
議案第３号 

 

 

鳥取県立夜間中学の校名について 

 

鳥取県立夜間中学の校名について、別紙のとおり議決を求めます。 

 

 

 

 

 

令和４年１２月２２日 

 

 

 

鳥取県教育委員会教育長  足 羽 英 樹 

 

 

 

 



鳥取県立夜間中学校の校名について 

 

 

 鳥取県立夜間中学の校名について、下記候補１、候補２のいずれかに決定したい。 

  

記 

 

候補１  鳥取県立まなびの森学園 

 

候補２  鳥取県立星空学園中学校 
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 資料 

鳥取県立夜間中学の校名候補等について 
 

令和４年１２月２２日 
小中学校課 

 
１ 校名候補について 

 ＜候補１＞鳥取県立まなびの森学園 ＜候補２＞鳥取県立星空学園中学校 

選

定

理

由 

応募者が学校を「森」、先生を「森の木々」、生

徒を「いろとりどりの鳥」に例え、入学する生

徒の姿を描きながら思いを込めたように、「森」

は様々な生命が宿り、活動し、くつろぎ、生き

ている場である。森には、それだけ多様な生命

を生み出し、包み込む偉大な力がある。また、

「まなび」にはコンセプトにもあるように、多

様な生徒が安心して学んだり、ともに学び合う

仲間とつながったりして、夢や目標に向かって

はばたいていけるよう、後押しをしていくメッ

セージが込められている。まさに学校は、集う

生徒たちの学びにチャレンジする願いに応え、

自分らしい学びを実現することを目指すもの

であるため、学校の名称にふさわしい。 

鳥取県は星取県のネーミングでアピールするな

ど、県民にも「星」はなじみのある漢字。夜は

暗いイメージも連想されるが、応募理由にもあ

るように星は夜空で「輝き」、「目指す」ものに

も例えられ、プラスのイメージや前向きな意味

があるものである。昼間の太陽に変わって、夜

間の「星空」には無数の星がいろとりどりに光

り輝いており、生徒たちにも自分らしく輝いて

ほしい、未来の夢や目標に向かって行ってほし

いという思いを込めたい。また、星に願いをか

けると叶うという古来のいわれもあり、コンセ

プトにあるように、学びたい願いを叶え、よろ

こびを実現する教育活動を行う学校の名称にふ

さわしい。 

応

募

理

由 

学校を森、森を形成する木々の１本１本を先生

方、そしてそこに集う様々な生徒さんたちを

「いろとりどりの鳥」とイメージしました。い

ろいろな事情で学校に行けなかった人たちが、

新しい気持ちで、勉強だけでなく人とのつなが

りや生きる喜びを知ってもらいたいという思

いから、漢字の「学び」ではなく、ソフトな「ま

なび」にしました。 

・様々な理由で学ぶことができなかった方が星

空の下、夜間中学で学び、いろとりどりの才能

を星空の星のように光り輝かせることができる

事を願って星空中学にしました。 

・星取県の鳥取であること、夜間の夜空である

こと、ひとりひとりが輝く一番星であることを

願ってこの校名にしました。 

・夜間は暗いイメージがあるので、夜になると

見えてくる星空にしました。光り輝く星が希望

あるように思いました。 

 

２ 校名選考に関する経緯について 

（１）校名決定までの経緯について 

○９月２１日から１０月２０日までの期間   

全国から校名を公募（応募数：７０名から８７件） 

○１１月 ４日 県立夜間中学設置準備等に係る懇談会で意見聴取 

○１１月１６日 校名候補について委員全員で協議 

（２）校名選考基準について 

 【 校名選考基準 】（募集時に公表） 
 

① 県立夜間中学の［コンセプト］をイメージしたもの    

② 生徒が夜間中学に誇りと希望を持てるもの 

③ 広く県民に親しまれ愛されるもの                  

④ 自身が創作した名称で、他の名称や商標などに類似していないこと 

⑤ 「夜間」は、校名に入れないこと  ※必ずしも「○○中学校」としなくてもよい 

※ 校名候補については、応募者の意図を損なわない範囲で一部修正・補作することもある。 

Administrator
2



県立夜間中学　応募校名一覧 【参考資料】
応募数　７０人から８７件

No. 校名案 ふりがな 備考

1 鳥取県立あけぼの中学校 とっとりけんりつあけぼのちゅうがっこう

2 鳥取県立明未来 とっとりけんりつあみく

3 鳥取県立因幡ひかり中学校 とっとりけんりついなばひかりちゅうがっこう

4 鳥取県立いろどり学園 とっとりけんりついろどりがくえん

5 鳥取県立いろどり学園 とっとりけんりついろどりがくえん

6 鳥取県立色鳥学校 とっとりけんりついろとりがくこう

7 鳥取県立いろとりどり中学校 とっとりけんりついろとりどりちゅうがっこう

8 鳥取県立因伯中学校 とっとりけんりついんぱくちゅうがっこう

9 鳥取県立因伯兎中学校 とっとりけんりついんぱくとちゅうがっこう

10 鳥取県立かがやき（輝き） とっとりけんりつかがやき

11 鳥取県立かみひこうき中学校 とっとりけんりつかみひこうきちゅうがっこう

12 鳥取県立輝望学園中学 とっとりけんりつきぼうがくえんちゅうがく

13 鳥取県立暁講館中学校 とっとりけんりつぎょうこうかんちゅうがっこう

14 鳥取県立教養学院 とっとりけんりつきょうようがくいん

15 鳥取県立教養学園 とっとりけんりつきょうようがくえん

16 鳥取県立教養キャンパス とっとりけんりつきょうようきゃんぱす

17 鳥取県立教養スクール とっとりけんりつきょうようすくーる

18 鳥取県立教養中学校 とっとりけんりつきょうようちゅうがっこう

19 鳥取県立金星学舎 とっとりけんりつきんせいがくしゃ

20 鳥取県立金鵬学園 とっとりけんりつきんほうがくえん

21 鳥取県立光鵬学園 とっとりけんりつこうほうがくえん

22 鳥取県立向未来中学校 とっとりけんりつこうみらいちゅうがっこう

23 鳥取県立光葉未来中学校 とっとりけんりつこうようみらいちゅうがっこう

24 鳥取県立こころ場 とっとりけんりつこころば

25 鳥取県立湖星学園 とっとりけんりつこせいがくえん

26 鳥取県立コネクトスクール とっとりけんりつこねくとすくーる

27 鳥取県立湖北鳥中学校 とっとりけんりつこほくどりちゅうがっこう

28 鳥取県立湖山彩開中学校 とっとりけんりつこやまさいかいちゅうがっこう

29 鳥取県立湖陽中学校 とっとりけんりつこようちゅうがっこう

30 鳥取県立彩花中学校 とっとりけんりつさいかちゅうがっこう

31 鳥取県立彩喜星中学校 とっとりけんりつさいきせいちゅうがっこう

32 鳥取県立彩光学園 とっとりけんりつさいこうがくえん

33 鳥取県立彩志学園 とっとりけんりつさいしがくえん

34 鳥取県立さきゅう中学校 とっとりけんりつさきゅうちゅうがっこう

35 鳥取県立三喜中学校 とっとりけんりつさんきちゅうがっこう

36 鳥取県立三喜星空学園 とっとりけんりつさんきほしぞらがくえん

37 鳥取県立子明館 とっとりけんりつしめいかん

38 鳥取県立翔鳥中学校 とっとりけんりつしょうちょうちゅうがっこう

39 鳥取県立親和学園 とっとりけんりつしんわがくえん

同じ校名で別の方が応募
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40 鳥取県立青雲学校 とっとりけんりつせいうんがっこう

41 鳥取県立星彩中学校 とっとりけんりつせいさいちゅうがっこう

42 鳥取県立星道中学校 とっとりけんりつせいどうちゅうがっこう

43 鳥取県立清明中学校 とっとりけんりつせいめいちゅうがっこう

44 鳥取県立TDC学園 とっとりけんりつてぃーでぃーしーがくえん

45 鳥取県立十色学園 とっとりけんりつといろがくえん

46 鳥取県立鳥取歩み中学校 とっとりけんりつとっとりあゆみちゅうがっこう

47 鳥取県立鳥取市スカイスター中学校 とっとりけんりつとっとりしすかいすたーちゅうがっこう

48 鳥取県立とっとり中学校 とっとりけんりつとっとりちゅうがっこう

49 鳥取県立とっとり星宙学園 とっとりけんりつとっとりほしぞらがくえん

50 鳥取県立とっとり夢ヶ丘中学校 とっとりけんりつとっとりゆめがおかちゅうがっこう

51 鳥取県立ともいき中学校 とっとりけんりつともいきちゅうがっこう

52 鳥取県立飛来中学校 とっとりけんりつとらいちゅうがっこう

53 鳥取県立鳥学舎 とっとりけんりつとりのまなびや

54 鳥取県立トリピー とっとりけんりつとりぴー

55 鳥取県立虹色きらり とっとりけんりつにじいろきらり

56 鳥取県立ハートフルスクール とっとりけんりつはーとふるすくーる

57 鳥取県立花咲く中学校 とっとりけんりつはなさくちゅうがっこう

58 鳥取県立万象の鳥中学校 とっとりけんりつばんしょうのとりちゅうがっこう

59 鳥取県立陽野木学園 とっとりけんりつひのきがくえん

60 鳥取県立ふくろうの学舎 とっとりけんりつふくろうのまなびや

61 鳥取県立ふもと中学校 とっとりけんりつふもとちゅうがっこう

62 鳥取県立併進中学校 とっとりけんりつへいしんちゅうがっこう

63 鳥取県立星色中学校 とっとりけんりつほしいろちゅうがっこう

64 鳥取県立星空学園 とっとりけんりつほしぞらがくえん

65 鳥取県立星空中学校

66 鳥取県立星空☆中学校

67 鳥取県立星とり中学校 とっとりけんりつほしとりちゅうがっこう

68 鳥取県立星取中学校 とっとりけんりつほしとりちゅうがっこう

69 鳥取県立蛍 とっとりけんりつほたる

70 鳥取県立ほたる野(の)中学 とっとりけんりつほたるのちゅうがく

71 鳥取県立学び野スクール とっとりけんりつまなびのすくーる

72 鳥取県立学びのプラットホーム とっとりけんりつまなびのぷらっとほーむ

73 鳥取県立まなびの森 とっとりけんりつまなびのもり

74 鳥取県立学び舎　知喜里 とっとりけんりつまなびや　ちきり

75 鳥取県立まなび・YA スクール とっとりけんりつまなびやすくーる

76 鳥取県立未来のための学校 とっとりけんりつみらいのためのがっこう

77 鳥取県立明星中学校 とっとりけんりつめいせいちゅうがっこう

78 鳥取県立明鵬学園 とっとりけんりつめいほうがくえん

79 鳥取県立百ノ輪中学校 とっとりけんりつもものわちゅうがっこう

80 鳥取県立夜間キャンパス とっとりけんりつやかんきゃんぱす

とっとりけんりつほしぞらちゅうがっこう

校名の読み方は同じ
（ほしぞら）
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81 鳥取県立夜間スクール とっとりけんりつやかんすくーる

82 鳥取県立夜間中学校 とっとりけんりつやかんちゅうがっこう

83 鳥取県立夕日学園 とっとりけんりつゆうひがくえん

84 鳥取県立緑新学校 とっとりけんりつりょくしんがっこう

85 鳥取県立わかとり中学校 とっとりけんりつわかとりちゅうがっこう

86 鳥取県立明笑学園 応募時に記載なし

87 鳥取県立明照学園 応募時に記載なし
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