
第２回小金井市市歌選定委員会 資料４
平成３０年３月１９日

市歌制定に係る市民アイデア集計結果（意見全て）

応募場所

第一小学校 1 しぜんが多い 1 さくら
第一小学校 2 優しい人が多い 2 優しい人が多い
第一小学校 3 ほっこりしていておちついている 3 桜
第一小学校 4 こきんちゃん 4 学校
第一小学校 5 ジブリ 5 子ども
第一小学校 6 桜 6 市民
第一小学校 7 自然がいっぱい 7 くじら山
第一小学校 8 笑顔 8 くじら山
第一小学校 9 緑豊かな町 9 桜
第一小学校 10 自然豊かな所 10 こきんちゃん
第一小学校 11 桜 11 緑がいっぱいある公園
第一小学校 12 ジブリ 12 桜が咲く
第一小学校 13 住人がいて心地よい。 13 桜
第一小学校 14 いなかっぽい。 14 桜
第一小学校 15 桜 15 桜
第一小学校 16 桜。 16 桜。
第一小学校 17 桜の町 17 桜舞う
第一小学校 18 緑豊かな町 18 こきんちゃん
第一小学校 19 ほのぼのとした町 19 笑顔
第一小学校 20 とりあえず歩けば坂が見つかる 20 桜
第一小学校 21 桜が有名、きれい 21 野川
第一小学校 22 桜 22 あいさつ
第一小学校 23 自ぜんたくさん 23 こきんちゃん
第一小学校 24 桜 24 小金井市
第一小学校 25 楽しい学校のこうてい 25 桜
第一小学校 26 一个充滿自然和美愛的城市 26 桜
第一小学校 27 桜 27 山
第一小学校 28 野川 28 小金井市
第一小学校 29 きれいな水 29 みんなえがお
第一小学校 30 自然 30 自然十分丰富
第一小学校 31 たくさんの自然 31 毎一个人心里都充満愛
第一小学校 32 明るい 32 桜
第一小学校 33 さくら 33 豊かな緑
第一小学校 34 さくら 34 鳥
第一小学校 35 あわおどり 35 野川
第一小学校 36 自然豊か 36 桜
第一小学校 37 静か 37 平和
第一小学校 38 自然がいっぱい 38 桜
第一小学校 39 自然がたくさんある。 39 緑
第一小学校 40 町の人々が優しそう。 40 文化
第一小学校 41 キレイな町並み 41 小金井公園
第一小学校 42 桜 42 桜
第一小学校 43 こきんちゃん 43 急な坂
第一小学校 44 桜 44 緑がたくさん
第一小学校 45 自然がたくさんある。 45 平和
第一小学校 46 さくら 46 桜
第一小学校 47 楽しい 47 公園
第一小学校 48 桜 48 田舎でもなければ都会でも無いちょうどいい町小金井
第一小学校 49 自然がいっぱい 49 桜さく町小金井
第一小学校 50 桜 50 桜
第一小学校 51 こきんちゃん 51 花びらひらひらピンク色
第一小学校 52 桜 52 みんな
第一小学校 53 やさしいかんじ 53 楽しい
第一小学校 54 緑がきれい 54 好き
第一小学校 55 桜 55 自然あふれる小金井市
第一小学校 56 平和な町 56 桜
第一小学校 57 桜 57 子どもも大人もお年寄りも楽しめるまち
第一小学校 58 学校が多い 58 自然豊かなまち
第一小学校 59 自然 59 こきんちゃん
第一小学校 60 桜の町 60 桜
第一小学校 61 桜（さくら） 61 楼
第一小学校 62 自然が多い 62 豊かな自然
第一小学校 63 さくら 63 小金井桜
第一小学校 64 自然野菜がある 64 桜
第一小学校 65 さくらがさいて、えがおがいっはい。 65 みんなが優しい
第一小学校 66 桜 66 小金井桜
第一小学校 67 自然が沢山広がっている 67 黄金の水
第一小学校 68 桜 68 小金井神社
第一小学校 69 みんなやさしい 69 桜
第一小学校 70 ほがらか 70 さくら
第一小学校 71 桜 71 桜がキレイ
第一小学校 72 坂が多い 72 イトーヨーカドー
第一小学校 73 自然が多い 73 えがお
第一小学校 74 こきんちゃん 74 さくら
第一小学校 75 東京にしては木とかがたくさんある。 75 桜
第一小学校 76 さくら 76 江戸東京建物園
第一小学校 77 桜がきれい 77 小金井公園

小金井市の歌にどんな言葉を入れたいですか？あなたが小金井市に持つイメージは何ですか？
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第一小学校 78 桜 78 桜
第一小学校 79 桜と昭和な町 79 ほがらか
第一小学校 80 萌える緑のまち 80 えがおあふれる
第一小学校 81 しぜんがいっぱい 81 桜
第一小学校 82 さくら 82 こきんちゃん
第一小学校 83 こきんちゃん 83 桜
第一小学校 84 あかるい場しょ 84 くじら山
第一小学校 85 桜 85 野川
第一小学校 86 あたたかい町 86 駅伝
第一小学校 87 桜がたくさんある 87 ひらひら
第一小学校 88 宮崎はやお 88 桜
第一小学校 89 ジブリの元 89 山桜
第一小学校 90 自然がたくさんある 90 小金井桜
第一小学校 91 ジブリ 91 桜の町
第一小学校 92 自然が多い 92 さくらのようにきれいな町
第一小学校 93 ジブリ 93 野川
第一小学校 94 自然がいっぱい 94 くじら山
第一小学校 95 桜 95 坂
第一小学校 96 ほっこり 96 むじな坂
第一小学校 97 優しい 97 はけの森
第一小学校 98 大通り（十字路） 98 桜
第一小学校 99 坂のまち 99 コスモス
第一小学校 100 自然がいっぱい 100 湧き水
第一小学校 101 桜の衛 101 古里
第一小学校 102 江戸（野菜） 102 小金井市しあわせ。
第一小学校 103 小金井公園 103 公園がいろいろなところに！
第一小学校 104 たくさんの桜 104 小金井公園
第一小学校 105 桜が散っている卒業式？ 105 公園がたくさん。
第一小学校 106 たくさんの桜 106 桜がきれい。
第一小学校 107 桜 107 木が多い。
第一小学校 108 ジブリ 108 公園
第一小学校 109 江戸東京野菜 109 自然
第一小学校 110 自然が多い。 110 桜
第一小学校 111 自然が多い 111 野川
第一小学校 112 桜 112 桜
第一小学校 113 公園がいっぱいある 113 野川
第一小学校 114 緑がたくさんある。 114 桜
第一小学校 115 自然が多い 115 桜
第一小学校 116 桜 116 ふんわり
第一小学校 117 ジブリ？ 117 ほっこり
第一小学校 118 自然が多い 118 桜
第一小学校 119 やさしい 119 桜
第一小学校 120 小金井小次郎 120 野川
第一小学校 121 はけの道 121 小金井神社
第一小学校 122 桜 122 わっがほこりの小金井市
第一小学校 123 小金井公園 123 桜
第一小学校 124 江戸野菜 124 小金井公園
第一小学校 125 はいゆうしろたゆう 125 桜
第一小学校 126 はけの森 126 自然
第一小学校 127 野川 127 桜
第一小学校 128 小金井公園 128 自然
第一小学校 129 桜の街 129 公園
第一小学校 130 自然がいっぱい 130 くりやま公園
第一小学校 131 水がきれい 131 野川公園
第一小学校 132 ゴミの分別にきびしい 132 じゃのめ
第一小学校 133 自然がいっぱい 133 桜のマンホール
第一小学校 134 緑がたくさん 134 野川
第一小学校 135 桜 135 くり山
第一小学校 136 自然いっぱい 136 小金井公園
第一小学校 137 こきんちゃん 137 桜
第一小学校 138 こきんちゃん 138 桜
第一小学校 139 こきんちゃん 139 こきんちゃん
第一小学校 140 桜 140 笑顔
第一小学校 141 優しい人がたくさん 141 公園
第一小学校 142 しぜんがあっていい市 142 あいさつ
第一小学校 143 さくらがさく 143 桜
第一小学校 144 自ぜんが多い 144 自然
第一小学校 145 平和でゆたかな町 145 小金井小次郎
第一小学校 146 かみさまに、守られている。 146 小金井神社
第一小学校 147 にぎやかな、しょう店がいや、スーパーがいっぱい 147 桜
第一小学校 148 子どもがいっぱいの町なイメージ 148 小金井公園
第一小学校 149 みんながやさしい 149 小金井神社
第一小学校 150 たすけあう 150 桜
第一小学校 151 しょくぶつをだいじにしてる 151 自然がある
第一小学校 152 はたけが多いから、やさいがおいしい 152 こきんちゃん
第一小学校 153 元気に楽しく仲の良いイメージ 153 小金井神社
第一小学校 154 にぎやか 154 桜
第一小学校 155 桜の木がいっぱい 155 みんなが幸せいっぱい
第一小学校 156 子育てしやすい。 156 小金井公園
第一小学校 157 緑がたくさん。 157 桜がきれい
第一小学校 158 こきんちゃん 158 桜
第一小学校 159 さくら 159 桜
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第一小学校 160 さくらや自然がいっぱい 160 桜
第一小学校 161 しぜんがいっぱい 161 野川
第一小学校 162 坂上と坂下のイメージのギャップがやばい 162 笑顔であいさつしてくれるのがうれしかった
第一小学校 163 都市化（駅前） 163 小金井
第一小学校 164 坂上都会？坂下いなか？ 164 緑がいっぱい
第一小学校 165 じブリのイメージ？ 165 楽しい市
第一小学校 166 桜 166 桜
第一小学校 167 桜 167 自ぜん
第一小学校 168 自然がいっぱい 168 平和
第一小学校 169 平和の町 169 不安
第一小学校 170 きれいな町 170 学校
第一小学校 171 さくら 171 先生
第一小学校 172 こきんちゃん 172 おさななじみの友だち
第一小学校 173 自然いっぱい 173 べんきょう
第一小学校 174 さくらがきれいなまち 174 本
第一小学校 175 自然がいっぱい 175 町
第一小学校 176 パン屋が少ない 176 楽しく
第一小学校 177 玉川上水 177 元気に
第一小学校 178 さくら 178 お手紙
第一小学校 179 桜がいっぱい。 179 カレンダー
第一小学校 180 いなかすぎ 180 朝
第一小学校 181 平和 181 昼
第一小学校 182 さくら 182 夜
第一小学校 183 しぜん、ゆたか 183 文ぼうぐ
第一小学校 184 さくら 184 家てい
第一小学校 185 自然がきれいな市 185 なかよし
第一小学校 186 さくら 186 けんか
第一小学校 187 ごみゼロタウン 187 山
第一小学校 188 さくら 188 海
第一小学校 189 こきんちゃん 189 お母さん
第一小学校 190 桜がきれいで、春にまん開になる。 190 お父さん
第一小学校 191 木がいっぱい 191 お姉ちゃん
第一小学校 192 緑がいっぱい 192 お兄ちゃん
第一小学校 193 さくら 193 自分
第一小学校 194 自ぜんがゆたかな町 194 妹
第一小学校 195 さくらのさくまち 195 弟
第一小学校 196 わき水が、わいているよ！！ 196 赤ちゃん
第一小学校 197 しぜんの町 197 春に桜がさく
第一小学校 198 桜がいっぱい 198 元気
第一小学校 199 たくさんの市長の顔 199 なかよく
第一小学校 200 みどり 200 むさし小金井駅
第一小学校 201 こきんちゃん 201 の川
第一小学校 202 すみやすい 202 みんなが仲良く小金井市
第一小学校 203 自ぜんがいっぱいな町 203 人がいっぱい
第一小学校 204 みどり 204 みんな仲良し
第一小学校 205 はけのみち 205 平和な町
第一小学校 206 自ぜんが多い 206 さくら
第一小学校 207 やくにたつ店が多い 207 こきんちゃん
第一小学校 208 かんきょうに気をつけている 208 西岡市長
第一小学校 209 みんな楽しめる公園がある 209 春になったらさくらまんかい
第一小学校 210 まつり 210 店がいっぱい
第一小学校 211 桜の町。 211 小金井さくら
第一小学校 212 さくらのはなびら 212 さくら
第一小学校 213 自ぜんが多い 213 小金井さくら
第一小学校 214 サクラ 214 くじら山
第一小学校 215 きゅうなさかがいっぱい 215 自然
第一小学校 216 桜がたくさんさいた町 216 こきんちゃん
第一小学校 217 さくら 217 小金井公園
第一小学校 218 しぜんの町 218 桜がきれいな観光地
第一小学校 219 桜 219 平和な小金井市
第一小学校 220 桜や野川 220 さくら
第一小学校 221 小金井公園 221 こきんちゃん
第一小学校 222 都立公園 222 桜
第一小学校 223 桜 223 川
第一小学校 224 坂下 224 春にはさくらがきれいにさく～など
第一小学校 225 自然 225 小金井桜
第一小学校 226 公園 226 桜
第一小学校 227 こきんちゃん 227 水がゆたかな小金井市
第一小学校 228 はけの道 228 ジャノメ
第一小学校 229 自然が多い 229 いなかだけだけど平わな小金井市
第一小学校 230 ジブリ 230 自然たくさん
第一小学校 231 自然がたくさん 231 さくら
第一小学校 232 小金井桜 232 みんな
第一小学校 233 さくら 233 しぜん
第一小学校 234 宮崎はやお 234 小金井数
第一小学校 235 ジブリ 235 こきんちゃん
第一小学校 236 半田舎半都会 236 さくら
第一小学校 237 金がない 237 小金井公園
第一小学校 238 坂から見える夕焼けがキレイ 238 さくら、
第一小学校 239 ジブリ 239 桜
第一小学校 240 桜 240 きれい
第一小学校 241 あいさつがしっかりできている 241 のどか
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第一小学校 242 びんぼう 242 さくら
第一小学校 243 とちぎの下野市の小金井とまぎらわしい 243 さくら
第一小学校 244 桜 244 さくらいっぱい小金井市！！
第一小学校 245 笑顔が咲くまち 245 幸せ
第一小学校 246 さくら 246 おいしいものもいっぱい
第一小学校 247 こきんちゃん 247 いつもあかるいよ。！！！
第一小学校 248 小金井公園 248 桜
第一小学校 249 みどりいっぱい 249 気持ち
第一小学校 250 水 250 ありがとう
第一小学校 251 緑 251 ゆうき
第一小学校 252 桜 252 ここでうまれてそだった
第一小学校 253 時間（うるう秒） 253 さくら
第一小学校 254 小金井公園 254 みどり
第一小学校 255 きれいな桜 255 明るい町
第一小学校 256 くじら山まであそんだ 256 ゆたか
第一小学校 257 しぜんがいっぱい 257 野川の川セミ
第一小学校 258 しぜんがいっぱい 258 さくら
第一小学校 259 しぜんがいっぱい 259 みんなのえがお
第一小学校 260 さくら 260 たのしい公園
第一小学校 261 どんぐり 261 ふじ山
第一小学校 262 ゆき 262 桜の小金井市
第一小学校 263 しぜん 263 パソコン
第一小学校 264 プール 264 本
第一小学校 265 はなみ 265 さくらのはなびら
第一小学校 266 さかの町 266 キセキ
第一小学校 267 しぜんがいっぱい 267 まぼろし
第一小学校 268 さくら 268 かなえたい
第一小学校 269 どんぐり 269 こきんちゃん
第一小学校 270 しぜんのきれな 270 さくら
第一小学校 271 しぜんのがいっぱい 271 花
第一小学校 272 さくらの町 272 桜
第一小学校 273 さくら 273 自然
第一小学校 274 どんぐり 274 だれにでも弱点はある
第一小学校 275 ゆき 275 サクラ
第一小学校 276 しぜん 276 小金井桜
第一小学校 277 プール 277 桜
第一小学校 278 しぜんがきれいなまち 278 緑いっぱい
第一小学校 279 どんぐりの町 279 小金井桜
第一小学校 280 しぜんがいっぱいどんぐり 280 桜
第一小学校 281 しぜんがいっぱいの町 281 はけの道
第一小学校 282 おみせがいっぱいなまち 282 坂下
第一小学校 283 どんぐりいっぱい 283 桜
第一小学校 284 さくらの町 284 桜さく
第一小学校 285 さくらの町 285 小金井公園
第一小学校 286 さくらの町 286 川の音
第一小学校 287 さくらの町 287 くじら山
第一小学校 288 さくらの町 288 えがおふりまく小金井桜
第一小学校 289 さくらの町 289 桜
第一小学校 290 さくらの町 290 坂から見える夕焼け
第一小学校 291 しぜんがいっぱい 291 桜
第一小学校 292 しぜんがいっぱい 292 緑
第一小学校 293 どんぐりがたくさんある 293 桜がいっぱい
第一小学校 294 みどりＦＣ 294 小金井市
第一小学校 295 桜 295 桜舞う街小金井市
第一小学校 296 桜 296 笑顔の花咲く小金井市
第一小学校 297 こきんちゃん 297 笑顔が咲くまち
第一小学校 298 自然がたくさんある 298 笑顔いっぱい
第一小学校 299 町がきれい（ごみがそんなにない） 299 桜
第一小学校 300 平和（ヤンキーがあんまりいない） 300 笑顔
第一小学校 301 自然がいっぱい 301 こがねの水
第一小学校 302 野菜 302 緑
第一小学校 303 温かいイメージ 303 桜
第一小学校 304 桜 304 時
第一小学校 305 自然あふれるまち 305 はけ
第一小学校 306 桜 306 川
第一小学校 307 自然がすごい 307 おだやかな町
第一小学校 308 少し汚い 308 桜
第一小学校 309 桜の名所 309 小金井公園
第一小学校 310 自然豊か 310 どんぐりのまち
第一小学校 311 小金井公園 311 さくらがいっぱいできれいなこがねい
第一小学校 312 特快が停まらないが乗降人数が多い 312 どんぐり
第一小学校 313 さくら 313 くじら山でバーベキュー
第一小学校 314 えがお 314 こがねいこうえん
第一小学校 315 元気友だち 315 どんぐり
第一小学校 316 あいじょう気持ち 316 プール
第一小学校 317 こころ 317 ゆき
第一小学校 318 うれしいこと 318 おはなみ
第一小学校 319 みりょく 319 どんぐり
第一小学校 320 人に優しい 320 きれいな町
第一小学校 321 さくらがきれい 321 くじら山でバーベキュー
第一小学校 322 水がおいしい 322 さくらの村
第一小学校 323 おいしいやさいがいっぱい 323 くじら山でバーベキュー
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第一小学校 324 自然が多い 324 小金井市
第一小学校 325 公園いっぱい 325 小金井こうえん
第一小学校 326 コンビニが多い 326 さくらのまち
第一小学校 327 坂がたくさんある。 327 こがねいがきれい
第一小学校 328 坂 328 どんぐり
第一小学校 329 自然が豊か 329 くじら山バーベキュー
第一小学校 330 にぎやか 330 プール（なつ）
第一小学校 331 自然がたくさんあり四季のはながとてもきれい 331 スーキ
第一小学校 332 こきんちゃん 332 バーベキュー
第一小学校 333 自然が多い 333 さくら
第一小学校 334 桜の木がたくさんある 334 町
第一小学校 335 自然ゆたかなまち 335 さくら
第一小学校 336 地域の人とつながりがある 336 町
第一小学校 337 地元でとれた野菜 337 どんぐのりぼうし
第一小学校 338 都会すぎず田舎すぎない町 338 さくら
第一小学校 339 静かな街 339 さくら
第一小学校 340 自然が多く、きれい 340 さくら
第一小学校 341 水の町 341 みどり
第一小学校 342 川の町 342 きれいた桜
第一小学校 343 桜の町 343 小金井
第一小学校 344 坂の町 344 小金井
第一小学校 345 自然が多い 345 くじら山
第一小学校 346 人が優しい 346 小金井公園
第一小学校 347 水がきれい 347 こきんちゃん
第一小学校 348 桜 348 野川
第一小学校 349 鳥 349 くり山
第一小学校 350 川 350 桜
第一小学校 351 自然が多い 351 の川
第一小学校 352 豊かな自然 352 野菜

第一小学校 353
キラキラしている（小学校などには桜がさいているか
ら、ひらひらおちてくる桜がキラキラ）

353 温かい人や風

第一小学校 354 桜 354 桜
第一小学校 355 ジブリ 355 桜
第一小学校 356 時間をつくっている 356 公園
第一小学校 357 桜 357 自然
第一小学校 358 自然 358 桜
第一小学校 359 川 359 自然
第一小学校 360 自然 360 きれいな桜
第一小学校 361 自然がある 361 桜
第一小学校 362 桜 362 小金井公園
第一小学校 363 自然豊か 363 さくらの木
第一小学校 364 桜 364 いいところ小金いしー。
第一小学校 365 自然が豊か 365 いつも元気であかるい小金井市
第一小学校 366 川の水がキレイ 366 たのしい小金井市
第一小学校 367 自然がいっぱい 367 うれしいこといっぱい
第一小学校 368 ～桜～ 368 いい町小金いしーーーーー。
第一小学校 369 桜 369 さくらの花
第一小学校 370 小金井公園 370 小金いこうえんでソリをしたのがたのしかったです。
第一小学校 371 坂の町 371 桜
第一小学校 372 くりの名産地（昔） 372 坂
第一小学校 373 桜 373 桜
第一小学校 374 人 374 桜
第一小学校 375 小金井公園
第一小学校 376 坂
第一小学校 377 小金井桜
第一小学校 378 きれいな四季のお花たち
第一小学校 379 満開の桜からもらう新しい夢の希望
第一小学校 380 桜
第一小学校 381 小金井第一小学校
第一小学校 382 小金井公園
第一小学校 383 桜
第一小学校 384 一級河川の野川
第一小学校 385 小金井神社
第一小学校 386 黄金の水
第一小学校 387 湧き水
第一小学校 388 南北に大木公園
第一小学校 389 天皇様も見に来られる桜
第一小学校 390 おだやかで平和
第一小学校 391 はけの道
第一小学校 392 野川
第一小学校 393 水の湧き出る町
第一小学校 394 桜
第一小学校 395 川遊びがとても楽しかった
第一小学校 396 東小金井の花火大会
第一小学校 397 川
第一小学校 398 小金井公園
第一小学校 399 桜
第一小学校 400 自然
第一小学校 401 桜がさいた
第一小学校 402 緑がたくさん
第一小学校 403 桜
第一小学校 404 野川公園
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第一小学校 405 玉川上水
第一小学校 406 桜
第一小学校 407 桜
第一小学校 408 桜
第一小学校 409 桜咲く
第一小学校 410 桜
第一小学校 411 野川
第一小学校 412 桜
第一小学校 413 桜
第一小学校 414 桜の花びらひらひらと
第一小学校 415 桜
第一小学校 416 小金井公園
第一小学校 417 桜
第一小学校 418 桜と人がいる。
第二小学校 375 税金の社会 419 税金
第二小学校 376 桜 420 百人一首
第二小学校 377 川がある 421 小金井公園でバーベキューしたのが楽しかったです。
第二小学校 378 せまい 422 さくら
第二小学校 379 せまい（広さが） 423 せまい

第二小学校 380 桜がきれい 424
小金井公園のふわふわドームの坂からころげおちた
（ごろごろした）のが楽しかったです。

第二小学校 381 こきんちゃんがかわいい 425 さくらさく
第二小学校 382 せまい 426 桜がきれい
第二小学校 383 土地代が高い 427 さくら
第二小学校 384 桜がきれい 428 えがお
第二小学校 385 みんなやさしい 429 平和
第二小学校 386 平和 430 やさしい
第二小学校 387 とても平和で、きれいな市 431 平和
第二小学校 388 自然ゆたか 432 こきんちゃん
第二小学校 389 広さがせまい 433 さくら
第二小学校 390 せまい（広さ） 434 小金井市立第二小学校
第二小学校 391 せまい 435 せまい（ディスってないよ～。）
第二小学校 392 さくら 436 小金井はひろい
第二小学校 393 元気 437 さくら
第二小学校 394 せまい 438 た～の～し～い～
第二小学校 395 桜がきれいだったです 439 自然がいっぱい
第二小学校 396 さか 440 小金井的
第二小学校 397 さくらがきれい 441 桜
第二小学校 398 平和 442 桜
第二小学校 399 こきんちゃんがかわいい 443 さくら
第二小学校 400 字はきたない 444 えがお
第二小学校 401 桜がきれい 445 平和
第二小学校 402 桜 446 くまもんはくまもと県だよ～

第二小学校 403 くさい 447
小金井公園のしばふでごろごろしたのが楽しかったで
す。

第二小学校 404 税金でつくる未来 448 みんなやさしい！！！！
第二小学校 405 平和でみどりがいっぱいな市 449 すてき
第二小学校 450 桜
第二小学校 451 百人一首
第二小学校 452 はくさ
第二小学校 453 税金でつくる安心な
第二小学校 454 平和
第二小学校 455 こきんちゃん
第二小学校 456 はしまのうた
第三小学校 406 さくら 457 さくら
第三小学校 407 桜の町 458 小金井
第三小学校 408 公園が多い 459 桜
第三小学校 409 イベントが多い 460 緑
第三小学校 410 たくさんのイベント 461 笑顔
第三小学校 411 みんな明るい 462 明るい
第三小学校 412 木が多く、人々が自然とふれあえる市 463 楽しい
第三小学校 413 事件などが少なく静かな市 464 元気
第三小学校 414 みんな一人一人が協力している 465 光
第三小学校 415 笑顔であふれている 466 自然豊かな
第三小学校 416 桜がきれいに咲いている 467 こきんちゃん
第三小学校 417 飲食店が多い 468 桜
第三小学校 418 こきんちゃん 469 小金井公園

第三小学校 419
朝からさわぎが無く争いもなく、子供達は笑顔が多く
おだやかな街並み

470 たてもの園

第三小学校 420 自然がいっぱい 471 笑顔がいつも咲き誇っている
第三小学校 421 協力している 472 あふれている
第三小学校 422 広い公園 473 「桜」
第三小学校 423 自然が多い 474 「明るい」
第三小学校 424 田舎と都会の中間 475 桜

第三小学校 425
都会過ぎず、いなかすぎず、にぎやかさと便利さの調
和のとれた町。自然が他の市と比べ多い。

476 春になると花と笑顔が咲きほこる

第三小学校 426 人々の団結力が強い 477 桜
第三小学校 427 ボランティアが多く、優しい 478 小金井（市）
第三小学校 428 みどりがいっぱい。 479 こきんちゃん
第三小学校 429 桜の木がたくさんある 480 協力
第三小学校 430 自然が豊か 481 小金井公園
第三小学校 431 自然が多い市 482 カワセミ
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第三小学校 432 自然が多い 483 緑豊か
第三小学校 433 自然がたくさんある。 484 我らが小金井

第三小学校 434
東京だけどいなか（ふるさと）みたいで気持ちが安ら
ぐ

485 団結（力）

第三小学校 435 大きな小金井公園がある 486 優しい
第三小学校 436 自然がたくさん 487 自然あふれる
第三小学校 437 緑（自然）が多い 488 平和でしずか。
第三小学校 438 緑いっぱい 489 さくら
第三小学校 439 仲が良い 490 こきんちゃん
第三小学校 440 みんなたのもしい 491 桜
第三小学校 441 やさしい 492 自然豊か
第三小学校 442 花がきれい 493 自然
第三小学校 443 緑ゆたか 494 桜
第三小学校 444 都会（東京）の真ん中なのに 495 小金井公園
第三小学校 445 緑が多い 496 自然豊かな小金井市
第三小学校 446 地域の人で仲が良い 497 元気

第三小学校 447
さくらがたくさん散らばっていて緑がきれいで人が明
るくて町が輝いているイメージ

498 平和

第三小学校 448 平和 499 あいさつ
第三小学校 449 田舎 500 静か
第三小学校 450 桜が多い 501 緑でゆたか
第三小学校 451 自然 502 仲良く
第三小学校 452 CoCoバスが走っている 503 小金井公園
第三小学校 453 スタジオジブリ 504 緑
第三小学校 454 小金井公園でお花見 505 自然
第三小学校 455 生まれ育った町 506 さくらが咲く
第三小学校 456 東京だけどのどかでビルなどがない（田舎） 507 平和
第三小学校 457 東京の中の田舎 508 緑豊か
第三小学校 458 緑豊かで空気もいいような所 509 はてしない（き）
第三小学校 459 桜の名所の小金井公園や江戸東京たてもの園 510 小金井
第三小学校 460 緑や自然と人のくらしが共存しているまち 511 さくら
第三小学校 461 親切な人が多い 512 桜
第三小学校 462 自然 513 にぎわい（活気）
第三小学校 463 桜が舞い散る 514 おだやか
第三小学校 464 ピンク 515 自然豊か
第三小学校 465 自然 516 ふれ合いが多い
第三小学校 466 ジブリ 517 太陽
第三小学校 467 緑と青 518 人々
第三小学校 468 優しい人が多い 519 輝く
第三小学校 469 自然がたくさんある。 520 明るい
第三小学校 470 明るい市 521 さくら
第三小学校 471 ジブリ 522 平和
第三小学校 472 自然が多い 523 進化
第三小学校 473 公園が多い 524 東京だけど東京じゃない
第三小学校 474 桜がきれい 525 桜

第三小学校 475
東京都の他の多くの都市に比べたら田舎だけど、その
田舎さをたもち静かに生活できる都市

526 笑顔

第三小学校 476 自然がたくさんありみんなが笑顔であふれている。 527 自然

第三小学校 477 桜 528 東京だけど東京じゃない
第三小学校 478 自然 529 自然豊か
第三小学校 479 緑がある 530 桜
第三小学校 480 公園や図書館が多い 531 「桜並木（が広がる小金井など）」
第三小学校 481 自然（桜なども） 532 「自然、緑」
第三小学校 482 平和 533 小金

第三小学校 483 自然豊かな町 534
友だちと小金井公園に遊びに行ったら、ペットづれの
人などと交流できた→交流

第三小学校 484 平和な町 535 桜
第三小学校 536 散る
第三小学校 537 自然
第三小学校 538 緑豊か
第三小学校 539 桜
第三小学校 540 小金井公園
第三小学校 541 桜
第三小学校 542 自然がいっぱいの小金井公園
第三小学校 543 散る
第三小学校 544 桜
第三小学校 545 桜
第三小学校 546 公園
第三小学校 547 自然
第三小学校 548 小金井
第三小学校 549 のんびりと
第三小学校 550 静かに
第三小学校 551 平和な生活を送れる
第三小学校 552 笑顔
第三小学校 553 自然
第三小学校 554 小金井桜
第三小学校 555 小金井野菜
第三小学校 556 桜
第三小学校 557 小金井
第三小学校 558 公園（遊び場）がたくさん！
第三小学校 559 平和で豊か
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第三小学校 560 桜
第三小学校 561 平和
第三小学校 562 自然豊か
第四小学校 485 どろぼうがいない町 563 さくら
第四小学校 486 さくら 564 小金井市
第四小学校 487 緑（しぜん） 565 さくら
第四小学校 488 緑が大いい 566 小金井公園
第四小学校 489 自ぜんが多い 567 やすらぎ
第四小学校 490 あんまゆきがふらない 568 平和
第四小学校 491 ロボットがすごい 569 えがお
第四小学校 492 みどりいろ 570 おひさま
第四小学校 493 自然 571 ポカポカ
第四小学校 494 こうえんがいっぱい 572 わらってる
第四小学校 495 さかいっぱい 573 たのしい
第四小学校 496 しんごういっぱい 574 しょうぼう車
第四小学校 497 しょうぼう車 575 くじら山
第四小学校 498 地域の人といっぱい関われる 576 こきんちゃん
第四小学校 499 お祭りが楽しい 577 楽しい
第四小学校 500 緑 578 大好き
第四小学校 501 イベント 579 大切
第四小学校 502 高い建物だらけ 580 最高
第四小学校 503 少し自然がある 581 桜
第四小学校 504 ゴミが落ちてない 582 さくら
第四小学校 505 さくらがきれい 583 くじら山
第四小学校 506 しせんがいっぱい 584 かぶと虫
第四小学校 507 ＪＳＴ（日本標準時） 585 の川
第四小学校 508 わき水がある 586 プレイパーク
第四小学校 509 緑がいっぱい 587 さくら
第四小学校 510 暮らしやすい（親） 588 桜
第四小学校 511 さくら 589 安心
第四小学校 512 緑 590 楽しい（祭やコンサートなど）
第四小学校 513 木 591 さくら
第四小学校 514 お祭り 592 自然
第四小学校 515 さくら 593 野川
第四小学校 516 自然がゆたか 594 木
第四小学校 517 しぜんがきれい 595 さくら
第四小学校 518 自然が多い 596 さくら
第四小学校 519 水の湧く場所 597 ゆき
第四小学校 520 さくら 598 緑多い
第四小学校 521 さくら 599 日本標準時
第四小学校 522 バス 600 さくら
第四小学校 523 おみせ 601 クローバー
第四小学校 524 にぎやか 602 大好き
第四小学校 525 どろぼうがいないまち 603 くらしやすい町
第四小学校 526 自然が豊か 604 おもいでのアルバム
第四小学校 527 緑が多い 605 さくら
第四小学校 528 桜などの木がたくさん 606 小鳥さえずり
第四小学校 529 植物がたくさん 607 明るい光
第四小学校 530 たくさんの桜 608 元気いっぱい子どもたち
第四小学校 531 さくら 609 自然いっぱい小金井市
第四小学校 532 こきんちゃん 610 きれいな桜
第四小学校 533 さくら 611 さくらの小金井
第四小学校 534 はけ 612 みんなの小金井市
第四小学校 535 こきんちゃん 613 さくら
第四小学校 536 どろぼうがいない町 614 さくら
第四小学校 537 こころやさしい人がおおそう 615 どうぶつ
第四小学校 538 自然が豊か 616 ソメイヨシノ（ヨシノ）
第四小学校 539 さくら 617 阿波踊り
第四小学校 540 カワセミ（市の鳥） 618 こきんちゃん
第四小学校 541 カンタン（市の虫） 619 仲よし
第四小学校 542 小金井市市長さん 620 えがお
第四小学校 543 三楽公園 621 さくら
第四小学校 544 小金井公園 622 市の鳥　カワセミ
第四小学校 545 こきんちゃん 623 市の虫　カンタン
第四小学校 546 さくら 624 市の木　けやき
第四小学校 547 はけ 625 私たちが住んでる市小金井
第四小学校 548 わき水 626 平和
第四小学校 549 きれいな川 627 わき水
第四小学校 550 さのまち 628 さくら
第四小学校 551 しぜん 629 さくら
第四小学校 552 さくら 630 さくら
第四小学校 553 元気 631 公園
第四小学校 554 さくら 632 へいわ
第四小学校 555 小金ちゃん 633 小金ちゃん
第四小学校 556 さくら 634 さくら
第四小学校 557 こきんちゃん 635 さくら
第四小学校 558 さくら 636 へいわな小金井市
第四小学校 559 こきんちゃん 637 なかよし小金井市
第四小学校 560 こうえん 638 みんな大好き小金井市
第四小学校 561 おにく 639 おにくをたべよう
第四小学校 562 桜 640 くじらがいる
第四小学校 563 ぬく井林 641 はじめの一ぽ
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第四小学校 564 学校 642 あしたの一ぽ
第四小学校 565 さくら 643 こきんちゃん
第四小学校 566 たて物が多い 644 むさし小金井駅
第四小学校 567 平和な市 645 さくら
第四小学校 568 自然がいっぱい 646 たすけ合い
第四小学校 569 みんななかよし 647 桜
第四小学校 570 カワセミ 648 カワセミ
第四小学校 571 野川 649 小金井くじら山で遊だのが楽しかった
第四小学校 572 さくら 650 美しい野川

第四小学校 573
小金井ざくらがゆう明で自ぜんであふれてかがやいて
いる

651 きれいな桜

第四小学校 574 さくら 652 みんななかよし
第四小学校 575 こきんちゃん 653 くらぼねざか
第四小学校 576 くり 654 野川
第四小学校 577 のがわ 655 かがやく
第四小学校 578 はるにみられるさくらがきれい 656 小金井
第四小学校 579 桜 657 さくらがきれい
第四小学校 580 小金井公園 658 自ぜん
第四小学校 581 さくら 659 さくらがきれいだな
第四小学校 582 緑（しぜん） 660 さくら
第四小学校 583 しぜんがいっぱい 661 桜
第四小学校 584 さくら 662 こきんちゃん
第四小学校 585 コガネイザクラ 663 さくら
第四小学校 586 安心 664 さくら
第四小学校 587 サクラ 665 こがねい
第四小学校 588 自然 666 こきんちゃん
第四小学校 589 の川 667 くじらやま
第四小学校 590 生き物 668 たのしい
第四小学校 591 野生動物（タヌキなど）がたくさんいる 669 しあわせ
第四小学校 592 自然が多い 670 しぜん
第四小学校 593 さくらがいっぱい 671 やさしい
第四小学校 594 やさしい人がいっぱい 672 きれい
第四小学校 595 さくら 673 もり
第四小学校 596 しぜん 674 さくらのき
第四小学校 597 さくらがきれい 675 みどり
第四小学校 598 しぜんがゆたか 676 こがねいこうえん
第四小学校 599 公園がいっぱい 677 わくわく
第四小学校 600 さかが多い 678 おもしろい
第四小学校 601 お花がいっぱい 679 楽しい
第四小学校 602 さくらいっぱい 680 えがお
第四小学校 603 しぜんゆたか 681 きれい
第四小学校 604 お花見 682 小金井公園
第四小学校 605 しぜんがたくさんある 683 さくら町
第四小学校 606 きれいな川が多い 684 坂
第四小学校 607 きれいな小金井ざくら 685 野川
第四小学校 608 板が多い 686 ぬくいじん社
第四小学校 609 自然がたくさん（ゆたか） 687 え顔
第四小学校 610 さくら 688 さくらがいっぱい
第四小学校 611 しぜんがいっぱいで、かんきょうがよい町 689 小金井市はしぜんがいっぱい
第四小学校 612 自ぜん 690 しぜん
第四小学校 613 たくさんのゆめやえがお 691 しぜんいっぱい
第四小学校 614 さくら 692 しぜん
第四小学校 615 むかしからのたて物（たて物園です） 693 小金井公園
第四小学校 616 さくらがいっぱい 694 しぜんがいっぱい
第四小学校 617 自ぜん 695 夏には、たくさんセミがいる

第四小学校 618 しぜんいっぱい 696
小金井公園でサッカーやいろんなことができて楽し
かった。

第四小学校 619 ゆたか 697 さくら
第四小学校 620 しぜん 698 自ぜん
第四小学校 621 桜 699 しぜん
第四小学校 622 みどり 700 さくらまんかい
第四小学校 623 野川 701 さくら
第四小学校 624 元気いっぱい 702 友だちたくさんゆめいっぱいみんな大すき小金井市
第四小学校 625 川の水は生きている 703 自然がいっぱい
第四小学校 626 桜がきれい 704 ゆたかな町
第四小学校 627 野川がきれい 705 さくら
第四小学校 628 さくらがきれい 706 自ぜん
第四小学校 629 しぜんがたくさん 707 のがわで遊んだ
第四小学校 630 さくらや川や自然があっていやされるイメージ 708 桜
第四小学校 631 のがわ 709 さくら
第四小学校 632 自然ゆたか 710 桜
第四小学校 633 の川 711 野川
第四小学校 634 自ぜんゆたか 712 しぜん
第四小学校 635 みんなやさしい 713 くじら山
第四小学校 636 しぜんがたくさん 714 さくらきれい～
第四小学校 637 自然が多い 715 小金井公園
第四小学校 638 桜が多い 716 さくら
第四小学校 639 自然 717 緑
第四小学校 640 緑 718 木
第四小学校 641 たのしい小金井市 719 自然
第四小学校 642 さくら 720 さくら
第四小学校 643 へいわ 721 平和
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第四小学校 644 さくら 722 こきんちゃん
第四小学校 645 こきんちゃん 723 さくら
第四小学校 646 ゆたか 724 くじら山
第四小学校 647 さくら 725 桜
第四小学校 648 自ぜん 726 小金井公園
第四小学校 649 平和 727 くじら山
第四小学校 650 ぬく井林 728 桜
第四小学校 651 さくら 729 花み
第四小学校 652 きれいな川 730 さくら
第四小学校 653 緑がいっぱい 731 くじら山
第四小学校 654 えいがかんのないヨーカドー 732 小金井公園
第四小学校 655 ヤマハ 733 桜
第四小学校 656 ドンキ 734 川
第四小学校 657 小金井サクラ 735 桜
第四小学校 658 緑が多い 736 森
第四小学校 659 板が多い 737 たのしい
第四小学校 660 さくら 738 うれしい
第四小学校 661 こきんちゃん 739 うきうき
第四小学校 662 しぜんがいっぱい 740 さいこう
第四小学校 741 きれい
第四小学校 742 さくら
第四小学校 743 わくわく
第四小学校 744 しあわせ
第四小学校 745 しぜん
第四小学校 746 あんしん
第四小学校 747 さくら
第四小学校 748 ３６５日
第四小学校 749 人生は紙ひこうき
第四小学校 750 そーのやーさしさをわーすれない
第四小学校 751 あしーたがんばろう
第四小学校 752 しぜんゆたか
第四小学校 753 さくら
第四小学校 754 平和
第四小学校 755 きれいな野川
第四小学校 756 さくらがいっぱいの小金井
第四小学校 757 へいわな草原
第四小学校 758 桜
第四小学校 759 小金公園
第四小学校 760 ＵＦＯキャッチャー
第四小学校 761 こきんちゃん
第四小学校 762 さくら
第四小学校 763 学校は楽しい
第四小学校 764 さくら
緑小学校 663 桜 765 桜
緑小学校 664 コンビニが多い 766 自転車ぬすむな。ムカつきま～す
緑小学校 665 ヤンキー少ない 767 桜
緑小学校 666 自然がいっぱい 768 みんなのえがお笑顔で
緑小学校 667 おだやかで犯罪のない所 769 小金井公園
緑小学校 668 こきんちゃんがいる 770 こうえん
緑小学校 669 たのしい 771 さくらいっぱい
緑小学校 670 桜 772 みどり
緑小学校 671 こうえん 773 みどり
緑小学校 672 明るい！ 774 みんな笑顔の小金井市
緑小学校 673 自然がたくさん！ 775 桜、桜、いまさきほこる
緑小学校 674 自然がいっぱい 776 ？
緑小学校 675 おだやか 777 時
緑小学校 676 平和 778 桜
緑小学校 677 桜 779 さくら
緑小学校 678 あまり犯罪のおきない平和な場所。 780 中央線
緑小学校 679 平和 781 野川
緑小学校 680 野川 782 やさしい
緑小学校 681 桜 783 桜
緑小学校 682 人々がやさしい 784 野川
緑小学校 683 坂が多い 785 こきんちゃん
緑小学校 684 桜 786 願い
緑小学校 685 小金井公園 787 夢
緑小学校 686 さくら 788 笑顔
緑小学校 687 緑が多い 789 自然を大切に！
緑小学校 688 水がきれいで桜がすごい 790 桜
緑小学校 689 京王バス小金井営業所 791 桜が咲く
緑小学校 690 桜 792 桜
緑小学校 691 小金井公園がある。 793 小金井公園
緑小学校 692 みどりがいっぱい 794 ドン・ドンキホーテ
緑小学校 693 緑が多い 795 桜　ひらひら　まいおりて　おちてー
緑小学校 694 高い建物が少ない 796 こがねいこうえん
緑小学校 695 治安が良い 797 桜
緑小学校 696 静か 798 どんどん変わっていく町並み
緑小学校 697 さくらのイメージ 799 野川
緑小学校 698 自然がいっぱい 800 くうきがおいしい
緑小学校 699 やさしい人たち 801 みんな
緑小学校 700 公園が大きい 802 なかよく
緑小学校 701 明るい 803 大好きなあの場所～桜がまうあの空～みたいな・・・

10 



応募場所 小金井市の歌にどんな言葉を入れたいですか？あなたが小金井市に持つイメージは何ですか？

緑小学校 702 楽しそう 804 小金井公園
緑小学校 703 人が多い 805 小金井（市）
緑小学校 704 桜 806 みやざきはやお
緑小学校 705 こきんちゃん 807 桜
緑小学校 706 みやざきはやお 808 桜
緑小学校 707 小金井公園 809 自然豊か
緑小学校 708 みどりいっぱい 810 小金井公園
緑小学校 709 小金井公園 811 こきんちゃん
緑小学校 710 桜がキレイ 812 はけの森
緑小学校 711 緑がいっぱい 813 野川
緑小学校 712 いなか 814 こきんちゃん
緑小学校 713 桜がきれい 815 野川
緑小学校 714 自然がいっぱい 816 みんな笑顔の小金井市
緑小学校 715 緑が多い 817 仲良し
緑小学校 716 思いやり 818 こきんちゃん
緑小学校 717 きれいな桜 819 桜
緑小学校 718 やさしい 820 小金井公園
緑小学校 719 安全 821 坂道をかけのぼる
緑小学校 720 桜がキレイ 822 小金井公園の桜と紅葉がとてもきれい
緑小学校 721 さくら 823 小金井公園
緑小学校 722 緑が多い 824 緑
緑小学校 723 みどり豊か 825 子供
緑小学校 724 子供がいる家族が多い 826 夢
緑小学校 725 しぜんがいっぱい 827 希望
緑小学校 726 歴史がいっぱい 828 さくら
緑小学校 727 あそぶものいっぱい 829 江戸東京たてもの園
緑小学校 728 お店いっぱい 830 公園
緑小学校 729 さくらがきれい 831 さくら
緑小学校 730 さくらあふれる小金井市 832 えがお

緑小学校 731 玉川上水の桜なみきがとってもきれい 833
友だちと小金井公園であそんだのがたのしかったで
す。

緑小学校 732 自然がいっぱい 834 やさしさあふれる小金井市
緑小学校 733 玉川上水 835 頭つるっぱげこきんちゃん
緑小学校 734 小金井公園 836 みんな大好き＿＿市
緑小学校 735 きれいがいっぱい。 837 はけの清水
緑小学校 736 さくらがいっぱい。 838 こきんちゃん
緑小学校 839 江戸東京野菜
緑小学校 840 地域の交流たくさん
緑小学校 841 ジブリの町
緑小学校 842 さくらがさくよ
東小学校 737 緑 843 緑
東小学校 738 野川 844 井戸水
東小学校 739 桜 845 小金井
東小学校 740 水がきれい（井戸水） 846 自然豊か
東小学校 741 自然がいっぱいで空気がキレイ！ 847 みんなが笑顔なまち
東小学校 742 みんな優しい！ 848 小金井の野菜はおいしい
東小学校 743 自然が多い 849 桜
東小学校 744 黄金の水 850 自然が豊か
東小学校 745 自然が豊かで地域の人が優しい 851 平和
東小学校 746 桜がきれい 852 自然が豊か
東小学校 747 桜がたくさん咲いている 853 小金井公園でみんなであそんで笑いあえた
東小学校 748 自然が多い 854 桜のみやこ
東小学校 749 笑顔あふれる 855 桜の木
東小学校 750 自然がたくさんある 856 笑顔
東小学校 751 野菜 857 平和
東小学校 752 地域の人の笑顔 858 桜
東小学校 753 東京の中では自然が多い 859 自然豊かな
東小学校 754 春は桜。秋はイチョウと紅葉。 860 桜
東小学校 755 窓をのぞけば富士山 861 自然
東小学校 756 黄金井の水 862 小金の水
東小学校 757 大きく広がる小金井公園 863 桜
東小学校 758 商店街がいっぱい 864 富士山
東小学校 759 緑がたくさんあるすてきな町 865 黄金井の水
東小学校 760 自然が多いい 866 平和
東小学校 761 人がやさしい 867 自然豊か
東小学校 762 自然がたくさんある（小金井公園など） 868 緑がたくさんある
東小学校 763 畑がある 869 きれいな町

東小学校 764
あかるいあいさつをしてくれていろんなキャンペーン
もする明るい市

870 桜

東小学校 765 桜がいっぱいさいている町 871 野菜
東小学校 766 自然がいっぱい 872 安信
東小学校 767 野菜がおいしい 873 安全
東小学校 768 桜がきれい 874 ヒガコフェスティバル
東小学校 769 緑がある 875 桜
東小学校 770 住みやすい 876 礼儀
東小学校 771 すてきな町 877 桜
東小学校 772 野菜が新鮮で、とても豊かな所 878 自然いっぱい
東小学校 773 近所の人があいさつをしてくれる所 879 録りいっぱい
東小学校 774 さくらがある 880 自然にかこまれたすてきな町
東小学校 775 自然が多い 881 だれでも住みやすい
東小学校 776 緑が多い 882 小金井
東小学校 777 暗い日がない（いつも明るい） 883 豊か
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東小学校 778 田舎より都会な風景 884 自然が多い
東小学校 779 人が優しい（あいさつしてくれる） 885 笑顔がたえない

東小学校 780
いつも夜空には星がある（つらい時もなぜか気持ちが
明るくなる）

886 いつだって明るい

東小学校 781 大きな公園が二つある。 887 忘れることはない小金井市
東小学校 782 公園の敷地が広く使いやすい 888 いつもありがとう
東小学校 783 産地直送 889 ずっとさくらがきれいな小金井市でいてね
東小学校 784 自然にかこまれている 890 しぜんがいっぱい
東小学校 785 静かすぎず、うるさすぎない町 891 黄金の水
東小学校 786 住みやすい町 892 みんなが笑顔
東小学校 787 自然がたくさんある 893 自然が多い
東小学校 788 野菜がうまい 894 歴史ある、桜咲く町
東小学校 789 自然がたくさんある 895 野菜
東小学校 790 小金野菜 896 こきんちゃん
東小学校 791 自然が多い 897 こきんちゃん
東小学校 792 四季の花や季節が暑い日寒い日がよく感じられる 898 桜がきれい
東小学校 793 人が親切 899 桜
東小学校 794 自然がたくさん 900 黄金井の水
東小学校 795 野菜がうまい 901 平和
東小学校 796 みんな優しい 902 野菜がおいしい
東小学校 797 笑顔がいっぱい 903 明るい笑顔の絶えない
東小学校 798 桜がきれい 904 元気を声がひびき合う
東小学校 799 小金井公園 905 手と手をつなぎ助け合う
東小学校 800 小金井の野菜（黄金野菜） 906 黄金野菜
東小学校 801 明るく支えあう 907 きれいな桜
東小学校 802 サクラのようなえがお 908 笑顔があふれる
東小学校 803 公園がたくさんある 909 広い小金井公園
東小学校 804 小金井の野菜がとても多いしおいしい 910 黄金の水
東小学校 805 自然が豊かで、みんな優しい 911 コガネイザクラ
東小学校 806 あいさつができる 912 桜
東小学校 807 はれのときのひかる 913 自然
東小学校 808 おうちがいっぱいのまち 914 小金井公園
東小学校 809 しぜんがいっぱい 915 緑
東小学校 810 さくらのさく町 916 祭
東小学校 811 のどか 917 野川公園
東小学校 812 しぜんがいっぱい 918 自然豊かな、小金井市
東小学校 813 さかのまち 919 元気であふれる
東小学校 814 しぜんがいっぱい 920 さくら
東小学校 815 こうようがきれいなまち 921 ひかるこころ
東小学校 816 こうえんがいっぱいある 922 さくら
東小学校 817 すごくきれいな町 923 さくら
東小学校 818 しぜんがいっぱい 924 さくら
東小学校 819 すてきな町 925 さくら

東小学校 820 さかの町 926
小金いこうえんでバーベキューをしたのがたのしかっ
たです。

東小学校 821 しょうてんがい 927 みんながやさしい
東小学校 822 さくら 928 中おうせん
東小学校 823 さくら 929 のがはであそんだ
東小学校 824 しょうてんがい 930 すてきなみんなの小金いし
東小学校 825 さかみち 931 さくら
東小学校 826 木 932 くじら山
東小学校 827 ばあべきゅうができるばしょ 933 さくら
東小学校 828 さくら 934 さくら
東小学校 829 さくら 935 さくらがさくまち
東小学校 830 木 936 さくら
東小学校 831 さくら 937 さくら
東小学校 832 しょうてんがい 938 しょうてんがい
東小学校 833 木 939 さくら
東小学校 834 さかみち 940 しょうてんがい
東小学校 835 さかの町 941 くじら山
東小学校 836 すてきな町 942 こきんちゃん
東小学校 837 しぜんがいっぱい 943 日本
東小学校 838 しぜんの町 944 くじら山
東小学校 839 さくらの木の町 945 ＪＲひがし日本
東小学校 840 たてものがいっぱい 946 さくら
東小学校 841 すごくきれいな町 947 みどり
東小学校 842 コンビニいっぱい 948 ＪＲひがし日本
東小学校 843 ほいくようちえんいっぱい 949 くじら山でともだちとあそんでうれしかったです
東小学校 844 さくら 950 さくら
東小学校 845 さくら 951 千本ざくら
東小学校 846 へいわな小金井市 952 きみのなわ
東小学校 847 へいわ 953 へいわ
東小学校 848 しぜんがいっぱい 954 ２０１８年は、いいとしだよ
東小学校 849 くじら山 955 こころの中があたたまることば
東小学校 850 あかるい 956 くじら山
東小学校 851 さくらがきれい 957 のどかな町
東小学校 852 さくら 958 こがねいしの花サクラ
東小学校 853 人がやさしい 959 みんながなかよし
東小学校 854 自然がたくさん 960 しん小金井、東小金井もわすれないで
東小学校 855 笑顔がたくさん 961 えがお
東小学校 856 みんなやさしい 962 やさしい心
東小学校 857 商店街がいっぱい 963 思い出いっぱい
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東小学校 858 とっとも平和 964 東小学校
東小学校 859 さくら 965 野川公園
東小学校 860 いなか 966 はな
東小学校 861 明るい 967 楽しもう
東小学校 862 笑顔 968 桜
東小学校 863 助け合う 969 自然
東小学校 864 笑顔 970 ふるさと
東小学校 865 桜の木 971 笑顔
東小学校 866 しぜんがいぱい 972 野川
東小学校 867 はけ 973 桜
東小学校 868 桜 974 野川
東小学校 869 こきんちゃん 975 小金井
東小学校 870 ゴミの問題 976 笑顔
東小学校 871 さくらがいっぱい 977 小金井公園
東小学校 872 楽しい町 978 友達とピクニックをしたのがたのしかった
東小学校 873 学校 979 くり山公園
東小学校 874 自然がたくさんある町 980 はけ
東小学校 875 桜がいっぱい咲いている 981 桜
東小学校 876 桜 982 こきんちゃん
東小学校 877 自然がたくさん 983 みんなたすけあう町
東小学校 878 しんこがねいえきです 984 えがおいっぱい
東小学校 879 やさい 985 しんせつ

東小学校 880 自然がいっぱい 986
さくら咲く　笑顔咲く町　小金井市→小金井市の
キャッチコピーを入れると、覚えてもらいやすくなる
から。

東小学校 881 さくら 987
さくらのにじがいっぱいかかる→さくらのにじが、た
くさんかかっているはなやかな町だから。

東小学校 882 いいところ 988 くじら山
東小学校 883 さくら 989 東小
東小学校 884 さくら 990 はけ
東小学校 885 とかいなイメージ 991 野川
東小学校 886 しずかでゆたか 992 サクラ
東小学校 887 やさい 993 しぜんです
東小学校 888 しぜん 994 さくら
東小学校 889 カブト虫 995 森林
東小学校 890 やきゅう 996 くじら山
東小学校 891 みんながしんせつ 997 すてきなこがねい市
東小学校 892 みんながしんせつ 998 きれいなこがねい市
東小学校 893 春のイメージ 999 えどとうきょうやさい
東小学校 894 しぜんがいっぱい 1000 ありがとう
東小学校 895 カブト虫 1001 すてきないなか東小学校
東小学校 896 やきゅう 1002 さわやかでーゆたかー
東小学校 897 町のやさしい人 1003 いっぱいしぜん
東小学校 898 きれいな夕やけ 1004 小金井いつもありがとう
東小学校 899 家の近くのいちょうひろばと言う公園 1005 これからも小金井市は、いつまでもいっしょだよ
東小学校 900 きれいなまち 1006 小金井市はたのしくてこうえんたくさんあるよ
東小学校 901 いろんなところがきれい 1007 みんながしんせつ
東小学校 902 しぜんがいっぱい 1008 しぜんいっぱい
東小学校 903 小金井公園 1009 しぜんとやさしい
東小学校 904 きれいな町 1010 お花
東小学校 905 やさいがいっぱい 1011 鳥
東小学校 906 きれいな桜があるイメージ 1012 東センター
東小学校 907 みんながなかよくくらしている 1013 東小学校
東小学校 908 公園などたくさんあって、楽しいイメージ 1014 東小学校
東小学校 909 思い出がたくさんある 1015 春になるときれいなしぜん
東小学校 910 きれいな町 1016 のがわこうえん
東小学校 911 にぎやか 1017 くじらやまのプレーパーク
東小学校 912 さくらがたくさんある 1018 くじらやま
東小学校 913 さくら 1019 東センター
東小学校 914 こきんちゃん 1020 くじらやまでおとまり
東小学校 915 へいわ 1021 イレブン
東小学校 916 へいわ（さくら） 1022 友だち
東小学校 917 さくらの木 1023 自ぜん
東小学校 918 みんながニコニコ 1024 小金井桜
東小学校 919 しぜんないめーじ 1025 友だち
東小学校 920 平わ（やさしい） 1026 イレブン
東小学校 921 さくら 1027 アトムズ
東小学校 922 しぜんがいぱい 1028 がっこう
東小学校 923 やさしい 1029 小金井公園
東小学校 924 きれい 1030 こがねむし
東小学校 925 さくら 1031 くわがたむし
東小学校 926 こきんちゃん 1032 学校
東小学校 927 さくらとこきんちゃんのイメージです 1033 イレブン
東小学校 928 さくらいっぱいで、へいわな町 1034 アトムズ
東小学校 929 こがねむしです 1035 かぶとむし
東小学校 930 さくらさく小金ねい市 1036 くじら山
東小学校 931 さくら 1037 くじら山
東小学校 932 さくらがいっぱい 1038 こきんちゃん
東小学校 933 やさしいひとがいっぱい 1039 小金井桜
東小学校 934 かっこいい 1040 えがおいっぱい
東小学校 935 さわやかなさくら 1041 にぎやかな町
東小学校 936 さくらの一ばんさいたころ 1042 元気いっぱい
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東小学校 937 さくらがきれい 1043 かがやくさくら
東小学校 938 小金井ざくら 1044 ありがとう
東小学校 939 さくらがきれい 1045 みんなやさしい小金井市
東小学校 940 さくらがきれいな町 1046 さくらの木の思いで
東小学校 941 野川公園 1047 さくら
東小学校 942 くじら山 1048 あいの花
東小学校 943 平和でさくらがきれい 1049 みんながやさしい
東小学校 944 おばあちゃんたちが元気 1050 さくら
東小学校 945 さくらもきれい 1051 やさしい
東小学校 946 ぽいすてなどがない 1052 きれい
東小学校 947 さくらがいっぱい 1053 すてき
東小学校 948 やさしい 1054 すてきなこがねい
東小学校 949 公園が多い 1055 さくらとみんながやさしい地いき～
東小学校 950 しぜんがいっぱい 1056 さくらいっぱい
東小学校 951 自然がいっぱい 1057 ありがとう
東小学校 952 にぎやか 1058 さくら
東小学校 953 桜がきれい 1059 ありがとうさようなら
東小学校 954 小金井公園 1060 ありがとう
東小学校 955 自然が豊かな場所 1061 さくら
東小学校 956 しぜん 1062 さくら
東小学校 957 しょうてんがい 1063 のがわこうえん
東小学校 958 野川 1064 しぜん
東小学校 959 さくら 1065 すてきなさくら
東小学校 960 商店街 1066 入がくしき
東小学校 961 緑（葉や畑）ともも色（サクラ）（自然がいっぱい） 1067 さくら
東小学校 962 天のうへいかがそかいした所 1068 ありがとう
東小学校 963 いなか 1069 花に心をこめて
東小学校 964 しぜんがいっぱい 1070 くじら山
東小学校 965 サクラがきれい 1071 さくら
東小学校 966 小金井市に住んでいる人がみんなやさしい 1072 さくら
東小学校 967 景色がいい 1073 さくら
東小学校 968 明かるい→元気いっぱい 1074 しぜん
東小学校 969 みんな新関（やさしい） 1075 いきもの
東小学校 970 公園で遊んでいる（公園としたしい） 1076 さくら
東小学校 971 しぜんゆたか 1077 おもいつきませんでした
東小学校 972 畑 1078 さくら
東小学校 973 自然 1079 東小
東小学校 974 桜 1080 小金の水
東小学校 975 小金井公園 1081 野川公園
東小学校 976 野川公園 1082 小金井公園
東小学校 977 自然がたくさんある 1083 さくら
東小学校 978 にぎやか 1084 明るい町
東小学校 979 自ぜんが多い 1085 さくら
東小学校 980 そうろうせんえん 1086 自然
東小学校 981 はけのみち 1087 桜
東小学校 982 がっこうからみえるふじさん 1088 くじら山
東小学校 983 しぜんがたくさん 1089 大好きな場所
東小学校 984 さくらがたくさんさいている 1090 さくら
東小学校 985 みんなえがおでやさしい 1091 葉
東小学校 986 野川 1092 はたけ
東小学校 987 坂 1093 さくら
東小学校 988 楽しい 1094 小金井公園
東小学校 989 みんなやさしくて自然がいっぱい 1095 江戸東京野菜
東小学校 990 桜がいっぱい 1096 野川
東小学校 991 しんせつ 1097 春：サクラ
東小学校 992 歩いていてたのしい（あいさつとか） 1098 夏：夏野菜、川
東小学校 993 平和 1099 秋：葉
東小学校 994 しぜん 1100 冬：冬野菜
東小学校 995 さくらがいっぱい 1101 さくらのまう
東小学校 996 みどりが多い（自然が多い) 1102 さくら
東小学校 997 さくら 1103 サクラ
東小学校 998 きれいな水 1104 やさしい
東小学校 999 便利な町 1105 助け合う
東小学校 1000 いい自然！ 1106 小金井の花桜
東小学校 1001 公園がけっこう多い 1107 みんなやさしい
東小学校 1002 やさしい 1108 さくら
東小学校 1003 さくら 1109 桜
東小学校 1004 こきんちゃん 1110 桜
東小学校 1005 さくら 1111 自然
東小学校 1006 こきんちゃん 1112 くじら山
東小学校 1007 くじら山 1113 桜がきれい
東小学校 1008 桜 1114 みどりが多い
東小学校 1009 桜 1115 桜
東小学校 1010 いなか 1116 小金井公園にせみのこえ
東小学校 1011 桜 1117 えがおになれるまほうの力
東小学校 1012 自然 1118 さくら
東小学校 1013 平和 1119 楽しい
東小学校 1014 青空 1120 平和
東小学校 1015 やさしい 1121 えがお
東小学校 1016 桜 1122 東小
東小学校 1017 ちょっといなか 1123 東中
東小学校 1018 桜が咲いている 1124 東児
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東小学校 1019 さくら 1125 しぜん
東小学校 1020 えがお 1126 コキンちゃん
東小学校 1021 さくらがきれい 1127 公園の
東小学校 1022 桜 1128 みんなやさしい
東小学校 1023 野川公園 1129 くじらやま
東小学校 1024 金たろう 1130 市の人はしんせつ
東小学校 1025 こきんちゃん 1131 小金井市
東小学校 1026 さくら 1132 さくら
東小学校 1027 スポーツ 1133 平和
東小学校 1028 畑がある 1134 さくら
東小学校 1029 桜 1135 小学校
東小学校 1030 野川 1136 東小
東小学校 1031 桜 1137 玉川上水
東小学校 1032 自然！ 1138 平和がつづく
東小学校 1033 桜がきれい 1139 自然のこと
東小学校 1034 はけによって水がきれい 1140 野川公園
東小学校 1035 桜 1141 われらの水ですよ～
東小学校 1036 自然 1142 新小金井駅
東小学校 1037 お祭り 1143 桜
東小学校 1038 桜がふっているイメージ 1144 小金井公園
東小学校 1039 いえい 1145 栗山公園
東小学校 1040 げい 1146 はけ
東小学校 1041 しずか 1147 桜
東小学校 1042 自然 1148 明るい公園
東小学校 1043 やさしい人達 1149 東小学校
東小学校 1044 緑 1150 こきんちゃん
東小学校 1045 桜 1151 さくら
東小学校 1046 桜 1152 やさしい
東小学校 1047 桜 1153 いっけんや
東小学校 1048 公園 1154 東小金井えき
東小学校 1049 自然（桜、公園など） 1155 さくら
東小学校 1050 ゆたか 1156 さくら
東小学校 1051 野川公園 1157 くじら山
東小学校 1052 自然が多い 1158 こきんちゃん
東小学校 1053 やさしい人がたくさんいる 1159 桜
東小学校 1054 公園が多い 1160 ほのぼの
東小学校 1055 平和 1161 こきんちゃん
東小学校 1056 小金井の桜 1162 桜
東小学校 1057 桜 1163 ありがとう
東小学校 1058 桜がたくさん 1164 自然
東小学校 1059 ジブリ 1165 友達と小金井公園で遊んだのが楽しかった
東小学校 1060 桜 1166 桜の１本道
東小学校 1061 こきんちゃん 1167 江戸東京野菜
東小学校 1062 桜 1168 えがお
東小学校 1063 さくら 1169 野川公園
東小学校 1064 みどりがたくさん 1170 さくら
東小学校 1065 こきんちゃん 1171 野川公園の川
東小学校 1066 さくら 1172 桜まう
東小学校 1067 さくら 1173 桜
東小学校 1068 公園 1174 学校
東小学校 1069 さくら 1175 こきんちゃん
東小学校 1070 こきんちゃん 1176 くじら山
東小学校 1071 さくら 1177 さくら
東小学校 1072 さくら 1178 ハンドボール
東小学校 1179 えどたてもの園
東小学校 1180 小金井桜
東小学校 1181 野川
東小学校 1182 桜まう！
東小学校 1183 桜
東小学校 1184 はけ
東小学校 1185 多摩
東小学校 1186 武蔵野
東小学校 1187 桜
東小学校 1188 こきんちゃん
東小学校 1189 祭り
東小学校 1190 櫻
東小学校 1191 銀杏の木
東小学校 1192 こきんちゃん
東小学校 1193 桜
東小学校 1194 やさしい人達
東小学校 1195 こきんちゃん
東小学校 1196 明るい
東小学校 1197 小金井公園
東小学校 1198 野川
東小学校 1199 桜トンネル
東小学校 1200 野川公園でピクニック
東小学校 1201 桜
東小学校 1202 こきんちゃん
東小学校 1203 小金井
東小学校 1204 はけの森びじゅつ館
東小学校 1205 野川公園
東小学校 1206 野川
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東小学校 1207 桜
東小学校 1208 公園
東小学校 1209 桜
東小学校 1210 桜
東小学校 1211 桜トンネル小さい保育園児
東小学校 1212 桜
東小学校 1213 つばき
東小学校 1214 野川
東小学校 1215 玉川
東小学校 1216 こきんちゃん
東小学校 1217 野川公園でおとうととあそんだのがたのしかった
東小学校 1218 ありがとう^_^さくら
東小学校 1219 さくら
東小学校 1220 さくら
東小学校 1221 えがお
東小学校 1222 こきんちゃん
東小学校 1223 ゆたか
東小学校 1224 小金の水
東小学校 1225 きれいなさくら
前原小学校 1073 川 1226 木
前原小学校 1074 生物 1227 のがわ
前原小学校 1075 桜がいっぱい 1228 小金井公園
前原小学校 1076 野川いっぱい 1229 野川
前原小学校 1077 さくら 1230 さくら
前原小学校 1078 わんぱくだん 1231 夏の楽しみわんぱくだん
前原小学校 1079 さくら 1232 さくら
前原小学校 1080 自分がすんでる 1233 さくら
前原小学校 1081 さくらがきれい 1234 小金井市はへいわ
前原小学校 1082 さくら 1235 さくら
前原小学校 1083 小金井こうえん 1236 千桜
前原小学校 1084 桜 1237 玉川上水
前原小学校 1085 玉川上水 1238 くじら山
前原小学校 1086 さくら 1239 さくら
前原小学校 1087 平和 1240 くじら山
前原小学校 1088 野川 1241 春の桜
前原小学校 1089 小金井公園 1242 さくら
前原小学校 1090 しぜん 1243 子ども
前原小学校 1091 子どもなかよし 1244 みんななかよし
前原小学校 1092 おいしい食べ物 1245 くじら山
前原小学校 1093 さくら 1246 千本ざくら
前原小学校 1094 野川 1247 野川
前原小学校 1095 cocoバス 1248 さくら
前原小学校 1096 自然がある 1249 野川
前原小学校 1097 さくらがいっぱい 1250 さくら
前原小学校 1098 自然がいっぱい 1251 えがお
前原小学校 1099 さくらがまん関 1252 植物
前原小学校 1100 植物や草がたくさんある 1253 草
前原小学校 1101 野川 1254 まん関
前原小学校 1102 桜 1255 桜
前原小学校 1103 はけ 1256 自然がいっぱいほっかいどう
前原小学校 1104 ＣｏＣｏバス 1257 桜
前原小学校 1105 こきんちゃん 1258 自然
前原小学校 1106 さくらがきれい 1259 野川
前原小学校 1107 明るい子ども 1260 のがわ
前原小学校 1108 野川 1261 くじら山
前原小学校 1109 のがわ 1262 イトーヨーカドー
前原小学校 1110 イトーヨーカドー 1263 桜並木
前原小学校 1111 大きい坂 1264 さくらがさく
前原小学校 1112 野川 1265 花さく小金井
前原小学校 1113 自ぜんの町 1266 桜
前原小学校 1114 野川とさくら 1267 木もれ日

前原小学校 1115
きれいな水が湧き出る自然を残した里山（野鳥も多
い）

1268 鳥のさえずり

前原小学校 1116 げんき 1269 たのしい
前原小学校 1117 ゆたかな市でじけんなどがおこらない。 1270 ありがとう
前原小学校 1118 きれいな桜 1271 さくら
前原小学校 1119 みどりがいっぱい 1272 あざやかざくら
前原小学校 1120 こきんちゃん 1273 小金井市
前原小学校 1121 さくら 1274 あたたかい小金井市
前原小学校 1122 しぜんがいっぱいの町 1275 かわいいこきんちゃん
前原小学校 1123 野川 1276 みどりがたくさん
前原小学校 1124 さくらがきれい 1277 野川の上にはきれいなさくらのけしき
前原小学校 1125 にぎやか 1278 まもって行きたい小金井のしぜんとけしき
前原小学校 1126 バッタがたくさんいる 1279 友だち
前原小学校 1127 しらない人とも大きな声で明るくあいさつ 1280 くじら山
前原小学校 1128 野川がきれい 1281 ゆめにあふれてる
前原小学校 1129 自ぜんがいっぱい 1282 明るい
前原小学校 1130 桜がきれい 1283 さくら
前原小学校 1131 野川 1284 川
前原小学校 1132 桜 1285 桜
前原小学校 1133 イメージカラ　ピンク 1286 野川
前原小学校 1134 しぜんがいっぱい 1287 しぜん
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前原小学校 1135 だんちが多い 1288 さくら
前原小学校 1136 木が多い 1289 さくら
前原小学校 1137 ソメイヨシノ 1290 たのしい
前原小学校 1138 こうえんがいっぱいある 1291 みんなで力をあわせよう
前原小学校 1139 しぜんがいっぱい 1292 くじら山
前原小学校 1140 しあわせいっぱい 1293 の川
前原小学校 1141 さくら 1294 さくら
前原小学校 1142 しぜん 1295 しぜん
前原小学校 1143 小金井公園 1296 元気
前原小学校 1144 くじら山 1297 やさしい
前原小学校 1145 イトーヨーカドー 1298 楽しい
前原小学校 1146 木がいっぱい 1299 仲良し
前原小学校 1147 しぜんがいっぱい 1300 こがねいしはへいわだ～
前原小学校 1148 桜がきれい 1301 いきる
前原小学校 1149 たのしい小金井市 1302 こきんちゃん
前原小学校 1150 自然がいっぱい 1303 青空にきれいなさくら
前原小学校 1151 きれいでやさしさのある小金井市 1304 あたたかたんに
前原小学校 1152 野川 1305 花はむかう
前原小学校 1153 自然がいっぱい 1306 野川はたのしくサイコー
前原小学校 1154 人がやさしくて楽しい 1307 さくら
前原小学校 1155 楽しい 1308 人びと
前原小学校 1156 野川がきらきらしている 1309 夏
前原小学校 1157 自ぜんのきれいな川 1310 春
前原小学校 1158 小金井市のじもとやさい 1311 秋
前原小学校 1159 安心 1312 冬
前原小学校 1160 安全 1313 みんな
前原小学校 1161 しぜん 1314 友だち
前原小学校 1162 平和 1315 家ぞく
前原小学校 1163 サクラの町 1316 自ぜん
前原小学校 1164 えどとうきょうやさい 1317 楽しい
前原小学校 1165 大きな公園がいっぱいあった 1318 元気
前原小学校 1166 みどりがいっぱい 1319 みんなやさしい
前原小学校 1167 野川がいっぱい 1320 みんな心があったかい
前原小学校 1168 自ぜんの町 1321 さくらがひらひらまっている
前原小学校 1169 水がきれいな野川 1322 さくらがひらひらとおちる
前原小学校 1170 さくらがきれい 1323 桜
前原小学校 1171 とかい 1324 さくら
前原小学校 1172 小金ちゃん 1325 へいわ
前原小学校 1173 さくら 1326 安心
前原小学校 1174 自ぜんがいっぱい 1327 やさしい人がいっぱいいる
前原小学校 1175 自然の鳥や川やもり 1328 こきんちゃん
前原小学校 1176 自然いっぱい 1329 のがわ
前原小学校 1177 野川が流れる 1330 さくら
前原小学校 1178 しぜんがいっぱい 1331 さくら
前原小学校 1179 自然が多い 1332 さくら
前原小学校 1180 野川 1333 野川

前原小学校 1181 おいしい給食 1334
くじら山の下でたこあげをしたのがたのしかったで
す。

前原小学校 1182 金 1335 トイレ～
前原小学校 1183 桜がきれい 1336 小金ちゃんはかわいいよ
前原小学校 1184 自然がいっぱい 1337 さくらはきれい
前原小学校 1185 人が穏やか 1338 ひらひらひらっておちてくる
前原小学校 1186 学童の活動が盛ん 1339 自ぜんがいっぱい小金井市
前原小学校 1187 やさしい 1340 自ぜんいっぱい小金井市
前原小学校 1341 元気いっぱい小金井市
前原小学校 1342 野川
前原小学校 1343 くじら山
前原小学校 1344 坂が急
前原小学校 1345 くじら山
前原小学校 1346 自然
前原小学校 1347 野川
前原小学校 1348 さくら
前原小学校 1349 金
前原小学校 1350 桜並木
前原小学校 1351 野川
前原小学校 1352 こきんちゃん
前原小学校 1353 にぎやか
本町小学校 1188 ちいきの人との関りが高い 1354 人との関わりが多い
本町小学校 1189 みんながやさしい 1355 桜ふぶき
本町小学校 1190 笑顔が多い 1356 毎日
本町小学校 1191 桜 1357 笑顔
本町小学校 1192 桜ふぶき 1358 日常
本町小学校 1193 笑顔 1359 明るい
本町小学校 1194 「ゆたかでキレイな町」のイメージ 1360 ゆたかな自然の町！！
本町小学校 1195 町がきれい 1361 桜
本町小学校 1196 桜 1362 あいさつ
本町小学校 1197 笑顔 1363 笑顔で明るい
本町小学校 1198 きれいな空気 1364 元旦から汗を流したロードレース
本町小学校 1199 さくらでいっぱい 1365 さくら
本町小学校 1200 よろこびにみちている 1366 よろこび
本町小学校 1367 しあわせ
南小学校 1201 さくら 1368 みんないっしょ
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南小学校 1202 あいさつができて桜がきれい 1369 桜
南小学校 1203 野菜 1370 くじら山
南小学校 1204 ルバーブ 1371 光
南小学校 1205 みどりがたくさんある！ 1372 みどりの森や桜がきれいにさく～

南小学校 1206
とうきょうだけどとかいなかんじが少ししかいなくて
いいな

1373 さくら

南小学校 1207 さくらがさきそうなえ 1374 桜
南小学校 1208 こうえんが広い 1375 小金井市
南小学校 1209 きれい 1376 ハイ！ハイ！ハイ　ハイ　ハイ　ハイ！！
南小学校 1210 自然がたくさん 1377 あぁー　あぁー
南小学校 1211 どの季節も美しい 1378 野川
南小学校 1212 こうようがきれい 1379 みんなげんき
南小学校 1213 笑顔 1380 緑
南小学校 1214 サクラ 1381 桜
南小学校 1215 いなか（とうきょうの中で） 1382 くじら山
南小学校 1216 川 1383 野川
南小学校 1217 木 1384 自然
南小学校 1218 自然 1385 自然
南小学校 1219 桜 1386 さくら
南小学校 1220 森林 1387 野川
南小学校 1221 公園 1388 自然
南小学校 1222 サクラ
南小学校 1223 自然が多い。
南小学校 1224 桜がキレイ
南小学校 1225 あいさつができる
南小学校 1226 緑
南小学校 1227 木
南小学校 1228 自然など
南小学校 1229 桜
南小学校 1230 野川
南小学校 1231 しぜん
第一中学校 1232 桜 1389 桜
第一中学校 1233 ゴミ処理場 1390 自然豊かな
第一中学校 1234 こきんちゃん 1391 住みやすい町
第一中学校 1235 小金井公園 1392 Koganei　park
第一中学校 1236 玉川上水 1393 こきんちゃん
第一中学校 1237 小金井公園 1394 桜
第一中学校 1238 こきんちゃん 1395 あなたのアイデア
第一中学校 1239 桜 1396 ほほ笑み
第一中学校 1240 小金井街道 1397 しんたーにゃ
第一中学校 1241 SL 1398 さくら
第一中学校 1242 さくら 1399 やさしい
第一中学校 1243 こきんちゃん 1400 こきんちゃん
第一中学校 1244 桜 1401 桜
第一中学校 1245 緑 1402 玉川上水
第一中学校 1246 平和 1403 黄金井
第一中学校 1247 金がない 1404 ルバーブ
第一中学校 1248 つくるものがビミョー 1405 こきんちゃん
第一中学校 1249 ちっちゃい 1406 平和
第一中学校 1250 市長がフレンドリー 1407 どんな人も輝ける
第一中学校 1251 川がはんらんしない 1408 未来へGO
第一中学校 1252 教育熱心 1409 笑顔も桜も花開く
第一中学校 1253 ごみ問題 1410 東京のオアシス
第一中学校 1254 さくら 1411 こきんちゃん
第一中学校 1255 お金がない 1412 こきんちゃん
第一中学校 1256 ジブリ 1413 ジブリがいっぱい小金井市
第一中学校 1257 素晴らしい住宅街 1414 さくら
第一中学校 1415 けやき
第一中学校 1416 かわせみ
第二中学校 1258 こきんちゃんまじかわ 1417 栗林
第二中学校 1259 桜の木 1418 小金井公園
第二中学校 1260 しぜんのくうきがおいしい 1419 あたたかみのある小金井市
第二中学校 1261 さくら 1420 小金井公園
第二中学校 1421 だいこんの花
第二中学校 1422 栗林
第二中学校 1423 小金井公園
東中学校 1262 ジブリ 1424 昔はなかった駅の下
東中学校 1263 はけの道 1425 笑顔絶えぬ場所
東中学校 1264 栗山公園 1426 適度な田舎
東中学校 1265 坂がきゅう 1427 小金井～
東中学校 1266 野川 1428 お金がない～
東中学校 1267 ゴミの分別がきびしい（お金かかる） 1429 人が少ない～
東中学校 1268 人と人との関わり（絆）がある。 1430 だから自然が多い～
東中学校 1269 野川にハンモックがあった。 1431 それが小金井～♪
東中学校 1270 貧乏 1432 ジブリ
東中学校 1271 ジブリ 1433 ルバーブ
東中学校 1272 自然がたくさんあり、過ごしやすい環境である。 1434 こきんちゃんじゃなくてこきんさん
東中学校 1273 田舎みたい。 1435 桜いっぱいある
東中学校 1274 ルバーブ 1436 自然いっぱいある
東中学校 1275 交通の便が良い 1437 家沢山
東中学校 1276 祭り 1438 緑
東中学校 1277 花火 1439 野川公園
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東中学校 1278 ジブリ 1440 あいさつ
東中学校 1279 太陽の研究所 1441 自然豊か
東中学校 1280 桜 1442 小金井
東中学校 1281 自然（虫） 1443 ダーウィン
東中学校 1282 はけ 1444 おいしいものがたくさんあります
東中学校 1283 少しジブリ住宅街 1445 こきんちゃん
東中学校 1284 江戸東京野菜 1446 こきんちゃん
東中学校 1285 中央線沿線 1447 ＮＨＫをぶっこわせ！！
東中学校 1286 公園 1448 自然がたくさんある
東中学校 1287 ごみ 1449 桜
東中学校 1288 野川 1450 野川公園
東中学校 1289 森 1451 はけの道
東中学校 1290 地味に大学がある 1452 桜
東中学校 1291 お金が少ない 1453 自然がいっぱい
東中学校 1292 大学がある 1454 がんばろう
東中学校 1293 東京の真ん中の市 1455 野川
東中学校 1294 ルバーブ 1456 野川
東中学校 1295 大学がある 1457 自然
東中学校 1296 おいしいメロンパンやさんがある 1458 みどりしかない
東中学校 1297 スタバ・コージーコーナーができた 1459 野川
東中学校 1298 すみやすい 1460 桜の下　君と歩んだ６０年
東中学校 1299 正直言って、かなり知名度が低い！！ 1461 小さな街、大きな自然
東中学校 1300 自然 1462 宮崎駿
東中学校 1301 平和 1463 こきんちゃん
東中学校 1302 自然 1464 ナウイ
東中学校 1303 桜 1465 都会
東中学校 1304 ゴミの集収 1466 桜
東中学校 1305 お金がない 1467 桜
東中学校 1306 自然がある 1468 自然
東中学校 1307 桜 1469 野川
東中学校 1308 自然が豊か 1470 野川
東中学校 1309 金がない 1471 平和
東中学校 1310 自然が豊か 1472 桜
東中学校 1311 自然が近くにある 1473 こきんちゃん
東中学校 1312 野川 1474 野川

東中学校 1313
公務員のお給料が高くて、学校のなおしたいとこのお
金ない

1475 緑

東中学校 1314 お金がない 1476 桜
東中学校 1315 駅にある店がいい所ない 1477 栗山公園
東中学校 1316 野川 1478 のがわ
東中学校 1317 自然の多さ 1479 こきんちゃん
東中学校 1318 ジブリ 1480 桜
東中学校 1319 何もないけどのどかで暮らしやすい街 1481 暖かく安心できる場所
東中学校 1320 宮崎駿 1482 公園の桜
東中学校 1321 こきんちゃん 1483 ルバーブ
東中学校 1322 野川 1484 桜
東中学校 1323 ジブリ 1485 こきんちゃん
東中学校 1324 桜 1486 自然
東中学校 1325 小金井公園 1487 桜
東中学校 1326 スポーツが盛んな所 1488 まお
東中学校 1327 自然 1489 桜
東中学校 1328 平和 1490 桜
東中学校 1329 小金井公園 1491 静かな都会
東中学校 1330 桜 1492 大都市だけどいなかだね
東中学校 1331 明るい 1493 桜
東中学校 1332 桜の木がたくさんある 1494 野川
東中学校 1333 小さいまち 1495 桜
東中学校 1334 小金井公園の桜 1496 桜
東中学校 1335 ジブリ 1497 スタバ
東中学校 1336 小金井公園の桜がきれい 1498 野川
東中学校 1337 自然 1499 自然が豊か
東中学校 1338 野菜 1500 野川
東中学校 1339 こじんまり 1501 野川
東中学校 1340 小金井公園の桜 1502 武蔵小金井駅の阿波踊り
東中学校 1341 小金井のルバーブ 1503 なつかしい
東中学校 1342 こきんちゃん 1504 みんな穏やか
東中学校 1343 自然がたくさん 1505 自然豊か
東中学校 1344 自然ゆたか 1506 みやざきはやお
東中学校 1345 まお 1507 ジブリ
東中学校 1346 自然 1508 バルス
東中学校 1347 桜がいっぱいある 1509 イトーヨーカドーがほしい
東中学校 1348 ジブリ 1510 他の区にゴミおくる
東中学校 1349 都会 1511 ランランララランランラン
東中学校 1350 いなか 1512 みどりがたくさん的な
東中学校 1351 緑 1513 毎日毎日明るい日々～
東中学校 1352 桜 1514 楽しかったくじら山～
東中学校 1353 自然がいっぱい 1515 こきんちゃんいるよ
東中学校 1354 自然がある静かな場所 1516 野川
東中学校 1355 ビンボー 1517 ゴミ問題解決できない
東中学校 1356 緑が多い 1518 歌をつくるんじゃなくてゴミ問題解決しようよ
東中学校 1357 みんな明るい 1519 野川もキレイにしてほしい
東中学校 1358 郷 1520 汚い町は皆嫌い
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東中学校 1359 ジブリのスタジオがある 1521 自然の多さ
東中学校 1360 穏やか 1522 お金がほしい
東中学校 1361 小金井公園などの自然がたくさんある場所がある 1523 ゴミを燃やしたい
東中学校 1362 ゴミがいっぱいある 1524 焼却炉返せ～
東中学校 1363 大きい公園がたくさんある 1525 スタジオジブリ
東中学校 1364 金がない 1526 桜
東中学校 1365 せまい 1527 緑
東中学校 1366 ゴミ 1528 桜
東中学校 1367 ジブリ 1529 自然
東中学校 1368 東京の中心（地図的に） 1530 こきんちゃん
東中学校 1369 明るく、活気がある 1531 皆で力を合わせて問題解決
東中学校 1370 野川公園 1532 こきんちゃん
東中学校 1371 くじら山 1533 はけの道
東中学校 1372 学校少ない 1534 小金井公園
東中学校 1373 お金がない 1535 何もないけど一応東京
東中学校 1374 市長が毎回わからない 1536 みんなの足のcocoバス！
東中学校 1375 静かで人口密度が小さい 1537 緑
東中学校 1376 明るい 1538 自然が豊か～♪
東中学校 1377 ゴミ問題 1539 ラ～ラ～ラ～
東中学校 1378 教育委員会の圧がものすごい 1540 緑
東中学校 1379 ゴミの問題 1541 緑あふれる
東中学校 1380 大量のゴミ 1542 口ずさむ
東中学校 1381 地盤がよい 1543 緑がたくさん♪

東中学校 1382 金がない 1544
世界のルバーブ生産量、小金井市が№１っ！（これ本
当かわかんないけど入れた方がおもしろい）

東中学校 1383 意外と畑がある 1545 自然豊かな小金井市♪

東中学校 1384 都会すぎず田舎すぎず…誰でも過ごしやすい場所 1546
全世界のルバーブ生産量小金井市が№１っ！これ絶対
入れるべきっ！社会の勉強になると思います。本当か
はわからないけど。

東中学校 1385 桜・緑がたくさん 1547 足下にある桜
東中学校 1386 こきんちゃん 1548 坂から見える夕焼け
東中学校 1387 自然が豊か 1549 野川が流れる
東中学校 1388 人と人とが協力し合える 1550 自然
東中学校 1389 桜 1551 こきんちゃん
東中学校 1390 こきんちゃん 1552 パラダイス
東中学校 1391 野川 1553 パ・パ・パ・パラダイスなコ・ガ・ネ・イ・シ！
東中学校 1392 ゴミ問題 1554 こがねい
東中学校 1393 緑がたくさんある（自然） 1555 桜
東中学校 1394 サクラの木たくさん 1556 くじら山

東中学校 1395 東京の中のいなか 1557 他の町よりお金はないけど、人の心があたたかい町

東中学校 1396 遊ぶ場所が公園以外何もない（カラオケなど） 1558 アハハハ
東中学校 1397 自然 1559 こきんちゃん
東中学校 1398 木 1560 こきんちゃん
東中学校 1399 小金井公園 1561 桜
東中学校 1400 緑 1562 お祭りあるよ
東中学校 1401 野川 1563 みんなが仲よし
東中学校 1402 びんぼう
東中学校 1403 こきんちゃん
東中学校 1404 平和
東中学校 1405 自然が多い
東中学校 1406 小金井公園
東中学校 1407 夕焼けが綺麗
東中学校 1408 マンホールの模様が桜
東中学校 1409 自然がいっぱい
東中学校 1410 イベントが多い
東中学校 1411 町がきれい
東中学校 1412 空気がきれい
東中学校 1413 ごみ問題
東中学校 1414 都会近くなのに緑多い
東中学校 1415 桜
東中学校 1416 くじら山
東中学校 1417 他の町よりお金がない
東中学校 1418 ゴミ問題
東中学校 1419 学校が汚い
東中学校 1420 アハハハ
東中学校 1421 土地が良い
東中学校 1422 こきんちゃん
東中学校 1423 桜
東中学校 1424 しずか
東中学校 1425 自然豊か
東中学校 1426 ゴミ処理所がない
東中学校 1427 ルバーブ
東中学校 1428 野川
南中学校 1429 ゴミが多い 1564 ゴミ
南中学校 1430 貧しい 1565 桜
南中学校 1431 さくら（桜） 1566 さくら（桜）
南中学校 1567 ゆうがに
本庁舎 1432 桜 1568 優しさ
本庁舎 1569 貧しい
第二庁舎 1433 スラム街 1570 暗い
第二庁舎 1434 貧困 1571 田舎
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第二庁舎 1435 おそうしき
第二庁舎 1436 独居
マロンホール 1437 緑の多い公園に挟まれた町 1572 はけの道
マロンホール 1438 昔の水は甘かった 1573 小金井櫻
マロンホール 1574 野川
婦人会館 1439 水のおいしい小金井で育った 1575 さくら
婦人会館 1576 わさび
婦人会館 1577 川端にタニシ
小金井 宮地楽器ホール 1440 桜の町 1578 わき水
小金井 宮地楽器ホール 1441 みどり 1579 はけの道
小金井 宮地楽器ホール 1442 ジブリ 1580 桜
小金井 宮地楽器ホール 1443 緑豊かな、のんびりした町 1581 のがわ公園
小金井 宮地楽器ホール 1444 家族が住みやすい市 1582 家族タイムを大切に♪
小金井 宮地楽器ホール 1445 さくらがいっぱいある～イメージです～ 1583 夫婦の愛が家族を１つにする♪
小金井 宮地楽器ホール 1446 コキンちゃん 1584 さくら～さくら～

小金井 宮地楽器ホール 1447
小金井公園のソフトクリームが好き（おいしいと思
う）

1585 桜

小金井 宮地楽器ホール 1448 栗林 1586 小金井の小学校の名前を入れた～いよ！
小金井 宮地楽器ホール 1449 小金井公園 1587 みんながやさしい
小金井 宮地楽器ホール 1450 やさしそう 1588 たのしい
小金井 宮地楽器ホール 1451 どいなかだけどたのしい？ 1589 平和
小金井 宮地楽器ホール 1452 町がキレイ！←キレイすぎて～やばい～ 1590 町がキレイ
小金井 宮地楽器ホール 1453 たぬきやフェレットも歩いているよ 1591 野川
小金井 宮地楽器ホール 1592 くじら山
小金井 宮地楽器ホール 1593 桜
小金井 宮地楽器ホール 1594 弁天様
総合体育館 1454 自然 1595 こころ
総合体育館 1455 金色の街 1596 たそがれいろ
栗山公園健康運動センター 1456 自然がいっぱい（都立公園が２つもある） 1597 野川
栗山公園健康運動センター 1457 便利 1598 くじら山
栗山公園健康運動センター 1458 やさしい人 1599 子供と虫取りをたくさんした
栗山公園健康運動センター 1459 自然がゆたか 1600 はけ
栗山公園健康運動センター 1460 静かで平和なイメージ 1601 永遠の平和
栗山公園健康運動センター 1461 くり 1602 さくら咲く
栗山公園健康運動センター 1462 さくら 1603 カワセミ
栗山公園健康運動センター 1463 はけの道 1604 メジロ
栗山公園健康運動センター 1464 発展 1605 ウグイス
栗山公園健康運動センター 1465 市民活動の活発さ 1606 はけの道
栗山公園健康運動センター 1466 昭和時代の少し古くて良き町 1607 小鳥のさえずり
栗山公園健康運動センター 1467 むさし野の自然が残り四季が感じられる町 1608 桜
栗山公園健康運動センター 1468 東京のわりに木が多い 1609 武蔵野の自然
栗山公園健康運動センター 1469 緑がいっぱい 1610 わき水
栗山公園健康運動センター 1470 水がおいしい 1611 ゆう水
栗山公園健康運動センター 1471 町のいたるところに桜がある 1612 野川の土手
栗山公園健康運動センター 1472 親しみのあるまち 1613 つくし
栗山公園健康運動センター 1614 野川の水遊び
栗山公園健康運動センター 1615 落ち葉
栗山公園健康運動センター 1616 新緑
栗山公園健康運動センター 1617 青もみじ
栗山公園健康運動センター 1618 野の花
栗山公園健康運動センター 1619 くじら山
栗山公園健康運動センター 1620 滄浪泉園
栗山公園健康運動センター 1621 木
栗山公園健康運動センター 1622 かも
栗山公園健康運動センター 1623 野川
栗山公園健康運動センター 1624 みんな仲良く
栗山公園健康運動センター 1625 桜並みき
栗山公園健康運動センター 1626 わき水のうまさ
図書館 1473 しずかな町 1627 桜
図書館 1474 桜 1628 笑顔
図書館 1475 はけの道 1629 栗
図書館 1476 みんなのなかがよい 1630 こきんちゃん
図書館 1477 きれいなまち 1631 みんなはなかがよくてきれいだよ
図書館 1632 くじら山があるんだよ

公民館本館 1478
緑が多くのんびりした田舎と便利な都会が混在してい
る

1633 野川

公民館本館 1634 玉川上水の流れ
公民館本館 1635 湧き水
公民館本館 1636 小金井桜
貫井南分館 1479 お金がない 1637 お金！
緑分館 1480 京王バス 1638 夢
東分館 1481 たのしい 1639 みんな元気
東分館 1482 風が強い 1640 風
東分館 1483 自然と都会の融合 1641 ココ（ＣｏＣｏ）バス
東分館 1484 住みやすい 1642 栗山公園
東分館 1485 住宅街 1643 東京農工大学

東分館 1486
東小金井駅前をきれいにしてくださってありがとうご
ざいます

1644 東京学芸大学

東分館 1487 さくらがたくさく町 1645 梶野公園
東分館 1646 東小金井駅
東分館 1647 武蔵小金井駅
東分館 1648 新小金井駅
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東分館 1649 東京江戸たてもの園
東分館 1650 さくら
東分館 1651 くじら山
貫井北分館 1488 おっとりしている 1652 くじら山
貫井北分館 1489 弛やかなムード 1653 野川
貫井北分館 1490 みどり 1654 桜
貫井北分館 1491 緑が多い 1655 はけ
貫井北分館 1492 学校 1656 さくら
貫井北分館 1493 公園 1657 はけの道
貫井北分館 1494 都会の田舎 1658 若葉
貫井北分館 1495 緑 1659 さくら
貫井北分館 1496 自然 1660 のびやか
貫井北分館 1497 自然が豊か 1661 緑
貫井北分館 1498 自然 1662 さくら
貫井北分館 1499 のんびり 1663 さくら
貫井北分館 1500 のどか 1664 野川
貫井北分館 1501 四季折々の美しい自然 1665 雑木林
貫井北分館 1502 桜 1666 桜色
貫井北分館 1503 緑 1667 緑
貫井北分館 1504 湧水 1668 桜
貫井北分館 1505 桜 1669 広い空
貫井北分館 1506 みどり 1670 未来
貫井北分館 1507 桜と水 1671 生まれ育つ
貫井北分館 1508 桜 1672 出会う
貫井北分館 1509 安穏 1673 ずっーと
貫井北分館 1510 のんびりした町 1674 みんないる

貫井北分館 1511
桜の花ビラが風に吹かれてチラ、チラと散ってゆく桜
の木の下には花ビラのじゅうたんが・・・そんな情景
がうかぶ小金井市

1675 さくら

貫井北分館 1676 ふるさと
貫井北分館 1677 さくら
貫井北分館 1678 桜並木
貫井北分館 1679 清らかな水の流れ
貫井北分館 1680 桜
貫井北分館 1681 安らぎ
貫井北分館 1682 色とりどり
貫井北分館 1683 野川
貫井北分館 1684 桜
貫井北分館 1685 そよ風
貫井北分館 1686 ときがゆっくりと過ぎてゆく
メール、ファクシミリ、持参 1512 南北に広大公園を有する高級住宅街 1687 時が生まれる町
メール、ファクシミリ、持参 1513 桜の多い町 1688 緑の風
メール、ファクシミリ、持参 1514 自然がいっぱい 1689 武蔵野
メール、ファクシミリ、持参 1515 小金井公園や野川はいこいの場 1690 雑木林
メール、ファクシミリ、持参 1516 学校が多い（学問の町） 1691 吹き抜ける風
メール、ファクシミリ、持参 1517 中央線で新宿や東京駅にすぐ行ける 1692 きょうのこがねい
メール、ファクシミリ、持参 1518 閑静な住宅の町 1693 あしたのこがねい
メール、ファクシミリ、持参 1519 人のやさしさ 1694 かわせみの声
メール、ファクシミリ、持参 1520 人とのつながり 1695 野川の水音
メール、ファクシミリ、持参 1521 子育て 1696 水面に走る
メール、ファクシミリ、持参 1522 友だち 1697 蒼い宝石
メール、ファクシミリ、持参 1523 手作り 1698 桜
メール、ファクシミリ、持参 1524 クリエイティブ 1699 栗山公園でお花見をした
メール、ファクシミリ、持参 1525 桜 1700 野川
メール、ファクシミリ、持参 1526 坂 1701 いこいの場
メール、ファクシミリ、持参 1527 みどり 1702 さくら咲く
メール、ファクシミリ、持参 1528 ジブリ 1703 緑ゆたか
メール、ファクシミリ、持参 1529 こきんちゃん 1704 水のせせらぎ
メール、ファクシミリ、持参 1530 武蔵野公園 1705 むさしのの風景に
メール、ファクシミリ、持参 1531 野川公園 1706 こがね輝く街
メール、ファクシミリ、持参 1532 川崎平右衛門 1707 地域が育んだ
メール、ファクシミリ、持参 1533 ドラマや映画のロケ地 1708 たおいしい江戸東京野菜
メール、ファクシミリ、持参 1534 お祭り 1709 日本の時をつくる街
メール、ファクシミリ、持参 1535 地元 1710 きれいな湧き水
メール、ファクシミリ、持参 1536 東京に行くにも高尾に行くにも、ちょうど真ん中 1711 夜空に浮かぶ
メール、ファクシミリ、持参 1537 みどりが多く、湧き水もきれい 1712 蛍のあかり
メール、ファクシミリ、持参 1538 自然環境も生活環境も落ち着いている 1713 小金井薄紅桜
メール、ファクシミリ、持参 1714 農にみのり
メール、ファクシミリ、持参 1715 人にあかり
メール、ファクシミリ、持参 1716 創にたくみ
メール、ファクシミリ、持参 1717 地元に育ち
メール、ファクシミリ、持参 1718 地元に住む
メール、ファクシミリ、持参 1719 いつかここがふるさとになる
メール、ファクシミリ、持参 1720 黄金の泉
メール、ファクシミリ、持参 1721 湧き水があふれる
メール、ファクシミリ、持参 1722 みどりのはけ
メール、ファクシミリ、持参 1723 人が集う
メール、ファクシミリ、持参 1724 辛くなったらいつでも
メール、ファクシミリ、持参 1725 帰っておいで
メール、ファクシミリ、持参 1726 大丈夫
メール、ファクシミリ、持参 1727 この街の人
メール、ファクシミリ、持参 1728 君を助けてくれるよ
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メール、ファクシミリ、持参 1729 小金井は出会ったらみな兄弟
メール、ファクシミリ、持参 1730 ひとりじゃないよ
メール、ファクシミリ、持参 1731 みんなで生きよう

メール、ファクシミリ、持参 1732

対話、交流というフレーズや、それを連想させる歌詞
を入れてほしいと思います。
自然を残していくのも、将来のまちの在り方を考える
のも対話や多世代交流抜きにはできないと思っていま
す。一見面倒な手順でも「必要だからやる」という決
意を歌にも込めてほしいと願います。

メール、ファクシミリ、持参 1733

 特定の固有名詞を入れると、なんでこっちだけ入れて
こっちは入れないの・・・になるでしょう。たとえ
ば、小金井公園とだけ入れるわけにも、野川とだけ入
れるわけにもいかないでしょう。
一般名詞「みどり」「清流」「さくら」「坂」などを
入れる感じでしょうか・
小金井第一中学校の校歌などはよく工夫されていて、
そのまま市歌にしたいほどの完成度の高さです。市内
小中学校の全歌詞なども取り寄せて、参考にしてみて
はどうでしょうか。

計（件）

応募場所

小金井 宮地楽器ホール 1

メール、ファクシミリ、持参 2

メール、ファクシミリ、持参 3

計（件） 3

1,7331,538

シックな市歌と応援歌のような元気の出る市歌と２種類つくることも検討ください。大学なども、校歌と応援歌を双方持
つ例が多く、ケースバイケースで使い分けています。

市歌の制定にあたっては、誰もが気持ちよく歌えるようにすべきであり、市長選や市議選で、特定候補の推薦人になった
方に作詞や作曲を依頼すべきではありません。ましてや政治活動ポスターに写真まで乗っていたような人は論外です。
そのようなことをすれば「みんなで歌える市歌」どころか「市歌を歌わない運動」が燎原の火のごとく拡大するのではな
いでしょうか？
せっかくの試みなのですから、市長選や市議選で、特定候補の推薦人になった方に作詞や作曲を依頼するような愚は避け
るべきです。

雨でも子どもが遊べる所をつくってほしい

その他意見
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