほしい。
名前を残したい。
地域になれ親しんだ名前であるから
卒業生なので変えないでほしい
飯能高等学校の歴史があり、これからも永遠に残して下さい。
市内で県立高校が一校となるため「飯能」を残して欲しい。①を希望し
ます
校名を変えても、誰も喜ばない。飯能で高校と言えば飯能高校です。
卒業生の気持ちを大切に
そのままでよい
飯能高校の名を残してほしい！
飯能の文字が入っていて飯能愛を入れたいので。
その名前がいいから。
飯能高校100年の伝統・歴史をつぶすな。
歴史を重んじるべき。
100年の伝統を守りたい
伝統と歴史ある校名変えないでほしい。
子供の母校で変更してほしくない。
昔からある名前で皆が知っているから。
100年の歴史・伝統のある高校の名前変えないでほしいです。娘の母
校です。
元ある名前で皆が分かりやすいから。
飯能高校は伝統ある学校なので、そのまま名前を引き継いでほしい。
母校です。　校名を変えないでほしい。
校名を変える理由はない。無駄使いになる
校名を変えるのは反対です
歴史と伝統を残したい。
飯能高校100年、この歴史をつぶさないで！！これからも150年、200
年へと繋いで欲しいです。
同じ敷地なので、校名は変えないでいただきたい。
はんのう高校です。飯能高校の卒業生です。この伝統ある校名をぜ
ひ残したいです。飯能市に飯能の付く校名がないのは、とても寂しい
事です。是非とも飯能高校にして下さい。
長い歴史のある飯能高等学校ですので校名を変更せずに、「埼玉県
立飯能高等学校」を継続してほしいです。
名前がなくなるのはさみしいです。
約100年の歴史がある名前を変えてしまうのはもったいないと思う
校名を替えてほしくないです。
卒業生として100年の歴史をなくさないで欲しい
新校でも校名を変えないでください。



飯能高校 飯能高校の場所に新たな学校を設置する、とのことですのでそのまま
飯能高等学校で良いと思います。又、飯能市内には公立高等学校は
１つになるわけですし、飯能高等学校がふさわしいのでは？
飯能高校の歴史と伝統を大切にして欲しい。高校の思い出は卒業生
にとって財産
飯能高校の卒業生として、校名を変えないでほしい。
卒業生として校名を変えないで欲しい。
100年を迎える学校の伝統が消えるのは悲しい事です。残して下さ
母校の名前を残したいため
校名を変えないで欲しい。学校の歴史を大事にすることは教育で必
要。
飯能高校100年の伝統・歴吏をつぶすな！！
校名を代える必要はないと思う
校名を変えて喜ぶ人は、一人もいない。
飯能にある「飯能高校」は県下に知られている。飯能にある高校なの
で「飯能高校」が一番分かりやすいと思う。
飯能高等学校という名前が好きだから
飯能高等学校という伝統を考えてほしい
伝統のある飯能高等学校という名を残して頂きたいです。
飯能で高校と言えば飯能高校。郷土の誇り。
母校を大切に残していたい。
母校なので、名称を残して欲しい。
校名は卒業生にとって大切。変えないで欲しい。
飯能高校卆業生として校名を変えないで欲しい。
飯能にある「飯能高校」です。変える事に反対します。
飯能高校100年の歴史を０ゼロにして良いはずがありません。絶対
「飯能高校」
私は８２才になります。飯能高校での思い出は消えません。何万人も
いる卒業生は悲しむだけ。飯能高校は飯能高校であるべきです。
名前は変えない方が良い
飯能高校100年の伝統・歴史は郷土・卒業生の誇り。
変える必要はない
校名を変更する必要はない
飯高は歴史ある学校ですので残してほしい。
変えないで欲しい
飯能という校名を残してほしい
飯能市にある昔からなじみのある名前だから、変える必要はない。残
してほしい。
愛着があるため
卒業生だけでなく、多くの人になじみのある学校だった為、校名を残し
ても良いのではないかと思う
卒業生です。「飯能高校」の名前がなくなるのは悲しいです。
飯能市にある学校　飯能高等学校でよいのでは。女学校から共学
ずっと飯能高校だったのでは。合併という考え方がおかしいのでは。
市民としては「飯能」を残して欲しい。
伝統を重んじたい。
創立100年の歴史があり、飯能の文字を変えたくない。
飯能高校、飯能南高校は伝統ある高校であり、「飯能」は新校名とし
て必要なものと思います。地元の住民からも現両校は認知されてお
り、新校になっても親しまれ発展すべき高校として期待されるものと思
います。
校名を残したい。
飯能市内唯一の公立高校となるならば、「飯能高等学校」という校名
は継承するべき。
校名を変えるのは反対
伝統ある飯能高校の名を残してほしい
飯能にあるからです。



飯能高校 もともと飯能に一校あった高校が「飯能高校」であった。今度飯能に県
立高校が一つになるのだから、知名度も伝統もある「飯能高校」に戻
せばよい。
地元の校名を残してほしい
新校でも校名を変更する必要はない。
飯能高校100年の伝統と歴史をつぶすな。
校名を変えても、誰も喜ばないと思います
校名を残して欲しい。
昔しからの伝統を考えて、飯能高等学校の名を残すべきです。
校名の変えて喜ぶ人は一人もいない。
飯能高校100年の伝統と歴史を大切にして欲しいです。
変える必要はないから
歴史ある伝統のある名前を変更してほしくない
飯能高等学校は飯能市のシンボルです。
飯能のシンボルを無くさないでほしい。
今回合併する飯能南高校は、飯能高校から別れたものであり飯能高
校は古くから飯能市に合った学校です。それが元にもどるという意味
では、飯能高校が良いと思います。
卒業生の気持ちを踏みにじるな！！！！
新校でも校名変更の必要はない
伝統ある学校です　校名を大切にしていただきたいです。
慣れ親しんだ校名なので、そのまま残して欲しいです。
そのままの名前で良いと思うから。
飯能高校100年の伝統・歴史を残してほしい。
飯高100年の伝統と歴史をつぶしてほしくない。
校名を変えないでいただきたい。
伝統をつぶさないでほしい
伝統ある飯能高校の名を残したい
長い伝統が有り「飯能」を入れる事で埼玉県内の位置がわかり市民に
とっては振興の為にも「飯能」をなくしたくない。
飯能高校100年の伝統・歴史をつぶさないでほしい
飯能高校は創立100周年を迎え、統合後も新飯能高校として、活躍を
期待する。市民には飯高として、馴染みがあるため。
飯能高校の卒業生です。思い出ある母校の名称をぜひ残して頂きた
いと思います。
ぜひ母校の名前を残して欲しいです。
歴史ある母校の名前を残したいから
母校の名前を残したい
母校の名前を残したいため
卒業生なので母校の名前を残して欲しいと思った為
歴史ある名前を残して頂きたい
残して欲しいです。
通えないと思うと淋しい
伝統ある高校をなくして欲しくないです。飯能高校として残して欲しい
娘の通った学校です。残して下さい。
飯能になくてはならない学校
校名を変えるのは反対だ
新校でも校名を変える必要はないと思う
名前を変えずに飯能高校として残してください！！
残して欲しい
昔からあった学校です。残すべきだと思います。
残して下さい。
校名を変えないで欲しいから
新しい時代も飯能高校を引き継いでほしいから
卒業生としては、ぜひ慣れ親しんだ校名を残してほしいです。
飯能南高校は、後で出来た高校であり、その高校が無くなるのであれ
ば元々の飯能高校で良しと思う。
シンプルで覚えやすい名前がいいと思うため
どちらの名前も入っているから



飯能高校 伝統ある公立高校ですので、色々あると思いますが、校名を変える必
要はないと考えます。

2 飯能で中心になるような学校になって欲しいから
地域の中央にあり。歴史を大切に発展は飯能の中央から
飯能高校と飯能南高校の両方をとった名前にしたいと思った。
なんとなく
・飯能という地域ブランド名は今後も登用したい。
・歴史、伝統、文化、自然景観（特に天覧山はまちのシンボルであり埼
玉県景勝地指定第一号）それらの宝庫であります。県内はもとより都
内はじめ各地域からの知名度も高く親しまれ交流人口800百万人超え
年々伸長している。

3 天覧山高校 現在、統合前夜で生徒の様子をみています。地元への親しみが強く、
特に高校を囲む自然によく触れ、のびのびと過ごしている生徒が多い
と感じます。新校でも、「天を覧す」山の名に倣い、健やかに次世代の
学びを牽引してくれる学校ができてほしいと願い、理由にかえさせて
頂きます。
飯能市街を一望でき、奥武蔵や奥多摩の山々の他、遠く富士山を望
むこともできる天覧山のように、素晴らしい生徒を育成する地域に根
ざした高等学校になるよう願いを込めてつけました。
天覧山は、子どもの頃から遠足などでも慣れ親しんだ飯能市を代表
する山です。明治時代に天皇陛下が登ったことからつけられたこの名
前は、響きもよく、愛され、新校に相応しいと思います。
飯能市に馴染みのある山で響きも良くかっこいいから。

4 奥武蔵小学校、奥武蔵中学校があるのに奥武蔵高校はないから。
地名より。
飯能市は武蔵国（埼玉県）の奥武蔵と言われ、また奥武蔵駅伝が盛
んで有名だから。

5 名称をひらがな化して親しみやすさをねらって
飯能高校OBとして「飯能」に愛着があり、残したいため。
漢字から平仮名に変えることによって飯能高校、飯能南高校のこれか
らを感じてほしい。

6 新しく令和時代に生まれ変わる飯能の高校として
慶応、明治、昭和そして平成の校名があるから、それに続けて。
飯能に開校するということと、令和という時代に新たな風を校内に取り
入れ、学校があることで周囲に良い影響が生まれるといいなと思うか
らです。

7 新飯能高校 2 元々の名前を変えたくないので、ただ新しくなったことを伝えるというこ
とで、新をプラスすればよいのではと思った。

8 探究活動に力を入れ、生徒一人一人が真に輝くことのできる学校。飯
能南高校の文化祭が真輝祭と呼ばれていたことから、飯能南高校と
共に新校となるのだという気持ちを表せる。
ここで学ぶ学生が真に輝ける人になり、輝ける人生を歩んで欲しい・
事実上南高校がなくなる形なので何か残しておきたくて南高の文化祭
が「真輝祭」なのでそれをいれたかった。

9 飯能南高校の校歌の歌詞「清新の我が学びやよ」から。新校の清々し
く新しいイメージに合っていることと、合併される飯能南高校と共に新
校となるのだという気持ちを表している。
統合される飯能南高校の校歌に「清新のわが学び舎よ」の一節があ
ります。飯能南高校の歴史と伝統も受け継ぐ学校であって欲しいと思
います。

10 〇飯能高校、飯能南高校とも「飯能」という共通名称があり、これは愛
着と地域性があることから残したいと思います。
〇両校に共通するのは恵まれた自然、特に入間川（名栗川）の清流
です。
〇「清流」には清い流れのほか、「潔白な人たち」という意味もありま
す。
飯能高校と飯能南高校は入間川にほど近い立地です。新校には、入
間川の清流のように、清廉潔白で、人々に元気を与えるような人物を
輩出して欲しい願いを込めました。

飯能清流高校

飯能真輝高校 2

飯能清新高校 2

奥武蔵高校 3

はんのう高校 3

飯能令和高校 3

飯能中央高校 5

4

2



11 飯能の先頭に立つ学校となるよう希望を込めて
「第一」とつく高校がいくつかあるため

12 飯能高校と飯能南高校の歴史を最大限残し、飯能のシンボルでもあ
る天覧山に因んで｢飯能天覧｣高等学校としたい。
現在、統合前夜で生徒の様子をみています。地元への親しみが強く、
特に高校を囲む自然によく触れ、のびのびと過ごしている生徒が多い
と感じます。新校でも、「天を覧す」山の名に倣い、健やかに次世代の
学びを牽引してくれる学校ができてほしいと願い、理由にかえさせて
頂きます。

13 新校の目指すスローガンにあるように、地域と協働をテーマに考えた
時、西川が当てはまり飯能らしさを表せると思ったので。又、北川や南
川と準える事ができるとも思います。
飯能市は西川材木で栄え、新しい高校も栄えて欲しいため。

14 飯能は、緑が多くいところ、川の風も気持ちがいいから
「緑と清流のまち飯能」という意味と、新風を吹き込み永く繁栄してい
ければ良いと思うからです。

15 飯能奥武蔵高校 1 飯能は森の都　森林と農の連携とか、江戸からすれば西の方の川か
ら来る木材によって飯能が栄えたとされているし　西川材などの名称
奥武蔵駅伝競走、フィンランドなどと国際交流、新たな産業価値に取
り組もうとしている市　武蔵の国の奥にある奥武蔵高校　自然に囲ま
れ動植物・野鳥の生息などとハイキングなどでもにぎわっているのか
なと思うのです

16 飯能緑清高校 1 飯能市は、緑と清流の町とされています。
17 むさしの緑能高校 1 「飯能高校・飯能南高校どちらの校歌にも武蔵野と出ていた。飯能市

は緑や水、自然を大切にしながら暮らしを守るというホームページを
拝見し、緑を入れたいと思いました。」

18 むさし緑能高校 1 「飯能高校・飯能南高校どちらの校歌にも武蔵野と出ていた。飯能市
は緑や水、自然を大切にしながら暮らしを守るというホームページを
拝見し、緑を入れたいと思いました。」

19 飯能和高校 1 令和の和、日本の和、和やかな雰囲気な学習、そんな意味を込めて
案とさせていただきました。

20 丘の森学園高校 1 飯能は、上(丘)にあり、森に囲まれているから。
21 緑ヶ丘高校 1 緑に囲まれたところに、飯能はあるから。
22 飯能緑英高校 1 飯能市民憲章の一文にある緑と清流に映える豊かな環境の中で英知

を極め心豊かな人間に成長して欲しい思いを込め緑と英知を当て飯
能緑英高等学校とした。

23 武蔵野ヶ丘高校 1 昔、飯能も武蔵と呼ばれていて、東京、埼玉の中でも、飯能は山に囲
まれていて、上(丘)にあるから。

24 あけぼの飯能高校 1 あけぼの…は夜明けや明るくなる頃を意味するようです。合併によっ
て新しくなるのと飯能の自然さも表れていて良いと思いました。地名も
入れる方が分かりやすいと思いました。

25 飯能新高校 1 新しいから
26 さいたま飯能高校 1 埼玉県の高校であるので
27 天覧高校 1 天覧山の愛称を利用して
28 飯能銀河の丘高校 1 ムーミンは商標等で厳しいことが予測されるため、ムーミンの舞台フィ

ンランドが位置する北極圏を意識して、オーロラの見える銀河のごと
く、生徒の進路も広げてほしいため。

29 ムーミンの丘高校 1 ムーミンによって偉大なる知名度を得た飯能にて、「地域の魅力ある
観光資源及び産業資源等を活用し、地域の皆さまと課題に取り組む
「地域と協働」を進める」という目標に合致。

30 飯能グロリア高校 1 豊かな高校生活を通して輝ける未来を描いてもらいたい。また、呼び
やすさ、覚えやすさも重視しました。

31 飯能緑栄高校 1 緑豊かな飯能で学び、繁栄をを込めました。
32 飯能つつじが丘高校 1 つつじは飯能市の花であり、丘上の土地に位置するため。
33 飯能英俊高校 1 英俊＝「才知などが特に優れていること」の意。飯能新校の方針であ

る「進学を重視し地域と協働する高校」にも沿う。全国に同名の学校
が存在しない。

34 飯能新緑高校 1 豊かな自然の中でのびのびと学んでいってほしいです。よろしくお願
いします。

飯能天覧高校 2

飯能西川高校 2

飯能緑風高校 2

2飯能第一高校



35 朝日高校 1 飯能高校の校舎の東から昇る「あさひ」がすばらしいので、春、夏、
秋、冬とちがった情景を見ることが出来ます。（近くに住んでいます）

36 あさひ高校 1 飯能高校の校舎の東から昇る「あさひ」がすばらしいので、春、夏、
秋、冬とちがった情景を見ることが出来ます。（近くに住んでいます）

37 飯能翠覧高校 1 公立トップ横浜翠嵐高校と天覧山の緑のイメージの組み合わせ。
38 飯能翠嶺高校 1 飯能市にある奥武蔵の山々のみどりの嶺が美しい姿を表わしている

麓の所在である。
39 飯能武蔵高校 1 私立複数、都立もある。威風堂々張り合うのもよし。
40 飯能陵和高校 1 奥武蔵連山を仰ぎ、共に和して学ぶ。
41 シン・飯能高校 1 飯能高校と飯能南高校が統合し、真の飯能高校となるため。
42 飯能新星高校 1 ２つしかない県立高校の合併に少子化の波には勝てない残念さと同

時に新しい時代が期待できる名前にしたいと思いました
43 またなか高校 1
44 まちなか高校 1
45 魚食隊高校 1 魚を食べると頭がよくなるから
46 三内丸山高校 1 三内丸山遺跡に興味があるから
47 ポヨンポヨン高校 1 ポヨンポヨン弾力性がありそうだから
48 奥武蔵飯能高校 1 学校の所在地が、埼玉県南西部の山岳、丘陵地帯の総称である奥武

蔵にあり、地域性を感じられる校名と思う。
49 加治高校 1 昔からある加治と言う地名を大事にしたい。加治小学校、加治中学校

はあるが、加治高校はないから。
50 飯能藍碧高校 1 川や山など、飯能の自然豊かな風景を連想させるため。
51 飯能フロンティア高校 1 フロンティアというキーワードが下記の点などからも合致しているよう

に思いました。飯能は埼玉県の中でも辺境である（悪い意味ではな
い）。飯能駅も北欧風に生まれ変わっている→目新しく（開拓された）
デザイン在学中も卒業後もフロンティア精神（旺盛な意欲と行動力、前
人未到の分野に踏み込むことを恐れない勇気）を大切にして欲しい。

52 緑進高校 1 緑の中で自分の道を捜せる高校
53 光華高校 1 花が咲くよう光の道に導ける高校
54 飯能協栄高校 1 地域と「協」働し「栄」える
55 飯能共清高校 1 地域と友達と「共」同し「清」らかに
56 飯能清栄高校 1 「清」らかに「栄」える
57 飯能あけぼの高校 1 明るく爽やかな雰囲気の校名を考えました。
58 飯能大志高校 1 青年期の三年間を大きな夢、希望、志をもって学校生活を送ってほし

い、という願いからです。
59 多峯主高校 1 飯能に位置する丘陵を名に冠し、地域の教育施設としての役割を果

たす。二校が統合されるという意味も含めて、多くの峯があるというこ
とも多様性の時代にあってふさわしいのではないかと思い提案しま
す。

60 双柳高校 1 古来からの地名の歴史的由来を考えて大切にするという趣旨から。
二つの学校の統合としてもふさわしいのではないかという観点から。
「飯能」という市名にこだわることなく、地域に根差した高校づくりもよ
ろしいのではないかと思います。私立の高校名などを考えてみると、
理想を象徴する名前も考えられますが、あまりにもかけ離れた名称は
かえって遊離してしまうところもあります。実はあとから伴えばよろしい
のではないかと思います。

61 飯能山なみ高校 1 飯能南高校は、式典や行事の時に伝統的に全力で校歌を歌ってい
る。その校歌の歌い出しが、「山なみ」である。コロナ禍で歌えない
日々が続いているが、この伝統を残してもらいたい。

62 令和飯能高校 1 新しい時代を感じさせてくれそうな名称だから。
63 西武飯能高校 1 校舎の北側に第一グラウンド、第二グラウンドがあり、その中央を西

武秩父線が走りという単純な理由です。
我が家のベランダから、校舎の三階、四階の部分が見える所に住ん
でいます。



64 西武高校 1 飯能市は埼玉県で最も西部に位置した市町村であります（因みに、秩
父地方は北部）。そして、歴史的にも規模的にも埼玉西部の代表的な
市であります。
飯能市に隣接した西武町がありましたが、入間市に統合されて西武と
いう地名はなくなりました。今は西武小、西武中と公立の学校がその
地名を使っているのみであります。しかし、埼玉県西部を表すのに最
も相応しい地名は「西武」ではないかと個人的には思います。
そこで、埼玉西部を表すのに最も相応しい地名「西武」を、埼玉西部
の代表的な市であります飯能市唯一の高校名にしたら良いのではな
いかと思います。そして、県立高校は私立と違い、特定の地域からし
か通学できません。
例えば、秩父地方は「秩父」という固有名詞が全国的にも有名です。
埼玉西部は東京と秩父の通過点程度の認識しか持たれていません。
埼玉西部地域も全国的に有名になってくれることを期待しています。
「西武高校ってどこにあるの？。」「飯能市だよ」こんな会話で、飯能市
も今まで以上に認識されるのではないかと思います。

65 青天高校 1 2023年に飯能新高が開校で、2024年に新紙幣の発行（最高紙幣の顔
は渋沢栄一）である為、タイミング的に　また、年齢層（10代後半の若
者の勢い）からも、目標に向かって進む　良い校名になるかと思いま
す。
渋沢栄一関連の名称は、あるいみ埼玉県民の特権で、校名の所有
（青天）は早いもの勝ちだと思います。
よろしくお願いします。

66 飯能諏訪八幡高校 1 昔から飯能市を護っている諏訪の神と八幡の神に由来します。
67 飯能中央みらい

学園高校
1 歴史と文化を歩み埼玉または日本の中心になる人材を育て上げる様

な未来に躍進する学校になってもらいたいから。
68 飯能翔栄高校 1 とんでさかえてもらいたく。
69 飯能昌平学園高校 1
70 飯能武蔵平高校 1
71 飯能清翠高校 1 飯能の清い水や清い山の美しさを「清翠」の語に託しました。
72 飯能明高高校 1
73 飯南高校 1 飯能高校と飯能南高校の一字を採用して飯南高校としました。
74 飯能蒼穹高校 1 青い空そのままです。飯能高校の入学説明のパンフレットの様に澄み

渡る青空に生徒たちが飛躍する様。
75 飯能天籟高校 1 天籟とは風の音、自然の音を自然多き飯能の高校と言う事と天覧山

の天を取り地元からも愛される高校となる様に。
76 飯能新協高校 1 飯能の２校が協力し、新しい伝統をつくっていくから。
77 はんのき高校 1 昔榛の木がいっぱい生い茂っていた所から飯能市という地名になった

と聞いたことがあります　榛の木は雑木ですが社会に根ずき地を支え
るそんな生徒を育成する高校としてこの名前を考えました

78 飯能武蔵栄高校 1 武蔵の国飯能に高校及び市が栄えますように。
79 飯能栄和高校 1 飯能にあるということと、学校に関わる人々はもちろん、学校があるこ

とによって地域や街がいつまでも和を持って栄えていけばいいなと思
うからです。

80 中央高校 1 飯能の中央の部分にあるから。 
将来中心となって動いて欲しいから。

81 せせらぎ飯能高校 1 飯能市はせせらぎの音色でいやされています。川は穏やかに流れ、
又時には急流となり日々変化していて、正に人生模様を現わしている
事からも、未来ある若者には、その変化にも対応できる力を身に付け
て欲しいと願います。

82 飯能学院高校 1 ・飯能という地域ブランド名は今後も登用したい。
・歴史、伝統、文化、自然景観（特に天覧山はまちのシンボルであり埼
玉県景勝地指定第一号）それらの宝庫であります。県内はもとより都
内はじめ各地域からの知名度も高く親しまれ交流人口800百万人超え
年々伸長している。

83 葵高校 1 葵の漢字と花の、「太陽の方向に向かって成長する」という意味から、
葵のような凛とした生徒で溢れることを願って。

84 彩玉高校 1 埼玉の彩の国から彩をとって彩玉高等学校。
彩のように十人十色で、互いを尊重しあう生徒を目指して。



85 彩和高校 1 彩の国の彩。日本の伝統のような和を取り入れた。十人十色を目指し
て。

86 清快高校 1 生徒に快く、清く、生活して欲しいから。
87 飯能清明高校 1 飯能の清流の近くに学校があること、明るく地域との協働に取り組ん

でほしいという想いから。また二十四節気の「清明」は、生命が清らか
に、はつらつとするころで、高校生らしさもあるため。

88 緑川高校 1 これでみどりが(か)わと読みます。飯能は緑がおおく、また飯能川とい
う川もあります。そんな大自然がたくさんある中に立っている高校だか
ら

89 夢眠高校 1 これでムーミンと読みます。飯能は新しくムーミンバレーパークが出来
たことでたくさんの観光客の方がいらっしゃいます。

90 飯能光高校 1 ひかり輝いてほしい
91 飯能光星高校 1 これでこうせいとよみます。飯能はこれから星のように輝いて埼玉県

を明るくして言って欲しいから
92 いいのう高校 1 ひらがなの校名の方が誰にでも親しみやすいから
93 信仰高校 1 勉強に頑張る
94 飯能校 1 なんでも良いと思った
95 飯のう新高校 1
96 飯能光陵高校 1 光のように明るい生徒達になってほしいから
97 飯能創知高校 1 創造力と知識のある高校となってほしいため


