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新中学校名 パブリックコメント 
１                                                                 （教職員 男性） 

有田中学校・・・短縮した呼び名が有中となり有田中央高校とかぶるので反対！ 
紀州有田中学校・・・長い！書くのも言うのも言いにくい。また紀州有田商工会議所とかぶる。

反対！ 
紀文中学校・・・紀伊国屋文左衛門からとった名前だと思われる。そうだとすれば・・・紀伊國

屋文左衛門については実在説、伝説上の人物説など諸説有り、有田市との関係性も
言うほど高くない。むしろ湯浅町や下津との関連性が高い。また、一代にして巨万
の富を築いた歴史上の有名人（伝説的な内容も多々含まれているが）とはされてい
るものの、最後は破産して哀れな終末をたどったという説や、質素倹約方針を掲げ
る幕府ににらまれ処罰を受けた等の諸説がある。イメージ的には一代で巨万の富を
築き最後はそれを使い果たしてぱっと散ったぱっと出の一発屋的なイメージがあ
る。統合された新しい学校名に名前をつけるのはいかがなものかと思う。 

       また紀文は日本を代表する蒲鉾メーカーなのでそのイメージが強くてカマボコ
屋みたいなので反対！ 

箕島中学校・・・箕島、保田、文成、初島が統合し新たな歩みをスタートさせるのに、箕島はな
いでしょう。保田、文成、初島地域の住民、児童・生徒は吸収合併されるように感
じてあまりいい気しないのでは。箕島にできるので箕島という名前を残したいとい
う気持ちもわかるが、箕島の名前は、高校、小学校、駅名などに残っているのでそ
れでいいのでは。よって反対！ 

有和中学校・・・別に反対ではないが短縮した名前が有中（ゆうちゅう）になり、湯中（ゆちゅ
う）とかぶる。ややこしいのでどっちかというと反対。 

創新中学校・・・箕島、保田、文成、初島が統合し新たな第一歩をスタートさせる。校風、伝
統、文化等も旧四校の校風、伝統、文化を土台として新たなものを創っていく。
最もふさわしい名前であると考えます。大賛成！ 

２                               （一般 男性） 
新校名 「紀文中学校」 夏の「紀文まつり」市民会館「紀文ホール」等あり有田市イコール 

「紀文」というイメージに繋がる。 
「箕島中学校」 地区の名前が残るので４校統合のインパクトが無いので絶対反対。 

３                               （教職員 男性） 
「令和」にはじまる学校ということと「和歌山」から「和」の字の入った名前がいいと思いま
す。「有和」に賛成です。 

４                                     （一般 男性） 
地名が入った校名がふさわしいと思い、紀州有田中学校。有田市内の４中学校が統合するので
有田の地名を入れる。有田と呼ばれる地名等が他地域にもあるので紀州と入れる。            
漢字４文字で長く感じるが、正確に表されている。 
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５                                     （一般 男性） 
創新 
・常に新しいものを創造し、新しい人を育てる積極性を感じる。 
・地域名を冠するのも良いが、新しい学校名については、斬新的なものでも良いのでは。 

６                                     （一般 女性） 
ホームページの集計結果より、「橘花（きっか）」が良いと思います。理由は、訓読みにすると
「たちばな」と読み、有田市に縁（ゆかり）があると思うからです。 
６つに絞り込まれた学校名より、「創新（そうしん）」が良いと思います。理由は、この中学校
が新しいもの（功績など）をこれから創り、築き上げると、この名前より捉えたからです。 
７                              （一般 男性） 
個人的な好みでは、地名よりも意味をもった（理念がこめられた）名前が良いと思う。文成や
耐久、桐蔭、向陽などは独立した響きがある。その観点でホームページにある応募された学校
名を見ると、「志高」「悠和」「有愛」「有徳」など、魅力的な名前があるが、準備委員会で選ば
れなかったのが残念である。 
しぼられた中では、「創新」がいいと思うが、新しい学校の意味でなく、１００年後も新しいも
のを生み出す気概をもってほしいという願いを込めて推薦する。 
８                              （一般 女性 他３名） 
紀文を希望します。 
紀文祭、紀文ホール、有田市には紀文の名が多く付いていて、なじみやすく感じます。 
＜ご家族名でいただいた FAX を、ご意見＜理由＞が書かれていた１通にまとめさせていただき
ました。（事務局）＞ 
９                              （一般 男性） 
・有田・・・佐賀県に有田中学校が存在する。また、有田中央高等学校もあり、まぎらわしく感

じる。 
・紀州有田・・・紀州は有田らしくない。和歌山県全体のイメージがある。 
・紀文・・・紀伊国屋文左衛門の通称であるため、中学生らしくない。 
・創新・・・この中では一番いいと感じる。新しい価値を生み出す中学校としては良いのではな

いか。またこの中にはないが創生（創成）もいいかも。 
・箕島・・・これは現箕島中学校に吸収合併されたイメージがある。 
・有和・・・いい名前であるが、何か新しい中学校としてはインパクトに欠けるように感じる。 
１０                                                          （教職員 男性） 
地元の有田市の特色を生かしながらも、新鮮な学校名がふさわしいと思っています。この６つ
の学校名には、自分が思っているイメージにあてはまるものがありません。「紀州有田」は長す
ぎると思います。「紀文」は人物名なのでもう一つかなと思います。 

１１                             （教職員 男性） 
有田中学校が良いと思います。なぜなら有田市にあるからです。 
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１２                             （教職員 男性） 
① 創新 ② 有和 
統合中学校なので、現４中学校名ではなく、新たな学校名の方が良い。そのため、地名ではな
く、学校名に意味をもたしたほうが良いと思います。  

１３                             （教職員 女性） 
紀文 紀州の紀と文化の文。この組み合わせが良いと思いました。また、音も３音で親しみを
もって呼びやすいと考えます。 

１４                             （教職員 男性） 
有田市のすべての中学校が統合するので、どこか１つの名前が使われるというのは賛成できま
せん。そこで、新中学校名としてふさわしい名前を考えると、有田らしい名前、他のどこにも
ない名前ということで、「紀州有田中学校」が良いと思います。 

１５                             （教職員 男性） 
有田中学校も良いと思いましたが、有田中央高校とややこしくなると考えます。したがって、
「紀州有田」が良いと思います。 

１６                             （教職員 女性） 
中学校名を略して呼ぶときに、「〇中」と呼びやすいかどうかも考えてほしいです。有田市に住
む地域の人たちにも愛着をもって親しまれる名前であってほしいです。 

１７                             （教職員 女性） 
有田中学校は、有田市に新たに出来る中学校なのでいいと思います。 
紀文中学校も紀文ホールがあるのでいいのではと思う反面、紀文まつりのイメージが強いので
どうかなとも思います。どちらにせよ、子ども達のことを第一に考え、地域と交流の深まりの
ある中学校になってほしいです。 
１８                             （教職員 女性） 
有田市全体の生徒が集まるから、中学校名はそれにふさわしいものが良いと考えます。 
つきなみですが「有田中学校」「有田市中学校」のような名前が適しているのではないかと思い
ます。 

１９                             （教職員 女性） 
「紀文」という校名がいいと思います。（読みやすさ、言いやすさ、音のひびき 等から） 
有田市の紀文祭りもイメージに浮かびました。 

２０                             （教職員 男性） 
紀州有田中学校がいいと思います。自分たちのふるさとをほこれる学校名だと思います。 
他の名前になったとしても、自分たちの学校名を何年たってもほこれる、そんな学校名になれ
ばいいと思います。 
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２１                             （教職員 男性） 
有田、もしくは紀州有田のような地方が分かるような中学校名が好ましいです。 
他の地方の方が聞いて有田を連想できないのであれば、公立の中学校として適切なのか疑問が
残ります。学校と地域、保護者が協力し合えるものがいいのかと思います。 

２２                             （教職員 女性） 
・有田は 有田中央高校と間違えやすいと思います。 
・紀州有田は 長すぎると思います。 
・箕島は 残り３校の反対意見が多いと思います。 
・紀文か有和でしょうか？ 
２３                             （教職員 女性） 
紀州有田は長すぎる。紀文、創新はしっくりこない。箕島は一校の名前が残るので反対する人
が多いと思う。個人的には、住所が箕島だし、小学校も高校も箕島なので残してもいいと思
う。 
有田か有和？ 
２４                             （教職員 男性） 
いずれの校名になるにせよ、市民が納得のいく誇れるものにする必要があるといます。候補を
さらに２～３に厳選し、市内で唯一の中学校なのですから、中学生も含めて住民投票をしても
良いと思います。当然費用もかかりますが、有田市の将来を担う子どもたちが通う学校である
と考えると、決してムダなお金ではないと思います。 
＜一つの考え方であると思いますが、「学校名の選定方法」が統合準備委員会で決定し、準備委
員会ニュースで広く市民に広報している段階ですので、このパブリックコメントを市民の声と
して一つひとつをしっかり受け止め、決定いたします。（事務局）＞ 
２５                             （教職員 女性） 
・有田・・・有田中央高校の略と同じになるので、なし。 
・紀州有田・・・長いかなと思います。 
・紀文・・・紀文まつりもあるし、紀文ホールの横に建設されるので良いかと思いますが…。 
・創新・・・有田らしくないです。 
・有和 
・箕島・・・箕島の名称を残すのもいいと思います。 

２６                             （教職員 女性） 
有田市唯一の中学校となるので、末永く市民に愛される校名（長すぎず、呼びやすく、地名が
入っていたり・・・）が良いと思います。しかし、たとえば「箕島」だと市民や保護者の中に
は好ましく思わない人が多数いると思います。（個人的には箕島中学校が一番いいのです
が・・・） 
２７                             （教職員 女性） 
紀文まつりがあったり、分かりやすく、親しみやすいので、紀文中学校が良いと思います。 
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２８                             （教職員 男性） 
有田・紀州有田・・・略称が「ありちゅう」になってしまうので今ある有田中央高校との略称

がかぶってしまうため、ややこしいことになると思います。 
箕島・・・地域や最寄り駅を表すので分かりやすいですが、今まで、説明会などの質疑等にお

いても、統合であって合併ではないと発信してきているのを何度か聞きまし
た。箕島中学校の場所に新しくできる中学校の名称が箕島中学校のままだと、
結局他の３中学校は箕島中学校に吸収合併されたのかという気持ちが強くなる
と思います。この名前でいくとそれぞれの地域で活発な議論になると思いま
す。 

有和・・・有田市と和歌山から由来が来ているのかとは思いますが、「ゆうわ」という名前がい
い名前だが、関西では「ようゆうわ」みたいになるのが個人的にはあまり好ま
ないです。 

創新・・・新しい学校を創るという意味ではいい名前です。ですが、いまいちどこの地域の学
校か他地域の人たちにとってわからないと思います。 

紀文・・・有田市の一番大きなお祭りが「紀文祭り」や有田市民会館「紀文ホール」というよ
うに、有田市にとってなじみのある名前で分かりやすいと思ったのでこれがい
いと思います。商売のためとはいえ、勇気をもって江戸に船を出した紀伊国屋
文左衛門は、これから不安のある中、社会に飛び立つ中学生たちの母校として
ふさわしい名前だと思います。 

２９                             （教職員 男性） 
学校名を聞き、どこにあるか分かることが大切である。有田か箕島が良いのではないでしょう
か。 

３０                             （教職員 女性） 
有田市にある中学校だとわかり良い名前がいいと思いましたが、紀州有田は長い感じがしま
す。 

３１                             （教職員 男性） 
未来に向けて、新しい学校として出発するには「箕島」は過去を引きずる（良くも悪くも）の
でよくないと思う。「有田」がどこか分かりやすいので良いのでは・・・。地名にとらわれない
のであれば「創新」も可。 

３２                             （教職員 女性） 
新学校名にそれぞれ理由や願いがあると思います。現四中学校の校風や新中学校に含めておい
てほしい思いがある学校名になるといいと思います。 
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３３                             （一般 男性） 
「有田」・・・有田郡などの広域を指す地方名であるため、有田市の中学校の名称としては適切

ではないと思います。（紀州有田も同様） 
「紀文」・・・学校名ではなく、「紀文まつり」や「紀文ホール」など興行的なイメージを主に

考えた方が良いと思います。 
「箕島」・・・既存中学校に吸収合併されるように感じる方が多くいると思います。あえて既存

中学校の名称とするなら「文成」の方が良い。 
「有和」・・・地名と「和の有る」という概念を融合させた良い名称だと思います。また、有和

中学校と書いたとき、とてもまとまりが良いように感じます。 
「創新」・・・ソサエティ 5.0 といわれる時代に、中学校を統合し新しいものを創造していくと

いった概念であり良い名称だと思います。ただし、画数が多く、書いたイメージが
若干硬いと感じます。 

【結果】・・・個人的には、有和中学校を推薦します。 

３４                            （一般 女性） 
たくさん応募のあった中から選んだ学校名とは思いますが、行政の香りのする候補になってい
るなと感じました。もちろん悪くはないですが。最先端な学校になるのだったら、斬新な名前
が良かったなと思ってしまいます。どの名前になっても親しみをこめて呼べるのではないでし
ょうか。 
３５                            （教職員 男性） 
・紀州有田中学校 
「紀州」と付く時点で古臭さが醸し出される。そもそも、なぜ「和歌山（紀州）の有田」と説明する
名前を付けなければならないのか？「全国的に『有田』と言えば佐賀県有田町ですが、うちは『和歌
山（紀州）』の『有田』市です。」と言っているようなもの。わざわざへり下る必要はない。このよう
な名前を付けているようでは、「日本で『有田』と言えば『和歌山県有田市』を指す」という時代は永
久に来ないのではないか。 
・有田中学校 
「紀州」の冠が付いていないだけまだましである。しかし、有田市だから「有田」とは何とも単純で
ある。この名前から、学校の目指すべきもの、育てたい人間像、コンセプト、夢、希望…。何もイメ
ージできない。ごくごく単純で発展性のない地元愛のみである。 
・箕島中学校 
４中学校統合は、「４校の良き校風・伝統等を受け継いだ新たな中学校」をつくりだすことであったは
ずである。にもかかわらず、「箕島」のみを冠にするのは、確実な誤りであり、他の３校及びその校区
の住民をばかにしている。そもそも、統合中学校は「新たな」中学校であり、箕島中学校に他の３校
が吸収合併されるわけではない。「良き校風・伝統等」を残し、４中学校は等しく無くなるのである。
「箕島保田文成初島中学校」の方がまだましである。名前の順番でもめると思うが…。 
・創新中学校 
新たな中学校を創造していくという意味が伝わり、分かりやすいと思う。しかし、「創」という文字に
は、「つくりだす・物事をはじめる」のほかに、「傷つける」という意味もある。「刂」には「刀で切り
出す・切り分ける」という意味も含まれている。「統合」とは意味を異にするものだと思うが、いかが
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なものか？また、読み方が、「痩身（痩せた体）」や「喪心（魂が抜けたようにぼんやりすること・放
心・気絶すること）」と同じであることも気になる。 
・紀文中学校 
紀伊国屋文左衛門は湯浅出身である。材木商として身を立て、一代で財を成し、吉原遊郭で毎晩のよ
うに遊女相手に豪遊し、文字通り金をばらまき、最終的に没落したと伝えられている。今の時代で言
えば、IT 企業で成功した成金青年実業家が、東京の風俗街でキャバクラ嬢をはべらせて豪遊し、贅沢
三昧の日々を送り…。そんな決して尊敬に値しない人物の名前を冠した中学校に、子どもたちを通わ
せるのか？夏の一夜をぱっと盛り上がろうという「紀文祭り」であれば、紀伊国屋文左衛門のイメー
ジとも重なるであろうが、公教育の、ましてや神聖なる学校の名前に…。まさか、有田市の子どもた
ちに「紀伊国屋文左衛門のような人生を目指せ」と言うつもりなのか？ 子どもたちから、「学校の名
前になっている紀伊国屋文左衛門について教えてください」と言われたとき、子どもたちに上記のエ
ピソードを語り、「すばらしい人物だろう」と胸を張るのだろうか。そもそも、個人名を学校名にする
ことにも問題があるのではないか。森友問題で国会が揺れていた当時、森友学園の理事長が自身の創
立する小学校に、「安倍晋三小学校」と命名しようとしていたという報道がなされ、日本中があきれ返
っていたことを思い出す。森友学園は公立ではないが、紀伊国屋文左衛門を学校名にすることは森友
学園と同レベルの行為である。ちなみに、嵐の中、みかんを江戸に運んだというのは、文左衛門と同
じ時代の文献には一切出てこず、幕末期に広まったただの伝説であり、作り話の可能性が非常に高い。
そもそも有田市とは無関係の人物である。 
・有和中学校 
これらの候補の中で選ぶのならこの学校名に賛成する。 
「有」の文字には、「有田市」だけでなく、「有る（存在する）」という意味もある。「和」も「和歌
山」だけでなく、「調和・平和・争いの無いこと」という意味がある。「和が有る」中学校というの
は良いと思う。読み方も「融和（うちとけて仲よくなること。仲がよいこと。）」や「宥和（敵を許
し、仲よくすること。）」につながるのも良い。 
３６                            （教職員 男性） 
有和中学校・・・有田市の「有」、和歌山の「和」があり、郷土愛が感じられるようで良い。 
さらに「和」は日本とも捉えることもでき、子どもたちのこれからの世界の広がりが感じられ
るのも良い。また、争いごとがない、性質の違うものがとけ合うといった和が有る学校とも捉
えることができるのも良い。以上の理由で有和が良いと思います。 
３７                            （一般 男性） 
有田市立箕島中学校。箕島は有田市の中心地である。誰もが分かる中学校にしたいから。 

３８                            （一般 男性） 
候補６点、それぞれ思い入れのあるものかと思いますが、残念ながらどれもピンとこないとい
うかドングリの背比べ。ただ聞きなれるとそれなりにふさわしい名になるのかとも思います。
意見を多く集めて決定できれば、それでよいと思います。 
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３９                            （一般 男性） 
①紀文中学校。理由としては、全国で有名な有田代表の紀伊国屋文左衛門の名前は略して紀文
という称号なので適当であると私は思います。 
②有田中学校というのは、有田川町の高校で有田中央高校の略称が有中なので同じなのはまぎ
らわしいと思います。 
４０                            （一般 女性） 
和歌山県の有田市ということで「有和」がいいと思いますが、あまりなじみがないです。有田
市で一つの中学校になるので親しみやすく、言いやすい名前がいいと思います。 

４１                            （一般 女性） 
「有田」を有田川町より前面に出したい！！ 
①「有和」－和歌山県有田市―の中学校が良い！ 
②「紀文」もいいなあ！ 
③「箕島」はやっぱりいい！ 

４２                            （一般 男性） 
箕島中学校でいいと思います。他の地域の方には悪いのですが、全国的に知名度が高いと思
う。 

４３                            （一般 女性） 
地域になじみのある名前が良いと思います。 

４４                            （一般 女性） 
有田は高校にもあるのでまちがえやすいかなと思います。有田中央高校がみんな有中と言って
いるので…。紀文は紀伊国屋文左衛門にちなんでいいなと思います。 

４５                            （一般 女性） 
有和・・・有田市の４中学校が統合で和をつくっていくという意味でいいと思います。有田の

和。４中学校の和。などいろいろな和で地域と繋がっていってほしいと思います。 
箕島・・・４中学校が統合した新しいスタートなのに箕島ではおかしいという意見が聞かれま

す。地域の名前を付けることに何の問題もないと思います。箕島に吸収されるのではな
く４校の統合であるということは今も市民に周知しているし、統合までに広報し続ける
ことと思われます。もっと広い気持ちで考えたらどうでしょうか。 

４６                            （教職員 女性） 
紀州有田中学校や紀文中学校が和歌山や有田を大切にしていきたいという思いが伝わってよい
と感じます。 

４７                            （教職員 男性） 
先行統合時に名称変更を行わないのであれば箕島中学校でいいと思う。 
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４８                            （教職員 ５名） 
箕島の地区にあるので、箕島中学校で良いと思います。 

＜これ以上に理由が書かれていないものはここにまとめました。（事務局）＞ 

４９                            （教職員 男性） 
伝統あるスポーツ学校。「箕島」という名を残し、「箕島中学校」でいきたい。 
  
５０                            （教職員 女性） 
箕島中学校が良いと考えます。現在の箕島中学校の場所に新校舎が建てられ、地域の人も親し
みが持てると思ったからです。 

５１                            （教職員 ４名） 
・「箕島中学校」小学校、高校が「箕島」なので・・・。 
・箕島中学校がいいと思います。一番親しみをもてるからです。 
・地域に根差した名前で、箕島が良いと思います。 
・伝統ある箕島高校に隣接するので、箕島中学校という校名で良いと思います。 

＜似たご意見をまとめました。（事務局）＞ 
５２                            （教職員 男性） 
「箕島」がいいと考えます。 
・統合中学校がある地名であるということ。 
・小中高と箕島という名前であり、箕小、箕中、箕高という連携が大切であること。 
・私自身に有田市＝箕島、有田市の中学校＝箕中というイメージがあり、他地域でも箕島の名

前がとおっていると考える。 
５３                            （教職員 男性） 
どれも良いが、新しくなるなら今までにない名前で「創新」が良いと思う。 

５４                             （教職員 女性） 
「有和中学校」が良いと思います。有田市の「有」と和歌山の「和」の組み合わせであるこ
と、と「和」は令和の和でもあり、新しい時代にできる中学校であるという印象を与える名前
だと思います。 

５５                           （教職員 女性） 
１．「有田」（ありだ）なら、有田市の中学校として大変分かりやすく感じます。中学校が１校

になるので「有田」という地域名をあえて入れることにより「有田」をＰＲしていくことに
もつながるかと思います。 

２．「有和」（ゆうわ）は、６つの中のイメージとして、一番丸くやわらかい感じを受けていま
す。読み方はちがいますが「有田」の「有」という字と「和」、和歌山、和やか、和をもっ
て・・・あとは「令和」の「和」という字が入っているのも印象として良いように思いま
す。 
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５６                           （教職員 男性） 
私は「有和」がいいと思います。有田市の「有」、和歌山県の「和」が入っていること。「和」
には、仲良くすること。互いに相手を大切にし、協力しあう関係にあること。調和のとれてい
ること。といった意味があります。この字の通り、有田市の子供たちが仲良く協力し合って切
磋琢磨していく学校になってほしい。また、有田市４中学校の良いところが足し算（和）され
て、すばらしい中学校になることを願う。 
 以上の理由により、私は「有和」がいいと思います。 
５７                           （教職員 男性） 
創新でどうでしょうか？ 理由は「創」という漢字のもつイメージ＝「創意工夫」「創作」「創
造力」「独創的」など何かを新たに生み出すということが新中学のイメージに合っていると思っ
たからです。有田市新時代の象徴になるであろう新中学校、そこで学ぶ子どもたちが、どこで
も自分らしく有田市の未来を切り開いてほしいという願いも込めて創新中学校を支持したいと
思います。 
５８                           （教職員 女性） 
有田、紀州有田・・・有田という地名は、全国的にブランドで有名なので、「有田」を校名に入

れるといいと思います。 
箕島・・・他の地域から通う子どもたちのことを考えると、あまり選ばないほうがいいのかな

と思います。 

５９                           （一般 女性） 
「有田」 有田中学校で略称が有田中央高校と紛らわしい 
「紀州有田」 商工会議所のようである 
「創新」 瘦身を思い浮かべる 
「紀文」 「有和」 のどちらかかな？ 本当は母校の名称 「箕島」 が良いのですが… 

６０                           （一般 男性） 
「有和中学校」に賛成です。「有」は有田市の一字であり、「和」は和歌山県の一字でもある。
また、「和」という文字を含む言葉の意味として 

①争いごとがなく穏やかにまとまる（平和、宥和、親和） 
②やわらいださま（温和、柔和） 
③全体がほどよくつりあってまとまっていること（調和） 

等があり、「和」の「有」る中学校という意味を込めた名称になると思います。 
６１                           （一般 男性） 
箕島中学校・・・他の地域のことも考えるとあり得ない。また、校歌・校章なども変更しない可

能性もあり、他の地域からみれば吸収されたと感じる可能性があるので反対です。 
有田中学校・・・分かり易く賛成。 
有和中学校・・・有田と和歌山、その他にも「和」には様々な良い意味があるので賛成。 
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６２                           （一般 男性） 
まず、「箕島」については、現在の箕島中学校の敷地に建設するということで、一番多く募集

時にあがっている状況となっているが、現在の４つの中学校が１つになる、有田市唯一の学校
になることを考えてれば、箕島中学校は、あり得ないと思う。箕島中学校区はそれでいいが、
他の地区の住民感情を考えるとそれはない。確かに、箕島小学校があり、箕島高校があるの
で、中学校だけが、別の名前になるのかという考えがあると思う。仮に「箕島中学校」となれ
ば、校歌、校章もそのままとなる可能性が高い。それでいいのかと思う。 
 紀文については、江戸時代の実在したかどうか正確にわからない人物であり、人の名前は、
ふさわしくないと思う。 
 「有田中学校」がありきたりであるが、やはり一番いいと思う。 
（理由：市の名前からとったものであるが、近い将来、市町村合併がもっと進み、有田地方は
１つになる可能性が高い。そうなれば、その時の市の名称も有田市になると思う。それも見越
して、市の名称をとる。今後、１００年は続くであろう、学校名にふさわしいと思う。） 

６３                           （一般 男性） 
昔からの通例で地名を取り入れることは必ずしも必要ないと思います。それよりも名前に込め
られた思いが詰まっていてそのことが感じ取れる名称にする方が大事だと感じます。そこで勤
める先生方や生徒、保護者がどんな中学校になってほしいか！ どういった校風を目指すか！
を選定する際の最も重要な基準とするべきと思います。 
新中学校のコンセプトが明確に「文武両道とＩＣＴ教育の推進～４中学校の良さを継承する
～」と示されているにもかかわらず、「文武両道」や「伝統や文化の継承」が直接感じ取れる名
称が少ないのが残念です。 
候補の中では、『創新』が良いと思います。 
名前の意味をみんなが共有して指針とできるように分かりやすく示して周知すべきと思いま
す。例えば、～ 4 中学校の校風、伝統、文化など素晴らしいところを継承しながら、文武両道
で『新』たな時代を切り開き『創』造していける技術と人間性を育むことができる学校を目指
して ～ 
６４                           （一般 男性） 
「有田市立箕島中学校」が一番いいと思います。 
「箕島中学校」という全国区の知名度を廃止してまで他の学校名にすることに疑問を抱きま
す。スポーツ分野では、現在全国レベルのクラブ（柔道、相撲）が毎年活躍し、公立の中学校
としてはかなり知名度があるほうだと思います（箕島高校も近くにありますし・・・）。 
 もちろん、知名度がすべてではありませんが、現在候補に挙がっている名前にその知名度を
捨ててまで採用する必要性は感じません。 
６５                           （一般 男性） 
「紀文」について 
 有田みかんの販路拡大を図った功績はあるにしても一商売人です。個人名を学校につけるほ
ど有田市に大きく貢献したかは、はなはだ疑問です。吉原の遊郭を借り切り散財したエピソー
ドも聞きます。学校名にふさわしいと思えません。娯楽施設等ならいざ知らず、伝説の人物と
いうイメージで学校名にするのはいかがなものでしょうか。 
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 また、出身地も有田市ではなく湯浅町と推定されていますし、「紀文」というと蒲鉾のイメー
ジもあります。 
「箕島」について 
 4 つの中学校を統合して新しい中学校を現箕島中学校敷地につくるということですので、好ま
しくない学校名だと思います。 

６６                           （教職員 女性） 
・中学校名は〇中と略されることが多いので、有田中学校は「有中」とよばれると有田中央高
校と混同されることがあると思う。 
・校区が広くなり、様々な地域から生徒が集まってくるので箕島中学校のままでない新しい校
名が良いと思う。 

６７                            （教職員 女性） 
有田・・・略して言うと有中となり、有田中央高校とややこしくなる。 
紀州有田・・・四文字は多いと思う。 
箕島・・・場所が箕島中のある所なので、ほかの学校のことを考えると同じ名前ではない方が
よいと思う。 
紀文、創新、有和と書いてみると、創新・・・画数が多い。有和・・・ぱっと見て何と読むか
わからない。 というわけで、「紀文」がいいと思う。 
６８                           （教職員 男性） 
箕島中学校・・・吸収合併したみたいで、箕中校区以外の人々にとってはあまりいい気がしな

いと思います。 
紀州有田中学校・・・少し長いと思います。 
有田中学校・・・地名が入っているので、どこの学校か分かりやすい。郷土に愛着を感じる名

前だと思います。 
有和中学校・・・有田、和歌山ということで、郷土に愛着を感じる名前であると思う。また、

融和とも解釈できよいと思う。 
創新中学校・・・斬新な名前だと思います。 
６９                           （教職員 男性） 
「創新」が良いのではないかと考えます。理由として、自分たちの手で、新しい学校を創って
いくという観点からと、これからの時代を創造していく子どもたちの学び舎として相応しい名
前かと思います。 

７０                           （教職員 女性） 
箕島という地にあるので、「箕島中学校」がよいと思います。 

７２                           （教職員 女性） 
有田市の四校の中学校が１つになって、和やかに学ぶ中学校として「有和」が良いと思いま
す。音の響きも優しくて心地よいです。 
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７３                            （教職員 男性） 
有田市立有田中学校と有田市立紀州有田中学校は響きが好きになれませんでした。有田市立紀
文中学校と言い慣らした有田市立箕島中学校が良いと思いました。 

７４                           （教職員 女性） 
中学校名は、地域名からつけられていることがほとんどだと思います。『有和』は、「有田」と
「和歌山」の頭文字をとってつけられていると思うので、『有和中学校』という名前がよいので
はないでしょうか。 

７５                           （教職員 女性） 
「有和」がいいと思います。ぱっと見た時に「有」という漢字が有田をイメージできるとこ
ろ、音の響きが良いところが理由として挙げられます。 
「有田」は、略した時に有田中央高校と重なるところが、「箕島」は統合の感じがないところが
ふさわしくないと感じます。 
何になるにせよ、子どもたちが有田市の中学生だと自覚できる名前がいいと思います。 
７６                           （教職員 女性） 
「箕島」という今ある中学校名は、地域名からだけでなく、人々の思いのこもった良いものだ
と思っています。これから先もずっと名を残す有田市に１つの中学校ですので、箕島中学校で
どうでしょうか。今ある４中学校以外のものの方がいいという考えもききますが、なじみやす
い他の地域の方からも覚えてもらいやすい名は、「箕島」だと思います。 
絶対に今ある名以外でという意見が多いようなら新しいものを創り出そうという思い（願い）
を込めて「創新」がいいと思います。 
７７                           （教職員 女性） 
「紀文」がいいと思います。 
理由・「有田」だと略して呼ぶとき「有中」になって「有田中央高校」とかぶってしまいそう。 
  ・「紀州有田」はいいと思うのですが、「紀州＝和歌山」という気がするので・・・。 
  ・「箕島」になると、今まで箕中校区でなかった子どもたちやその保護者に方たちがあまり

いい感じがしないのかなと思いました。 
  ・「紀文」は紀文ホールも近くにあるし、響きもいいし、有田市らしいかなと思います。 
７８                          （教職員 女性） 
箕島中学校が良いと思います。私の出身は下津町ですが、有田市の地名で一番先に出てくるの
は「箕島」です。箕島駅、箕島高校は県下、全国的に知名度が高いと思います。有田というと
佐賀県にもあるし、紀州有田は長いと思います。新しい中学校ですが、箕島にあるから箕島で
良いと思います。 

７９                          （教職員 男性） 
箕島中学校が良いと思います。箕島の名を残したいと思いました。 
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８０                          （教職員 女性） 
「有田中学校」か「箕島中学校」がいいと思います。「創新」は、どの地域の学校名でもいけそ
うな気がします。伝統ある現在の学校名（箕島中学校）や有田をＰＲできるような名前（有田
中学校）は、子供たちの「郷土愛」を育んでいく上で、ふさわしい学校名になると思います。 

８１                          （教職員 女性） 
和歌山県の「有田」であることが分かる名前であれば良いのではないでしょうか。有田焼の九
州有田でないことが分かる方がよいと思います。 

８２                          （教職員 男性） 
どこに建っているかがわかりやすい学校名が良いと思います。そのため、私は有田中学校か箕
島中学校がわかりやすいと思っています。 

８３                           （教職員 女性） 
有田市の中学生みんなで将来の有田の姿を考えていく、和やかなみんな住みやすい有田市に、
活気のある街にしていってくれるといいなと思います。「有和」。 

８４                         （教職員 女性） 
誰もがぱっと読めて分かりやすい方がよい。地域に根付いた名前がいい。（有田・箕島） 
創新は新しい学校という思いはわかるが有田のイメージではない。 

８５                         （教職員 男性） 
「箕島」が良いと思います。はじめは吸収合併されたようなイメージを持たれることは否めま
せんが、１０年後、２０年後、そのまた先の未来を考えると、最も納得いくように感じるから
です。 

８６                         （教職員 男性） 
「箕島中学校」分かりやすいので一番いいと思う。 

８７                         （一般 男性） 
「紀文」に賛成です。紀伊国屋文左衛門にちなんだ「紀文まつり」が今年で４０回を迎えた。
「紀文」の名称は有田市民に親しまれている。 

８８                         （一般 女性） 
今まで通り地域名でもある「箕島中学校」でいいと思います。 

８９                         （一般 男性） 
箕島・・・現行の箕島中学校以外の地域からの反発が予想されるのでは。 
有田・・・有田地方全域のイメージが強すぎるのでは。 
紀文・・・会社名、店名等いろいろあり、隣町に記念碑（海南市、湯浅町）にあるので考えて

しまうが、その分メジャーであり記憶に残りやすいと考えます。隣町との船出の地論
争に一石を投じるかも。 
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９０                         （一般 女性） 
「創新中学校」が相応しいと思います。 
統合することについては様々な意見や想いが各人にあると思いますが「子どもたちのために統
合する」という１つの目標に向かって進めていくことが、今は大切だと思っています。 
そのことをふまえた上では、「有田」や「箕島」といった特定の地域や地方の名前を揚げるよ
り、「新しく創っていく」という子どもたちの希望や未来への期待を考えた時「創新」という名
が６つの中では一番適当かと思います。 
「紀文」というのは、紀伊国屋文左衛門のことを思い浮かべますが、有田みかんを全国に広め
たという功績はあるものの、一方では吉原遊郭での散々を考えれば、学校という教育を司る場
にはふさわしい名前とは思いません。よろしくお願いします。 
９１                         （一般 男性） 

合併中学校案ついて、私はみかんの郷「有田（ありだ）」に賛同します。有田市の真ん中を流
れる有田川、来年３月１日地元の方々が紀文会館において上演される有吉佐和子さん作の「有
田川」。因みに和歌山市には紀の川中学校がありますね。わたしは、有田川中学校という名が閃
きました。隣接する有田川町にはこの名前の中学校は存在しませんね。しかし、この名を頂戴
させていただくことは出来ませんからね。 

今後、通学方法やその他多くの課題がございますが、どうぞよろしく、私たちの力の及ぶ限
り協力させていただきます。 

私は昭和２８年３月（７．１８大水害の年）文成中学校の卒業生です。ちょっとのタイミン
グで災害は逃れましたが、子どもたちの通学の安全が先ず第一でしょう。昭和１２年生、８２
歳です。先日はご丁寧なご説明頂きましてありがとうございました。 

 
※たくさんのパブリックコメントをありがとうございました。統合準備委員会ではこれらのご意見を参考

にして協議し、新中学校名を決定いたします。 
※書いてくださった理由の中心部分に、事務局で下線を引きました。 

 


