
愛称（ネーミング）受付簿

ネーミング フリカナ コ　メ　ン　ト

① 1 たかまる タカマル 鷹をイメージしたキャラクターであることから発想しました。小さな子供にも分かりやすく呼びやすい、またデザインにも合うような名前を考えました。

2 たかまる タカマル 鷹丸と同時に「高まる」意を込めて。

3 たかまる タカマル たかとまもるのまるをとって「たかまる」と書きました

4 たか丸（たかまる） タカマル モチーフである「鷹（たか）」をもとに、武士らしく、かつ、親しみ見やすく名付けました。

5 たか丸 タカマル キャラクターの容姿から､かわいらしい子供の侍をイメージさせられる。又、鷹のイメージも良く表現されている。

6 たか丸 タカマル ４００年祭の成功気運を高める（たかまる）ための、たか丸君です。

7 たか丸 タカマル 弘前城の別名「鷹岡城」の鷹が、津軽為信の兜をイメージした、弘前城が乗った兜をかぶった姿をモチーフにしていることから、多くの人々に親しまれるますよう願い、鷹を意味する「たか」と武士の幼名に用いられる「丸」を使ってこの名前を考えました。

8 たか丸 タカマル タカ岡城のタカ

9 たか丸 タカマル 本丸にある「鷹岡城」のマスコットキャラクターということと○○丸だと強そうな感じだからです。

10 たか丸 タカマル 別名が「鷹岡城」とキャラクターが鷹をモチーフに作られたという事でこの愛称に決めました。

11 たか丸 タカマル 鷹をモチーフにデザインされたマスコットキャラクターであるので、そこから「たか」を、「丸」は兜が弘前城の形をしているところから、一番大事な場所である「本丸」からとり合わせました。また「たか丸」は築城４００年祭に向けて大勢の方の気持ちがどんどん「高まる」ようなキャラクターになって欲しいと思い考えました。

12 たか丸 タカマル 「鷹」＋「丸」から。築城４００年祭成功の気運が高まる、立役者となるように願って。

13 たかマル タカマル キャラクターのかわいらしさを生かしてネーミングしました。"マル"は本丸とかの"丸"と掛けてます。

14 タカマル タカマル 鷹のキャラクターなので「タカ」という言葉を入れたいと思いました。「マル」についてですが、この鷹は弘前城の兜をかぶっています。お城といえば一の丸、二の丸、三の丸という言葉を連想するので「タカマル」にしました。かっこ良くてかわいい名前になったと思います。

15 タカマル タカマル 記載なし

16 タカ丸 タカマル デザインのタカをイメージしたのと”タカ”と弘前城”本丸”を合わせて。

17 タカ丸 タカマル 鷹岡城のタカと天守のある本丸の丸。タカ丸クン。タカ丸チャンと呼ぶ時のゴロもいい。

18 タカ丸 タカマル 武士のイメージであえて「タカ」をカタカナにして親しみやすいキャラになったらいいとつけました。

19 タカ丸 タカマル 鷹岡城の鷹（たか）　築城記念祭の意識が高まる（たかまる）

20 タカ丸 タカマル 「鷹岡城の」タカと丸で「タカ丸」としました。「丸」には市民の一体感と市民が手と手を取り合い城の築城４００年祭を盛り上げる意気込みを表現しました。４００年祭が良い祭りになるように心からお祈り申し上げます。

21 タカ丸 タカマル

22 タカ丸 タカマル

23 タカ丸 タカマル タカは鷹岡城のタカ、丸は本丸の丸、昔の侍っぽく丸

24 鷹丸 タカマル

25 鷹丸 タカマル

26 鷹丸 タカマル 見たまんま、タカと城の丸で、たかまる。

27 鷹丸 タカマル 弘前城の別名「鷹岡城」の鷹と鳥の姿の鷹で刀を持っているので昔の名前に使われた「丸」を合わせて､又弘前がどんどん、たかまるようにと願って。

28 鷹丸 タカマル 弘前城の別名､鷹岡城と本丸を組み合わせてみました。

29 鷹丸 タカマル 鷹のキャラクターが、弘前城の本丸（本当は、そうではないのでしょうが）のかぶとをかぶっていることから思いつきました。武士らしい､勇ましい名前だと思います。それに音「高まる」にも通じ、築城４００年に向けて、気運が高まり、加えてますます弘前市が盛り上がっていく願いもこめました。

30 鷹丸 タカマル 弘前城築城４００年祭をキに弘前市の知名度は勿論、いろいろな面で良い方向へ高まって（高まる）いきますように、ということにあやかったのと､また､マスコットが、鷹のお侍さんのようですので、いいかなと思いまして応募しました！「拙者、鷹丸でごじゃる」なんていかがでしょうか。

31 鷹丸 タカマル 弘前市民を守る武将らしい強さと、一方で愛らしい姿を合わせて表した名前です。漢字の鷹は少し難しいかもしれませんが、歴史ある祭りのマスコットキャラクターですから、その威厳も兼ねて日本人らしく感じにしてみました

32 鷹丸 タカマル おぼえやすいと思ったから

33 鷹丸 タカマル 鷹のように弘前城も地震等に負けないくらい強くたっていてほしいから。

34 鷹丸 タカマル 「丸」をつければ強そう
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35 鷹丸 タカマル 鷹岡城の「鷹」をとって、武士っぽい「丸」をつけて「鷹丸」

36 たかまるくん タカマル 鷹のキャラクターの「たか」と、昔、弘前城の本丸に鷹がよく来ていたそうなので、本丸「まる」をとって、「たかまる」にしました。弘前の人気も「高まる」という気持ちも込めました。キャラクターの凛々しさと可愛らしさ表現できた名前だと思います。

37 たかまるくん タカマル キャラクターが鷹をモチーフにしたものなので愛称に「たか」を持ち入れたのと「たかまるくん」と言う名前は小さい子でも読んでもらえる様に平仮名にしました。

38 たかまるくん タカマル 弘前市の観光がたかまる。農業生産がたかまる。市民生活の質がたかまる。生活の安心がたかまる。

39 たかまるくん タカマル たかだけではつまらないので、まるをつけて、たかまるにしました

40 たかまるくん タカマル キャラクターがたかなので、たかとつけて丸は城にいそうだから

41 たかまるくん タカマル 「たか」・・・弘前城の別名「鷹岡城」の「たか」から。「まる」・・・武将の名前によくあり、強そうなイメージであること、顔や頬に丸みがあり、愛くるしいイメージを兼ね備えていることから。

42 たか丸くん タカマル 弘前城の別名鷹岡城の鷹。為信公が幼少の頃から､弘前をずーと見守ってきたという想いと､市民が和を持って丸く、イザコザなどなく優しい気持ちで生活できますようにと願いからです。

43 たか丸くん タカマル 頭に乗っているお城が本丸にあると聞いたので､鷹にまるをくっつけました。

44 たか丸くん タカマル 「りりしさ」と「可愛らしさ」をイメージして考えました。

45 たか丸くん タカマル 鷹岡城のタカ。弘前がどんどん発展して、たかまるように。

46 たか丸くん タカマル 鷹をイメージしたキャラクターなので、「たか丸くん」と名付けました。みんなの「４００年祭を祝う気持ち」も高まるとうれしいです。

47 たか丸クン タカマル 「鷹岡城」のたかと、キャラクターの見た目のちょっとわんぱく坊やのイメージから。例えば豊臣秀吉「日吉丸」が幼名など子供に「丸」を名付けることがよくあります

48 たか丸君 タカマル 鷹のキャラクターで殿様　武士　侍ふうだったので丸をつけてみました。

49 タカ丸くん タカマル 鷹岡城の”鷹”から付けました。覚えやすくて、弘前城のこのキャラが盛り上がって欲しい（人気がタカマって欲しい）との思いも込めています。

50 タカ丸くん タカマル 弘前城の別名「鷹岡城」にちなみ「タカ」を用いて、弘前市が､ますます活性化して、高まるように願って付けました。

51 タカ丸くん タカマル 弘前城の別名、鷹岡城の「タカ」と津軽為信の勇猛・果敢さと民・百姓を思いやる友愛なイメージからネーミングしました。

52 タカ丸くん タカマル 鷹岡城のタカと鷹岡城の本丸をあわせたもので、みんながまるくおさまるように。この弘前城築城４００年祭が、みなさんの中でたかまるようにと願っています。

53 タカ丸君 タカマル

54 鷹丸くん タカマル 鷹岡城の鷹をイメージしたということなので鷹の入った名前がよいのではと思い、この愛称にしてみました。

55 鷹丸くん タカマル 鷹岡城のタカをイメージしてつけてみました！

56 鷹丸くん タカマル 可愛らしさも大事ですが、城下町として武士としての、きりりとしたイメージを大事にしたいので、たかまる君としました。

57 鷹丸くん タカマル 鋭いくちばしと、凛々しい眉・目に賢さを感じます。それでいて､両側のほっぺの丸がなんとも言えない愛嬌があり、福々しい顎の曲線、さらに右手を上げて格好つけてるポーズがチャーミングで可愛いい！！元服したての若武者のイメージで弘前城の別名「鷹岡城」の鷹で「鷹丸くん」と呼びたいです。

58 鷹丸くん タカマル 飛び回り、いつも丸く優しい気持ちでいてほしいから。

59 鷹丸クン タカマル 鷹岡城と本丸の二文字から!

60 鷹丸君 タカマル 鷹なので鷹を使い、丸を使ってかわいらしく呼びやすくしました。

61 鷹丸君 タカマル

62 鷹丸君（たかまる）くん タカマル

63 鷹丸君 タカマル 弘前城の”鷹岡城”とキャラクターの若々しい鷹の武者姿から。

64 鷹丸君 タカマル 鷹岡城の鷹をとって鷹丸君。又はタカ丸君

65 たか○ タカマル 鷹岡城の鷹は○だよ。かっこいいよ。弘前城へ行ったり見たりすると気持ちが高まる。元気になる。

② 1 ひろたか ヒロタカ

2 ひろたか ヒロタカ 弘前城の　弘　鷹岡城の　鷹　を組み合わせて「弘鷹」「ひろたか」がいいと思います。

3 ひろたか ヒロタカ 弘前の「ひろ」と鷹の「たか」。あわせてひろたか。知的な感じもする名前。ひろちゃんとも、たかちゃんとも呼べる。
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4 ひろたか ヒロタカ 「ひろさき」城の「たか」という意味です。勇ましさもあります。

5 ひろたか ヒロタカ 弘前の「ひろ」＋鷹の「たか」

6 ひろたか ヒロタカ 弘前×たかおか。

7 ヒロたか ヒロタカ 弘前＋たかでヒロたか

8 ヒロタカ ヒロタカ 名前のとおり単純に、弘前と鷹岡城を合わせ、誰にでも覚えやすい名前

9 ヒロタカ ヒロタカ なんとなく

10 ヒロタカ ヒロタカ 弘前の弘と鷹を合わせた名前です。

11 弘鷹 ヒロタカ 弘前城の別名は鷹岡城だということを、この機会に広く認知してもらえるのではとの思いと「ひろたか」という耳ざわりは、弘前の高校の一部の人の言い回しであり、耳になじんでいる。

12 弘鷹 ヒロタカ 弘前の弘（ひろ）と鷹岡の鷹（たか）を組み合わせた名前。弘前城は広く高いカッコイイお城です。

13 弘鷹 ヒロタカ 弘前の弘に鷹岡の鷹を合わせた。

14 弘鷹 ヒロタカ 弘前城の弘と鷹岡城の鷹をとって弘鷹となりました。

15 弘鷹 ヒロタカ 弘前の弘と鷹岡城の鷹をあわせて

16 弘鷹 ヒロタカ 弘前の弘と鷹岡の鷹

17 弘鷹 ヒロタカ 弘前城で鷹ということで。強そうなので。

18 ひろたかくん ヒロタカ 弘前城の兜をかぶっている鷹であることとシンプルで覚えやすく、親しみやすいやすいという事からこの名前を付けました。採用して戴ければ幸いです。

19 ひろたかくん ヒロタカ 弘前の鷹ということで。親しみ易いかなと・・・。

20 ひろたかくん ヒロタカ 弘前城の「ひろ」と鷹岡城の「たか」から。キャラクターの名前と、お城の名前が重なっていることで、キャラクター、お城､両方の名前を覚えやすいと思います。また、どこにでもいそうな名前なので､親しみを持ちやすく、突発な名前のキャラクターが多い中、平凡な名前のほうが却って意外性があって、目立つように思います。

21 ひろたかくん ヒロタカ 弘前の鷹ということで弘鷹（ひろたか）で、ひろたかくん。

22 ひろたかくん ヒロタカ 弘前城とたかをミックスした。そして、弘前高校のことも、ひろたかと呼ぶのでいいと思った。

23 ひろたかくん ヒロタカ 弘前のヒロ、鷹、そのまんま。

24 ひろたかくん ヒロタカ シンプルに「弘前」のひろ、「鷹岡城」のたかからとりました。広く大空へ高々と舞い上がれをイメージしています。

25 ひろたかくん ヒロタカ 「ひろさき」と「たか」との造語。

26 ひろたかクン ヒロタカ 弘前城とタカから思いつきました。そのまんまですが。孫には、この名前を付けたいです。

27 ひろたかくん ヒロタカ 弘前城の「ひろ」とキャラクターのモチーフである鷹の「たか」を組み合わせた上、雄（あるいは男性）なので「くん」をつけて親しみやすくしました。これは「弘前城の鷹｣であることをほぼストレートに表すネーミングですので、弘前城築城４００年祭のマスコットキャラクターにふさわしい愛称のように思います。

28 ひろたかくん ヒロタカ 「弘前」の「弘（ひろ）」と弘前城の別名｢鷹岡城」の「鷹（たか）」の一文字ずつを取り、親しみやすく平仮名で組合せて「ひろたか」として愛称化して表現したもの。

29 ひろたかくん ヒロタカ

30 ひろたかくん ヒロタカ 弘前城のひろと、たかおか城のたかを合わせたものです

31 ひろたかくん ヒロタカ 弘前ノ鷹岡城

32 ひろたかくん ヒロタカ 弘前城の「ひろ」に鷹岡城の「たか」をくっつけて「ひろたか」くんにしました。

33 ひろたかくん ヒロタカ 弘前城の弘（ひろ）と鷹岡城の鷹（たか）

34 ひろたかくん ヒロタカ 弘前の弘とたかをくっつけてみました。

35 ひろたかくん ヒロタカ

36 ひろたかくん ヒロタカ 弘前の「ひろ」と、このマスコットキャラクターのモチーフとなった別称「鷹岡城」の「たか」を組み合わせて名付けました。

37 ひろたか君 ヒロタカ 弘前のタカと書いて、漢字で弘鷹君、ひろたか君にしました
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38 ひろたか君 ヒロタカ 弘前城と鷹岡城にちなんで、りりしく、可愛く表現しました

39 ひろたか君 ヒロタカ 弘前城でたかだから

40 ひろたか君 ヒロタカ 略してみました

41 ひろタカ君 ヒロタカ 弘前市の「ひろ」と弘前城の「ひろ」と鷹岡城の「たか」とキャラクターの「タカ」を重ね合わせ愛称から別名「鷹岡城」のタカと分かる様に「ひろタカ」君と名付けました。又、子供から大人まで親しみやすく馴染みやすく呼びやすい名前を考えました。又、永遠に愛着のある名前を考えました。

42 ひろタカ君 ヒロタカ 弘前の「ひろ」、津軽弁で「ひろ」を訛り「しろ（城）｣と言う人もあり。タカ=鷹岡城のタカ、ひろたか=県内屈指の進学校「弘前高校（ひろたか）」で学んだ太宰治にも因む。ひろタカ=ひらがなとカタカナにしたのは弘前市と鷹岡城を区別した考慮。

43 ひろタカ軍（くん） ヒロタカ

44 ヒロタカくん ヒロタカ

45 ヒロタカくん ヒロタカ 弘前の鷹なので、つけました。

46 ヒロタカくん ヒロタカ 弘前と鷹を組み合わせました

47 ヒロタカくん ヒロタカ 弘前市・弘前城のヒロと鷹岡城のタカでヒロタカくんです。ちょっと安易かなとも思ったのですが、弘前市民の方はもちろんの事、県外の方にも覚えやすく、弘前をアピール出来ればと思い考えました。

48 ヒロタカくん ヒロタカ 弘前の弘と鷹を合わせて、ヒロタカくんにしました。

49 ヒロタカくん ヒロタカ 弘前のヒロと鷹岡城のタカをとって考えました。

50 ヒロタカくん ヒロタカ 弘前城と別名鷹岡城を合わせた名前にしました。

51 ヒロタカくん ヒロタカ 弘前城の弘とイメージキャラクターのタカの名前を合わせた。

52 ヒロタカくん ヒロタカ 弘前の「弘」とたかおか城の「たか」を合わせて、「ヒロタカくん」になりました。

53 ヒロタカ君 ヒロタカ 弘前城の弘と鷹岡城の鷹から取りました。

54 弘タカくん ヒロタカ 弘前の弘　鷹という事。と”ヒロタカ”という弘前高校が思い浮かぶので頭がいいイメージがあります。

55 弘鷹くん ヒロタカ 弘前市民が大好きみたいなので、弘前の弘と鷹を組み合わせました。それに頭がいい弘高ともちょっとかけてあります

56 弘鷹くん ヒロタカ 弘前の弘と鷹をコラボっちゃいました。

57 弘鷹くん ヒロタカ

58 弘鷹君 ヒロタカ 弘前の弘とマスコットの鷹で「弘鷹君」

59 ヒロタカ公 ヒロタカ （弘前城築城４００年の藩主として一家の主として）　弘前ーヒロ　鷹ータカ　

③ 1 たかひろ タカヒロ 鷹岡城の頭文字「鷹」と弘前城の頭文字「弘」に由来しています。弘前市民を守る勇気ある男の子をイメージしています。平仮名にすることで、子どもにも親しみやすく、表記しやすいよう名称となっています。

2 たかひろ タカヒロ

3 たかひろ タカヒロ 鷹岡城の頭文字と弘前の頭文字をとった。

4 たかひろ タカヒロ 鷹の「たか」と弘前の「ひろ」を合わせて「たかひろ」

5 たかひろ タカヒロ たかが弘前の城をかぶってるから

6 たかひろ タカヒロ 鷹岡城と弘前の鷹と弘をとって、たかひろです。

7 たかひろ タカヒロ 人の名前のような感じで呼びやすく。

8 たかひろ タカヒロ たかがおかのたかと、ひろさきのひろを組み合わせてみました。

9 タカヒロ タカヒロ 「たか」と「ひろ」にそれぞれ意味をこめています!「たか」は鷹岡城の「鷹」にかけて、さらに頭がとてもよいと書かれていたので「知能が高い」の「高」と2つの「たか」を考えてのことでした!「ひろ」は弘前公園や弘前城の「弘」からとり、もう一つは昔､津軽為信が津軽で広く活躍したことから「広」をとって「たか」と「ひろ」を合わせ「タカヒロ」にしました!

10 タカヒロ タカヒロ キーワードの「鷹」と「弘前城」の弘をあわせたもの。男子の名前で、呼び捨てにしたい親しみ感があるので、ネーミングとしてすぐに浸透すると思いました。

11 タカヒロ タカヒロ 弘前城のひろと鷹でタカヒロにしました。

12 タカヒロ タカヒロ 「たか」と弘前を合わせた
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愛称（ネーミング）受付簿

ネーミング フリカナ コ　メ　ン　ト

13 タカヒロ タカヒロ 鷹岡城の鷹と弘前城の弘

14 たか弘 タカヒロ 弘前城とたかが合体してるから。

15 鷹弘（タカヒロ） タカヒロ 鷹のキャラクターに弘前市の弘を合わせて鷹弘君にしました。

16 鷹弘 タカヒロ 鷹岡城の鷹と弘前の弘で「鷹弘」みんなが気軽に読めるようにひらがなにして「たかひろくん」

17 鷹弘 タカヒロ 鷹弘ということです

18 鷹弘 タカヒロ マスコット名は弘前城の別名が鷹岡城であるとありましたから、それから考えました。

19 鷹弘 タカヒロ 鷹岡城の「鷹」と弘前市の「弘」を合わせて「鷹弘」にしました。

20 鷹弘 タカヒロ 鷹岡城の鷹、弘前城の弘を取りまして鷹弘と名付けました。

21 鷹弘 タカヒロ 弘前城の別名はあまり知られていないため、なぜ鷹をイメージしているのか伝わりにくいのではないかと思い、名前に「鷹」を入れた。「弘」は弘前の意味。

22 鷹弘 タカヒロ 弘前城と別名の鷹岡城の２つの頭文字をとって愛称を「鷹弘」にしました

23 鷹弘 タカヒロ 鷹と弘前城だから。

24 鷹弘 タカヒロ 鷹に弘前城だから、最初の頭文字をとって。

25 鷹弘 タカヒロ 弘前の城のキャラクターで鷹をイメージしたキャラクターだから

26 鷹弘 タカヒロ 鷹と弘前の弘をくっつけて鷹弘

27 鷹浩 タカヒロ かっこいい感じがする。

28 TAKAHIRO タカヒロ たかだから。あと弘前で。

29 たかひろくん タカヒロ

30 たかひろくん タカヒロ

31 たかひろくん タカヒロ たかと弘前じょうだから

32 たかひろくん タカヒロ たかのイメージだったので、その「たか」をとり、弘前城の「ひろ」をとってネーミングしました。したしみやすいと思います。

33 たかひろくん タカヒロ 弘前城の別名に「たか」で弘前だからたかひろくん

34 たかひろくん タカヒロ 鷹×弘前

35 たかひろ君 タカヒロ たか+弘前=たかひろ

36 たかひろ君 タカヒロ 鷹岡城の「鷹」と弘前城の「弘」　二代にわたる城の名前を組み合わせて、歴史を感じさせるようにしました。

37 たかひろ君 タカヒロ 鷹と弘前城から「たかとひろ」から考えました。そのまんまですが一番わかりやすく思い出しやすい。

38 タカヒロくん タカヒロ

39 タカヒロくん タカヒロ イメージの鷹（タカ）と弘前市の弘（ヒロ）を組み合わせ、みんなに愛されるよう願いを込めて命名しました。

40 タカヒロくん タカヒロ たかとひろさきのひろで「タカヒロ」

41 タカヒロくん タカヒロ

42 タカヒロ君 タカヒロ 「鷹岡城」のタカと「弘前城」のヒロでタカヒロ君！！昔と今、別名と親しまれた名前を合わせてみました。小さい子にも馴染まれるようにあえてカタカナにしました！！

43 鷹弘（たかひろ）くん タカヒロ 単純ですが、鷹岡城の「鷹」、弘前城の「弘」を組み合わせました。

44 鷹弘くん タカヒロ 弘前城の別名鷹岡城の鷹と弘前市の弘をとり鷹弘くんとした。

45 鷹弘くん タカヒロ 弘前を見守って飛ぶ鷹をイメージ！

46 鷹弘くん タカヒロ マスコットの鷹くんが､弘前のシンボルである弘前城かぶとをかぶっているので､弘前をピーアールしてくれるかっこいい名前にしました。
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ネーミング フリカナ コ　メ　ン　ト

47 鷹弘くん タカヒロ

48 鷹弘くん タカヒロ 弘前が好きな鷹だから。

49 鷹弘くん タカヒロ 鷹岡城の鷹と弘前の弘から名前をもらいました。「たかひろくん」と親しみやすく、呼びやすい名前にしました。

50 鷹弘くん タカヒロ 弘前の鷹だから

51 鷹弘くん タカヒロ 鷹岡城と弘前の弘をまぜた。

52 鷹弘くん タカヒロ 鷹のように弘前城を守る鳥をイメージした

53 鷹弘。クン タカヒロ 鷹岡城の鷹、弘前の弘を合わせて、かわいいけど、かっこいいキャラクターに合わせてみました。

54 鷹弘（たかひろ）君 タカヒロ そのまんまですが（弘前の弘と鷹岡の鷹で）響きがかわいいので。キャラクターもかわいい子供のイメージがあります。

55 鷹弘君 タカヒロ

56 鷹弘君 タカヒロ 友人のような名前にすることで、親しみやすく呼べるように、鷹弘君にしました。

57 タカ弘さん タカヒロ お城の名前は高岡から弘前に変わっても、みんなを守っているという意味で、高と弘の字をとって、鳥っぽく高をカタカナにしてタカ弘さんです

58 たかひろ殿 タカヒロ 鷹と弘前を合体してみた！殿様のようなので、君じゃなく殿！

④ 1 たかのぶ タカノブ 弘前城の別名である「鷹岡城」の「たか」の部分と津軽為信の名前の「のぶ」をとって「たかのぶ」としました。マスコットキャラクターの風貌も鷹であることから「たか」の名前を記すことで皆さんに親しみやすい用になっていると思います。凛々しい顔であり武士のような名前が似合うと思います。

2 たかのぶ タカノブ 兜のモデルになっている津軽為信さんの名前から。

3 たかのぶ タカノブ 鷹岡城と津軽為信の「たか」と「のぶ」を合わせました。

4 たかのぶ タカノブ

5 たかのぶ タカノブ 「たか」と為信の「のぶ」を合わせた

6 たかのぶ タカノブ たかと為信ののぶをたして、たかのぶ

7 タカノブ タカノブ 弘前城の別名「鷹岡城」の鷹と、津軽為信の信からとりました。

8 タカノブ タカノブ 鷹岡城の　たか！つがるためのぶの　のぶ！を取ってたかのぶ。

9 タカノブ タカノブ イメージされた鷹と、津軽為信の名前を合わせ親しみやすい愛称としました。

10 タカのぶ タカノブ

11 タカ信 タカノブ

12 鷹信 タカノブ 鷹と為信を合体

13 鷹信 タカノブ 鷹岡城の鷹と為信の信で鷹信にしました。

14 鷹信 タカノブ たかと津軽為信

15 鷹信 タカノブ イメージキャラクターの鷹と為信の信をとって、弘前を強くイメージしました。

16 鷹信 タカノブ たか岡城と為信を合わせた。

17 鷹信 タカノブ 鷹岡城に為信を合体させてかいた。

18 鷹乃武 タカノブ モデルが鷹であることから名前をつけるなら鷹は必須かなと思い、鷹を使いました。弘前城をかぶっているので、また弘前城主の為信公にもちなんで鷹乃武としました。弘前市をより一層活性化してくれるキャラクターになって欲しいと思います。

19 たかのぶくん タカノブ 鷹岡城の’たか’とためのぶこうの’のぶ’をとって付けました。

20 たかのぶくん タカノブ 「たかのぶ」と「たか」は鷹のイメージ「のぶ」は津軽為信のイメージ。

21 たかのぶくん タカノブ 鷹のキャラクターと為信の信からとりました。シンプルが一番良いと思いました。

22 たかのぶくん タカノブ 為信の　のぶ　と　鷹岡城の　たか　を合体させて　のぶたか　と名付けました。
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23 たかのぶくん タカノブ 弘前城の別名である鷹岡城の「鷹」の字と津軽為信の「信」の字を組み合わせてみました。

24 たかのぶくん タカノブ キャラクターが鷹（たか）のイメージなのと、津軽為信の信（のぶ）を合体し、「たかのぶ」くんのしました。

25 たかのぶくん タカノブ 津軽為信と鷹岡城を合わせて「たかのぶ」になりました。

26 たかのぶくん タカノブ

27 たかのぶくん タカノブ たかは鳥のたかを考えていたのでたか。のぶはためのぶがしろをつくろうとしていたのでのぶ。なので、たかのぶくん

28 たかのぶくん タカノブ 鷹岡城と津軽為信を合わせました。

29 たかのぶくん タカノブ 津軽為信と掛けてみました。

30 たかのぶくん タカノブ 鷹岡とためのぶをかけて

31 たかのぶ君 タカノブ 津軽為信の名前とキャラクターの鷹の名前をあわせました

32 たかのぶ君 タカノブ 鷹岡城（弘前城）と津軽為信、それぞれの名称を組み合わせ、誰にでも分かりやすく親しみを込めて名を付けた。

33 たかのぶ君 タカノブ 鷹岡城の頭文字「たか」と、為信公の「のぶ」を取り、合わせた名前。「たかのぶ」と、呼びやすく､分かりやすい､名前にしました。

34 たかのぶ君 タカノブ

35 たかのぶ君 タカノブ 鷹岡城の鷹と、津軽為信の信を合わせた。子どもでも読めるようにひらがなにした。

36 たかのぶ君 タカノブ 鷹岡城とその城に住んでいた津軽藩主津軽為信の信をとってたかのぶくんにしました。

37 タカのぶくん タカノブ わたしは、つがるためのぶをイメージして、みんなに名前をおぼえて、やさしくしてもらえるように書きました

38 タカノブくん タカノブ マスコットキャラクターのイメージの「タカ」と津軽為「信」から一部抜粋して合体させました。

39 タカノブ君 タカノブ 鷹岡城の鷹と津軽為信の信の2字をつないで作りました。

40 タカノブ君 タカノブ 鷹岡城の鷹と為信の信でタカノブ

41 タカノブ君 タカノブ 鷹岡城の鷹と津軽為信より

42 タカノブ君 タカノブ

43 タカノブ君 タカノブ 高岡城のたかと、津軽為信ののぶをとって、タカノブ君になりました

44 鷹信（たかのぶ）くん タカノブ 鷹岡城の「鷹」と為信の｢信」を合わせました。誰でもわかりやすいと思います。

45 鷹信くん タカノブ 弘前城の別名の鷹岡城と津軽為信を合わせたら､頭が良さそうな名前になったので鷹信にしました。

46 鷹信くん タカノブ

47 鷹信くん タカノブ 鷹岡城の鷹と為信の信を取った名前。

48 鷹信くん タカノブ 鷹岡城の鷹に為信の信をとって考えました

49 鷹信くん タカノブ 「鷹」岡城の鷹と津軽為信の信をとって

50 高信くん タカノブ

51 たかのぶどの タカノブ このしろのとののまなえと、たかがキャラクターだから

52 タカのぶさま タカノブ 弘前城の別名　鷹岡城のタカと、為信ののぶをとり、「タカのぶ」としました。また尊敬の意味を込めて、みんなが「タカのぶさま」と呼べるよう、様をつけました

53 鷹信公 タカノブ 弘前を守る鷹、ということと、津軽為信の信をつけ、為信を受け継ぐような名前にしました。

⑤ 1 たかじょう タカジョ 弘前じょうのあめんをかぶっているから

2 タカジョウ タカジョ 鷹岡城からつけました。

3 鷹城 タカジョ たかが弘前城をかぶってるから。
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4 鷹城 タカジョ 鷹岡城の「鷹」と弘前城の「城」をつけました。

5 鷹城 タカジョ たかが城をかぶってるから

6 鷹城 タカジョ 弘前城の兜をかぶった鷹だから

7 鷹城 タカジョ 鷹と弘前城の城をとった

8 たかジョー タカジョ 鷹岡城ということで鷹は入れたいと思いました。ジョーというのは「城」のことで、かっこよく親しみやすい名前です。

9 タカジョー タカジョ たかが、弘前城をかぶっているので、たかと弘前城のじょうをとって「たかじょう」です。しかし、ひらがなだとなんかやわらかすぎて漢字はかたすぎるので、間をとってカタカナです！そして「タカジョー」とつけました。

10 タカジョー タカジョ

11 タカジョー タカジョ

12 タカジョー タカジョ 鷹をイメージしたキャラクターという事で「タカ」。城の形の兜をかぶっているので、城→ジョウ→「ジョー」。簡単ですが､子供も覚えやすいと思います。

13 タカジョー タカジョ 鷹と城を合わせて「タカジョー」と名付けました。

14 タカジョー タカジョ 鷹が頭上に城（じょう）を乗せているから

15 たかじょ～ タカジョ 名字が「たか」で名前が「ジョー」です。たか坊、という感じで呼びかけます。鷹と城にかけたネーミングです。

16 たかじょ～ タカジョ 今回のキャラクターが鷹ということで、そのまま鷹という名前に被った弘前城を付けました。ひらがなの方がやわらかく聞こえもいいかな？とユルキャラの仲間入りできるように願いを込めて付けました。

17 鷹城（タカジョー） タカジョ

18 鷹ジョー タカジョ 鷹のキャラクターがお城をかぶっているので鷹ジョー（城）になりました。

19 たかじょうくん タカジョ

20 たかじょうくん タカジョ

21 たかじょうくん タカジョ 鷹岡城の鷹と城を掛け合わせ鷹城（たかじょう）くんとする。

22 たかじょうくん タカジョ たかおかじょうのたかをいれて、ひろさき城もたかおかじょうも、城がつくから、たかじょうくんにしました

23 たかじょうくん タカジョ マスコットがタカのイメージがあったので、たかを入れてみました。じょうは弘前城からとって，たかじょうにしました

24 たかじょうくん タカジョ たかにじょうだから。

25 たかじょーくん タカジョ 鷹岡城の鷹と城という意味

26 たかじょー君 タカジョ 鷹匠（たかじょう）から。

27 たかジョーくん タカジョ 鷹岡城の「鷹」と「城」からとりました。

28 タカジョーくん タカジョ ズバリ鷹とお城をかけて「タカジョーくん」にしました。本名は「津軽鷹城」です。頭が良さそうでかっこいい顔立ちにぴったりな愛称だと思います。

29 タカジョーくん タカジョ 見たままの”鷹”に”お城”である第一印象。

30 タカジョー君 タカジョ 鷹（タカ）と城の音読み（ジョウ）を繋げました。単純ですがわかりやすいのではないかと思いました。

31 タカジョー君 タカジョ 「鷹岡城」のたかと城をとって「タカジョー君」

32 タカジョー（ウ）君 タカジョ

33 タカジョー君 タカジョ

34 たか城くん タカジョ 顔が鷹で頭にお城がのっているので、単純にこのネーミングが浮かびました。

35 たか城君 タカジョ たかはこのとりをしめしています。城はかぶとの城をつかっております。男の子なので、すこしかっこよくしました

36 タカ城君 タカジョ 城のようにりっぱで、弘前城のことを守ってくれるたくましい感じで、タカと城を合わせました

37 タカ城くん タカジョ
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38 タカ城クン タカジョ タカの上に城がのっているから

39 鷹城くん タカジョ 鷹岡城ともいわれていたし、鷹のキャラが城をかぶっていたので。（平仮名・ローマ字読みでもＯＫ！）

40 鷹城くん タカジョ 弘前城の別名が「鷹岡城」というところから、鷹と城をとって、呼びやすい親しまれやすい「鷹城くん」にしました。

41 鷹城くん タカジョ

42 鷹城くん タカジョ

⑥ 1 タカぴぃ タカピィ デザインが鷹をイメージしたということと、そのキャラクターが「ぴぃぴぃ」と鳴いていそうだったから。

2 タカピィー タカピィ イメージ

3 たかぴぃー タカピィ たかおか城と鳥の鳴き声「ぴぃー」をたしてたかぴぃーです。ひらがなで書くことによって、城というかたい感じじゃなくて、やわらかい感じに

4 たかぴー タカピー

5 たかぴー タカピー 弘前城の別名「鷹岡城」（たか）+ハッピー（幸福、幸せ）より。弘前城から、弘前市民の幸せを願って、みんなの安全・安心を見守っています。

6 たかぴー タカピー 鷹岡城の鷹と弘前のひを取ってマルをつけました。

7 たかぴー タカピー キャラクターの鷹をPRする意味でたかぴーにしました

8 たかぴー タカピー 孫がこのキャラクターをみて呼んだ名前です

9 たかぴー タカピー 高岡城の｢鷹｣と鳴き声の「ピー」を合わせてみました

10 たかぴー タカピー たかのイメージ

11 たかぴー タカピー たか城と鳥を合体させた

12 たかピー タカピー 鷹岡城の「たか」と鳴き声を合わせてみました。

13 たかピー タカピー ピヨピヨなきそうだから

14 たかピー タカピー 鷹岡城の「タカ」と鳴き声の「ピー」を合わせて、みんなにかわいがられる名前にしました。

15 タカピー タカピー 鷹をかわいいイメージにしました。

16 タカピー タカピー タカがかぶとをかぶっている所から

17 タカピー タカピー だれもが親しみをもてる名前にしたかったからタカピーにしました。

18 鷹ピー タカピー 鷹岡城の鷹をとって、ピーはかわいらしさをだしました。

19 たかぴーくん タカピー 鷹岡城のたかと鳥の代表的な「ぴー」という鳴き声をとって『たかぴーくん』になりました。

20 タカピー君 タカピー タカおあきょうのタカをとってピーは力づよく、そしてたくましく鳴くタカのイメージを表現しました。

⑦ 1 たかしろ タカシロ

2 たかしろ タカシロ たかとしろ

3 タカしろ タカシロ 鷹が城を乗せている様子から名付けました。手軽で気軽に呼べるような名前だと思います。

4 タカシロ タカシロ タカが城のカブトをかぶってるから。

5 タカシロ タカシロ 男の子みたいで、城のかぶとがついているから

6 タカ城 タカシロ タカが弘前城をかぶっているから、短くしてタカ城

7 たかしろくん タカシロ 特になし

8 たかしろくん タカシロ たかをイメージしたキャラクターにしろがのっているから。

9 たかしろ君 タカシロ 鷹岡城の「鷹」と弘前城の「弘」で「たかひろ」。でも発音するとちょっと訛って「たかしろ」。その「しろ」の部分が「城」と掛かっています。
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愛称（ネーミング）受付簿

ネーミング フリカナ コ　メ　ン　ト

10 たかしろ君 タカシロ 「たか」は鳥のことをイメージして、「しろ」はたかの頭にかぶっているから，たかしろとつけました

11 たかしろ君 タカシロ 「たか」が弘前城をかぶっているから。

12 たかしろ君 タカシロ 鷹と城だから

13 タカシロくん タカシロ 鷹が城を頭に乗せてるから。

14 タカシロくん タカシロ 鷹の上に城があるから

15 タカシロ君 タカシロ タカが城をかぶっているから、タカシロ君

16 タカ城くん タカシロ このタカが、この城をかぶっていることから、この名前をつけました

17 タカ城くん タカシロ タカと城だから

18 鷹しろくん タカシロ 鷹岡城の鷹と、しろをとって。

19 タカシロさん タカシロ りりしい顔をしているから「さん」をつけました。

⑧ 1 タカ坊 タカボウ タカの坊やだから、覚えやすくかわいい愛称にしてみました

2 タカ坊 タカボウ 鷹岡城をイメージして

3 タカ坊 タカボウ 幼いっぽい、かわいいタカだから、子どもっぽくタカ坊

4 たか坊 タカボウ たか坊の〔たか〕は鷹岡城から、〔坊〕はキャラクターの可愛らしさを表現し、皆から愛されるようなイメージでつけました！

5 たか坊 タカボウ 鷹岡城の”たか”をとり、親しみやすくするために”坊”をつけました。

6 たか坊 タカボウ 鷹岡城の鷹を取ってひらがなにし、坊をつけたして覚えやすくしました。みんなが覚えやすく頭に残りやすい名前にしました。

7 鷹坊 タカボウ

8 鷹坊 タカボウ 鷹岡城の鷹と弘前は卍まーく、お寺の街なので、お坊さん、また子供に坊を付けて可愛く呼んだりするので、「たか坊」とネーミングしました

9 鷹坊くん タカボウ

10 鷹坊くん タカボウ

11 たかぼー タカボー かわいい名前でみんなに覚えてもらいたいから。

12 たかぼー タカボー たかだから

13 タカボー タカボー タカは鷹のことであり、見た目からわかりやすいように付けました。ボーは２つの意味があり、一つは「坊」です。作者説明から男の子と判断し、”坊ちゃん”として付けました。もう一つは「防」です。高くそびえる弘前城から、弘前市民を広く見渡し、市民を様々な災厄から”防ぎ”幸せを祈るという意味をこめ、名付けました。

14 タカボーくん タカボー キャラクターが鷹ということで日本読みでタカと英語読みでホークをくっつけて「タカボーくん」と付けてみました。

15 鷹ボー タカボー たかの坊や

⑨ 1 ひろたかまる ヒロタカ 弘前の弘と鷹岡城の鷹と元気な男の子で丸。

2 ひろたかまる ヒロタカ 弘前のひろと、鷹岡城のたか、まるは戦国時代にいるような名前だから

3 ひろたかまる ヒロタカ 「弘前」の「弘」と｢鷹岡上」の「鷹」をくっつけて武士の姿をしているので「弘鷹丸」として最近ゆるキャラがはやっているので平仮名にしました。

4 ひろたか丸 ヒロタカ そのままです。弘前の鷹ということです。愛らしいので武士というより、幼少の名前で「・・・丸」

5 ひろたか丸 ヒロタカ 弘前城の”弘”と、鷹岡城の”鷹”そしてサムライみたいなので。弘前城と鷹岡城の両面をアピールできるし、ひらがなを使うことで､やわらかいイメージになり､わかりやすいと思います。単純なネーミングですが、よろしくお願いします。

6 ひろたか丸 ヒロタカ 弘前の「ひろ」、鷹岡城と鷹のきゃらくたーの「たか」、ひろさきじょう本丸の兜をかぶり、城下町弘前を見守ることから、本丸のような雄大で力強いイメージから「丸」。以上を合体させた

7 ひろたか丸 ヒロタカ 弘前城の「弘」と鷹岡城の「鷹」を合わせ、みんなが愛着が持てるように平仮名にし、最後に丸を付けてみました

8 ヒロタカ丸 ヒロタカ 弘前のヒロ、鷹岡城のタカ、そして､武将の子供の頃の名前をイメージして××丸の丸をとってつけました。

9 弘鷹丸 ヒロタカ
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愛称（ネーミング）受付簿

ネーミング フリカナ コ　メ　ン　ト

10 弘鷹丸 ヒロタカ 弘前の弘と鷹岡城の鷹をつなげてヒロタカマルです。

11 弘鷹丸 ヒロタカ 美しい立派な弘前城、別名　鷹岡城のタカもりりしいので、合体させました

12 弘鷹丸 ヒロタカ 弘前の弘、鷹岡城の鷹→弘鷹丸

13 弘鷹丸 ヒロタカ 弘前と鷹岡城の頭文字。「丸」つけた方が武将っぽいかと思った。

⑩ 1 たかぶと タカブト

2 たかぶと タカブト たかとかぶと

3 たかぶと タカブト たかがかぶとをかぶっているから。

4 たかぶとくん タカブト たかとかぶとを合わせてみんなにわかりやすく！！

5 たかぶとくん タカブト

6 たかぶとくん タカブト たかをイメージしてるのと、かぶとをかぶってるから

7 たかぶと君 タカブト たかが、かぶとをかぶって弘前の安全を願っているため「たかぶと君」

8 たかぶと君 タカブト たかとかぶとを一緒にしてみました。力強いイメージです。

9 たかぶと君 タカブト 鷹岡城の「たか」と「かぶと」を合体させた。

10 たかぶと君 タカブト 「鷹」と「兜」を合わせてみました

11 タカブトくん タカブト たかとかぶとをかけてみました。

アタッカー アタッカ 鷹に積極的に弘前を盛り上げるという意味を込めて

アッチャブ アッチャ アップルとチェリーブロッサム（りんごとさくら）より

あひる アヒル あひるみたいだから

主人（あるじん） アルジン 弘前城の主（あるじ）。自分の城だけではなく弘前市民全てを身守るやさしきお方。城を頭にのせているので、けっこう大きいイメージだと思います。

イーグル城 イーグル たかとお城という意味

イーグルＪＯくん イーグル 弘前城の別名が鷹岡城であることから、鷹＝イーグル・城＝ＪＯで強そうでかっこいいイラストからこの名前が浮かびました。

エライダカ公 エライダ タカの中のおとのさま、ためのぶ公に近いほどえらい

扇ちゃん オウギチ 初代藩主津軽為信の幼少名は扇というそうです。弘前の祭り扇ねぷたから命名しました。

追手門之介 オウテモ

鷹兜君 オウトク 見るからに立派な兜を付けていて顔の表情にどこかあどけなさが有り、きかんぼうな１０才代の子供にも見えます。鷹が空に飛び上る様に武勇をふるいおこせず、欲ばって争わない。そんな男の子の様に！これからも弘前市民をボクが見守っていくぞー！と言ったイメージで名付けました。

おうようくん オウヨウ 弘前城の別名′鷹揚公園′からつけました。鷹揚=おおらか、気前が良い　という津軽人が持っている良い意味での′えふり′の部分も表しています。

おうようくん オウヨウ ①別名　鷹揚城でもあり　②おうよう（ゆったりとして大らかなさま）な人をめざしてがんばっている。

おうよう君 オウヨウ 鷹である彼は、鷹揚な性格と言ってもいいようで、「おうよう君」としました。「鷹揚」だからこそ、これまでの歴史でしょうし、これからの歴史でもあることでしょう

桜鷹丸 オウヨウ 弘前公園を代表する桜とその中にある弘前城の鷹を合わせ、みんなが呼びやすいように丸をつけて桜鷹丸にしました。

大沢たかお オオサワ 大沢たかおに似てる

大鷹 オオタカ 大きな空を鷹が飛べるイメージをした。

大鷹丸 オオタカ 天下の侍らしくイメージして名付けた。

オーヨーくん オーヨー 単純ですが・・・鷹揚郷にちなんだ、どさ？ゆさ！のノリで津軽人気質のおうようとしたイメージを浮かべ『オーヨーくん』

オーヨー君 オーヨー 弘前城の別名が「鷹揚城」と呼ばれていることから市内にも名称が「鷹揚」とつくところがあり、｣親しみを感じる。
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愛称（ネーミング）受付簿

ネーミング フリカナ コ　メ　ン　ト

おかちゅん オカチュ 鷹岡城のマスコットキャラクターということで､鷹岡城の「岡」をそのまま引用させていただきました!それに、鷹となるとどうぢても怖いイメージになりがちで、女性や子供にはあまり馴染めないものとなってしまうのでは・・・ということで小さくて可愛い小鳥のような鳴き声「ちゅん」を使ってみました!全て平仮名という点も良いのではないかと思います。

おかぶとくん オカブト

おしたか オシタカ あたまのうえに、おしろがあるから、おしろの「ろ」をなくして、「おし」。それに「たか」だからつなげて「おしたか」にしました

お城（ジョー）様 オジョー 弘前市の発展のために。

お城 オシロ 私はこの地に生まれて八十六才になりますが幼い頃からお城は私達のオアシスでもありました。思い出が一杯あります。戦後市外から移住した方々は公園でしょうが私達には全てがお城でした。

雄城（おしろう）くん オシロウ 強くて頼もしい姿にシンプルに、これしかないと思い名づけました。

オシロー オシロー イメージ

お城君 オシロク 昔からお城と言って慣れしたしんで呼び方なので、そのままつけました。

おしろ君 オシロク 頭に城があるから

お城田ジョー君 オシロダ

お鷹っこ オタカッ 津軽弁の酒っこと、子供の子の両方の意

おタカ丸 オタカマ 鷹をイメージしているとということで・・・

おてんとふぁる オテント 弘前城は、おてんとう様（太陽）のように４００年もの長い間、弘前の町・人々を守り続けてくれ、これからも弘前の人々を励まし、勇気づけてくれ、見守ってくれる存在だから。ふぁるは″たか″の″ふぁるこん″からとりました。

かげゆドン! カゲユド 兜をかぶり、刀を持っているのでカワイイ様でも頼りがいの有る名前を考えてみました。篠森勘解由から　かげゆドン!

かしこ侍 カシコザ 賢い侍

和高君 カズタカ イメージ

かっぱ城 カッパジ 城とかっぱだから

兜鷹丸 カブタカ 兜鷹丸とは、兜の上に「鷹岡城」があり、昔は名前に”丸”がついてた記がしたので兜鷹丸にしました。それに、自分的に愛称があるなと思ったからです。

カブたろうくん カブタロ

かぶたん カブタン カブトと鷹をかけたからです！２文字と１文字取りました。

かぶったかくん カブッタ たかが、かぶとをかぶったから。

かぶっと君 カブット 兜をかぶってるから

カブティ カブティ パッと見た感じ、兜が特徴なので､名前にカブト「カブトかぶっていい？」と聞いている。

かぶとり カブトリ とりがかぶとをかぶっているから

かまぴー カマピー かまくらっぽいから。

がるおくん ガルオ 津軽の軽からとって、がるおくんにしました。

がるがるくん ガルガル 津軽の「軽」からとった

がるっち ガルッチ 「津軽」の「軽」に鳥としての可愛らしいイメージとして「～っち」を使い、城の堅いイメージを崩してみました。

がるピー ガルピー 正式名称つがるぴよこの略です。

ガンキくーん ガンキク 「厳鬼」可愛らしいイメージからちょっとさわやかな厳しさを秘めて弘前のみんなを守ってくれる。タカは岩木山（厳鬼山）の守り神さまと、おばあちゃんから聞いて育ちました。元気とかガンキ語呂もどうかしら。

キーボウ キーボウ 弘前の「き」４００年祭の「基本」になるので「キー」。「400」は「フォーとゼロ・ゼロで」略して「ホー」。鷹は「ホーク」・・クは読まず略して「ホー」。「ホー」がダブルで「ボー」略して「ボウ」。平成２３年の弘前城築城400年祭実行委員会は皆さまと共に希望を持って祭りを盛り上げます。という事で「キーボウ」となりました。

きぶん鷹丸 キブンタ ４００年祭に向けて盛り上がりの機運、ドキドキワクワクした空気感の高まりと鷹をかけて、親しみを込めました

キャシくん キャシク 城＝castlの「キャ」をとって、しろの「シ」をとってキャシくん。

キャスたろう キャスタ お城の英語のキャッスルとアニメキャラクターのハム太郎から。
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愛称（ネーミング）受付簿

ネーミング フリカナ コ　メ　ン　ト

キャスためくん キャスタ お城の英語のキャッスルと津軽為信からイメージしました。

キャスろうくん キャスロ お城の英語のキャッスルと男の子をイメージしました。

キャッスル キャッス

きゃっするばぁど キャッス

キャッホークん キャッホ 城=キャッスル　鷹=ホークで二つを合わせてなおかつ今後の弘前が喜びに溢れる町になるように｢キャッホー！！｣という喜びの声とかけて名前を付けてみました。

キャピー キャピー お城は、英語でキャッスルで、鷹がピーと鳴いている様子から。

キャヒロス キャヒロ キャッスル＝シロ→キャス、ヒロ＝弘前→ヒロ、合体して「キャヒロス」

キラたかくん キラタカ 弘前じょうが白くてキラキラかがやいていると言うことのキラで、たかは、このきゃらくたーにつかわれているんどえ、キラたかくんにしました

キラりんジョー キラリン 輝くお城をイメージした。「ジョー」は城のジョー

くちばし侍 クチバシ 鷹の象徴である「くちばし」と侍を掛け合わせました。

クーリック クーリッ

ぐんとくん グントク 弘前が、かって軍都として歩んだ歴史があるため。

ケイちゃん ケイチャ 慶長のけいから。

けっぱるん ケッパル 津軽弁の「けっぱる－がんばる」で、築城４００年で活躍するマスコットキャラクターを元気に、明るく、可愛く表現しました

元気だか ゲンキダ 元気だが？と呼びかけると、元気だよ、と、やまびこのように響き合う弘前であってほしいので

弘愛鷹 コウアイ 弘前を愛する鷹

こうおう君 コウオウ 鷹岡城の鷹を音読みで「おう」、弘前の弘を音読みで「こう」と読むから２つ合わせて名付けました。

弘城タカ丸 コウシロ 城を頭にかぶってて、「たか」でいっただけで思い出せるんじゃないかと思ったので、コウジロタカ丸という名前にしました

こうほうちゃん コウホウ こうは弘前の’弘’ほうは’宝’。広報・弘報・公報の意味もあります。

こうよう丸 コウヨウ 秋には城郭を紅葉が彩ることと合わせ、弘前の「弘」とマスコットモチーフの「鷹」、そして城を表す本丸の「丸」を組み合わせ、愛称らしく平仮名表記としました

ゴールドイーグル君 ゴールド 弘前城築城４００年にちなみ、ゴールド（金）のように何百年何千年と光り輝き、タカのように天高くいつまでも王者でいる

コロアンマルチーズ コロアン かわいい名前をくっつけてみました。

サキオ サキオ わかりやすく弘前の中からとってサキオとしました。イメージは咲く桜(咲桜・サキオ）の中に勇ましく立つヒーロー（弘前）サキオ！という遊び心も。

サキオッカー サキオッ 弘前の前と鷹岡城の岡をとってつけたのが「サキオッカー」です。

桜鷹 サクタカ 弘前城では春の桜がすごく印象にあるので、くっつけてみました。

櫻井城 サクライ 今や国民的アイドル風の櫻井翔さんをモチーフに考えました。櫻井→桜　城→弘前城

桜・じょうま サクラジ 見たイメージより武士っぽい名前が合っていると思います。弘前城のイメージは"桜"。じょうまの"じょう"は城も表しています。桜満開の弘前城と武将らしさをもった名前に「桜・じょうま」

桜鷹之丞 サクラタ 弘前城は桜が全国的に有名なので、いつまでもそうあってほしいという願いを込めて桜を苗字にし、弘前城の別名である鷹の城　鷹之丞としました

さくら　ひろき サクラヒ 弘前は桜とお城が有名で弘前という言葉を名前に入れたかったから。

さくら丸 サクラマ 弘前と言ったら誰が何と言っても、やはり桜（さくら）ですよね!

桜丸 サクラマ 日本一の桜と本丸をアピールしたいと思いこのネーミングにしてみました。

サクラ丸 サクラマ 毎年春になるとひろさきじょうに桜を咲かせる妖精

サクラ・ルーパラスカ・ミユキ・モロッコ サクラル 思いつきで決めたらこうなりました。

サッキｰくん サッキー 弘前を全国にアピールしたいと思い、ひろサキの後ろの2文字をとって、サッキーくんと名付けました。弘前城４００年のサキがけとして、全国的に活躍してほしいという願いも込められています。
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愛称（ネーミング）受付簿

ネーミング フリカナ コ　メ　ン　ト

サッキｰ サッキー 弘前の「さき」から付けた。

さっきぃ サッキィ 弘前の「さき」と桜が「咲く」笑顔が「咲く」をかけた。

サムたか サムタカ

サムドリ サムドリ 侍鳥に見えるから

侍ピヨピヨマン サムライ

さむらいしろたか サムライ たかが頭に城をかぶって、たかが刀をこしにつけているので、さむらいしろたか

サムライ サムライ サムライのようにかっこいいから。

しおうまる シオウマ ４００年祭の数字を語路合わせで、シ・オウ・マルとした。百の位の４はデザインの鷹の刀から武士を連想し「士（シ）」、十の位は０は、英文字の「Ｏ（オウ）｣と読み、鷹揚公園の「鷹（オウ）」と掛けた。一の位の０は、城の本丸などから「丸（マル）」を引用した。

じゆうのたか ジユウノ いつのじゆうでいきていってほしい事からつけた

ジョイッピーくん ジョイッ

ジョウさま ジョウサ 由緒あるお城故、殿か様で呼んであげるべきです。城をジョウ。様をさま。ジョウさまでお願いします。

城鷹 ジョウタ 鷹岡城の岡をぬきとって反対から読んでみた

ジョウダイくん ジョウダ 江戸時代、城持ち大名の留守中、城の守護と領国内の一切をつかさどった「城代家老」がいました。このマスコットキャラクターの性格もまさに優秀な城代家老そのものだと思い、「ジョウダイくん」とネーミングしてみました。

ジョー ジョー 親しみやすいということなので、ひろさき・ジョーにしました。子供などにも覚えやすく気軽にジョーなどと呼べる名前だと思います。あと､この名前が県外などにも広がっていくと名前がひろさき・ジョー（弘前城）なので弘前城が解らない人でも「こんな城があるんだ、行ってみたいなー」と思ってもらえ県外からもさらに観光客が来てにぎわえばいいと思って決めました。

ジョー・タメタカ ジョータ 城→ジョー　津軽為信→タメ　鷹→タカ

城～下～君 ジョーカ 城下町にちなみ、呼び易い名前にしてみました。

城（ジョー）くん ジョーク 弘前の″弘″に武士男子に付ける″麿呂″タカの鳥がカブトをかぶっているので鳥のなき声で、ぴーのイメージで、ぴろまろ。

ジョー君 ジョーク 「ジョー」というのは「あしたのジョー」のような力強さやたくましさや勢いを感じる名前であり、名字の弘前を合わせると「弘前城」と読み方が同じなので覚えやすく親しみやすいと思い考えました。

城鷹氏 ジョータ 弘前城を前面にアピールし、為信の強さと市民の信頼を考慮し融合した名前です。

ジョーつがる ジョーツ 津軽の城

ジョーミン ジョーミ

じょっぱり侍 ジョッパ 弘前城がシンボルの弘前市民を守る侍。じょっぱり魂で弘前市民を常にリードしていく存在です。

じょっぱり大将 ジョッパ 津軽の「じょっぱり魂」で、グイグイと弘前市民をリードしていく「大将」であってほしいです。

ジョッピー ジョッピ 記載なし

ジョップルー ジョップ 幅広い年齢から親しみの出そうなシンプルな愛称にしました。この「ジョップー」はシンプルながらも弘前の人々が大切な物、関係する物が含まれています。まず「ジョ」で城。弘前城を「プルー」」からもアップル・りんごの意味を。また全体から剛情張というニュアンスにも感じる事ができます。かわいらしさの中にもたくましさを感じる愛称だと思います。

ジョン鷹岡 ジョンタ

シロー シロー イメージ

シロカブトリクン シロカブ 城のカブトをかぶった強くやさしいタカ(鳥)たよりになります。

シロタカ シロタカ 弘前じょうと、タカが、がったいしているから

城タカ シロタカ タカがかぶとをかぶっている所から

城鷹 シロタカ 城の鷹（鳥）だから

しろたかくん シロタカ たかが弘前城の、かぶとをかぶっているので、しろという言葉をつけたかったからです。

しろたかくん シロタカ 弘前城の城（しろ）と別名「鷹岡城」の「たか」を合成してイメージしました。津軽為信公の兜をイメージした弘前城が乗った高いイメージからも「たか」い意味も込めました。とても頭がよく弘前市民が大好きで、高いお城からいつもみんなの、安全・幸せを見守っています。

しろたかくん シロタカ しろとたかがイメージだから
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愛称（ネーミング）受付簿

ネーミング フリカナ コ　メ　ン　ト

城鷹丸 シロタカ 特になし

城タカぶ シロタカ そのまま。

城鷹ヒロくん シロタカ 弘前をぎょうしゅくさせた名前です。

しろとりくん シロトリ しろととりでしろとりくん！

シロッピ シロッピ

城っぴぃ シロッピ お城で鷹が鳴いている様子。

しろピヨ シロピヨ 城のかぶとをかぶったタカがいるので。タカがひよこに見えるので、ピヨとつけてみました

城丸君 シロマル 呼びやすい名前でいいかなと思いつけました。

四ロロくん シロロク 400年と城がかかっています！！

四ロロ シロロク 築城４００年祭にちなんで漢数字の四と００は片仮名のロロにして、しろろくんにしました。しろは城にもつながるので呼びやすいと思います。

ズーミン ズーミン ズームインのズーミンみたい。

ズーミン ズーミン 似てる

セリとりくん セリトリ とりなのでかわいらしくつけました。

相馬弘鷹 ソウマヒ 市長と鷹を組み合わせた名前。

空飛ぶ自由、弘前じょうタカくん ソラトブ たかは空を自由にとびます。弘前じょうも日本ぜんこくにひろがるように、この名前をつけました

ターカン ターカン 弘前城の兜を深々とかっぶたマスコットキャラクターは、見るからに頭脳明晰・多感・勇敢にしてチャーミングな、実は「タカくん」。そこで、これからのイメージをブレンドした上で、シンプルに且つ「親しみやすい呼びやすく」、語尾をきちんと閉じて語感をよく整え、「ターカン」が誕生しました。

ターくん タークン たかおかじょうのたかをとってつけました。

ターチャン ターチャ タカ城のタを取ってターチャン。キャラクターを見た時に子供のような愛らしい感じがしたのと自然にイメージとしてピッタリだなと思ったので。

たーちゃん ターチャ

たあぴょん タアピョ たかと鳥のイメージ

ターミン ターミン 「たか」からターをとってターミンにした。

ターミン ターミン 鷹をなじみぶかくしたかったです。

妙の助 タエノス 大好きな担任の名前を使いました。

たか タカ たかをイメージしたみたいだから、そのまま、たか

鷹＆城 タカシロ タカ＆トシのように鷹＆城にした。鷹が城のかぶとをかぶっているから、鷹＆城にした

タカ＆ためのぶ城 タカタメ タカと、為信をくっ付けて、最後に城を付けて、タカ＆ためのぶ城

タカ卍つがるざむらい タカツガ つがるを守タカ、とても正義感が強い

タカアンドブシ タカアン

たかandおか　じょう タカアン ａｎｄが欧米だ

鷹右衛門 タカエモ 鷹右衛門は津軽為信の伝書鳩的な存在で昔風な名前にしました。

たかえもん タカエモ 彼（鷹）は可愛い侍ですが、弘前市民の安全を見守ってくれているので、みんなからいつまでも親しまれるように可愛らしく呼びやすい「たかえもん」としました。

たかえもん タカエモ かぶとをかぶった、りりしく堂々とした侍（武士）の強さと、弘前市民の安全を見守る優しさに親近感もあり、呼びやすい名前にしました

タカオ タカオ たかおか城のたかおをとりました。シンプルでとても覚えやすい名前です。男の子の強さとかわいらしさが表れています。

たかお タカオ 鳥なのにあえて人の名前っぽくした

15



愛称（ネーミング）受付簿

ネーミング フリカナ コ　メ　ン　ト

鷹桜　弘信くん タカオウ 「鷹」と弘前城の「弘」と津軽為信の「信」と桜がきれい弘前で「鷹桜　弘信」くんにしました。

たか王 タカオウ

鷹桜 タカオウ 弘前の桜と桜の周りを飛び回る鷹を名前に入れました。

タカオー タカオー 鷹と鷹揚城とのイメージ

たか岡 タカオカ 「たか岡城」からとった

鷹岡 タカオカ 別名からとった

たかおかくん タカオカ

たかおかクン タカオカ たかおか城のキャラクターだから

タカ岡くん タカオカ イラストにあるタカと高岡城の岡をかけ合わせた

鷹岡くん タカオカ 鷹岡城の鷹をイメージしたキャラクターだから。

鷹岡くん タカオカ 弘前城の別名、鷹岡城だっていう事をアピールしたかった。

たかおかさん タカオカ なんとなく

鷹岡さん タカオカ 親しみやすい

鷹岡将軍 タカオカ 鷹岡城から思い付き愛称にしてみました。弘前を見守る将軍です。

鷹岡ジョー タカオカ 鷹岡城=オダギリジョーみたい

鷹岡ジョー タカオカ

鷹岡ジョー タカオカ そのまんまですが、シンプルイズベストだと考えてつけました。子供とか女性にジョー様～と呼ばれるところを見てみたいです

たかおか■ジョー タカオカ ２年３組全員で考えました。たかおかとジョーの間にリンゴマークを入れたのは弘前市が、おいしいリンゴのとれるところだからです。たかおかはジョーくんの名字で、名前のジョーはお城と弘前の人たちを強く、やさしく、楽しく守ってくれるイメージで考えました。

たかおか・ジョー タカオカ 弘前城の別名（鷹岡城）にちなんで

たかおかジョー タカオカ 将軍姿なので城名だけでなく「しょうぐん」ともゴロあわせ。

タカオカジョー タカオカ 弘前城の別名を人気俳優オダギリジョー風に。彼のように仕事が途切れないように手堅く活躍してほしいという希望をこめました。

たかおかっち タカオカ まず「たかおか」という名前の城だということを皆さんに理解してもらうために「たかおか」の文字を入れました。そしてキャラクターのかわいい雰囲気を出すために「ち」をつけました。

鷹岡ＪＯＪＩ タカオカ 見た目そのままです。鷹岡城じ。演歌を歌いながら出てくる。「城下町弘前」も歌える。あるいは新国劇風パフォーマンス。まぶたの岩木山とか・・・お岩木山もこよいかぎりは困るか・・・

鷹岡　御城郎 タカオカ 軟派なゆるキャラが多いので弘前はあくまでも硬派のイメージの名前をつける。呼び方の「ちゃん」とか「～たん」のような軟派な呼び方ではなく「おしろうさん」と「さん」づけで必ず呼ぶコト！！発音・アクセントは「おしろ→さん」と世界のなべあつ的「おもろー」と同じアクセントでいきおいづけて呼びましょう。

鷹岡為信君 タカオカ 津軽為信の「為信」とお城の名前の「鷹岡」。頭が良さそうだから

たか岡ざむらい タカオカ たか岡城のたかをとりました。刀をもっていてさむらいみたいなので、たか岡ざむらいにしました。

たかおか侍 タカオカ

たかおかまる タカオカ たかおかじょうとためのぶのイメージからつけました。

鷹岡丸 タカオカ 弘前の別名：鷹岡城の鷹岡に、お城がある本丸をくっつけました。（響きもかっこいいかなと思いました）

鷹岡丸 タカオカ

鷹岡丸 タカオカ なんか強そうな感じがするから

鷹岡兜 タカオカ 鷹岡と兜をくっつけた。

鷹岡兜 タカオカ

鷹男兜 タカオカ
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愛称（ネーミング）受付簿

ネーミング フリカナ コ　メ　ン　ト

たかおかのジョー タカオカ

タカオカ城のタカ タカオカ

たかおか大将 タカオカ 弘前城の別名「鷹岡城」の鷹岡。誰からも頼りにされるような親しみをこめて鷹岡大将にしました。

たかおかバード タカオカ 城の上を飛んでいる鳥がいつも見守っている。

タカおかじろう タカオカ タカと高岡の岡と、しろだからタカおかじろう

たかおか４００号 タカオカ ４００年目だし、たかがいるから、たかおか４００号にしました

鷹岡蒼甫 タカオカ かっこいいから。

鷹岡かぶとリッピー タカオカ

鷹岡ッピ タカオカ

たかおくん タカオク 鷹岡城の鷹のイメージのキャラクターなので、ぜひそれを生かしたいと思い、たくましいこの名前にしました。

たかおくん タカオク

たかおくん タカオク 弘前の鷹をつかって「たかお」くんにしてね。

鷹桜君 タカオク タカと城とても可愛いです。それにサクラが入って見事だと思ひましたので一度に頭に入りましたので応募しました。

鷹男くん タカオク 男の子っぽいから

タカオチャン タカオチ

たかおしろ タカオシ タカという名前で、たかのうえにおしろがあるから、たかおしろという名前にしました

たかおまる タカオマ 「たか」と、昔は～丸という人が多かったから「たか」、、「丸」と「お」はなんとなく。だから「たかお丸」。

鷹桜丸くん タカオマ 読み方:たかおまるorたかおうまる。鷹→鷹岡城（弘前城）　桜→弘前のシンボル　丸→弘前名産のリンゴをイメージ。私自身､弘前出身で､弘前に縁のあるものを親しみやすくまとめてなまえにしました。

たかカブト タカカブ わかりやすくつなげただけ

鷹かぶとくん タカカブ

タカカブト君 タカカブ タカがかぶとをかぶっているから、タカカブト君

たかかぶとざむらい タカカブ たかがかぶとをかぶって刀を持っているから

高木イーグル タカギイ かっこよくて強そうで武士らしいから

鷹為信（たかぎしん） タカギシ 鷹+為信をくっつけ、イラストの凛々しさにあった名前にしてみました。

たかくん タカクン 鷹岡城の鷹（たか）からとりました。

タカくん タカクン みんなから愛されるように鷹の名前をそのまま生かしました

鷹くん タカクン 大人と言うよりは子供っぽいから鷹くん・・・

鷹くん タカクン 鷹だから

タカ公 タカコウ 鷹に、津軽為信公と同じように、公をつけました。

たかこし タカコシ たかだからまず、たか。こしは頭にうかんだから

タカさき丸 タカサキ 弘前にいるタカの侍なのでタカさき丸！

タカサキーン タカサキ 鷹岡の岡をサキにしてタカサキーン

鷹前くん タカサキ 鷹岡城の「たか」と弘前城の「さき」をとってつけました。

鷹前町 タカサキ 鳥の鷹が弘前城のかぶとをかぶっているから。
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愛称（ネーミング）受付簿

ネーミング フリカナ コ　メ　ン　ト

タカさきじょう タカサキ おうようえんに、たかという字。弘前の前をとって、たかさきじょう

たかさきさん タカサキ 鷹岡城のたかと弘前城のさきを合体

タカサク丸 タカサク モチーフの鳥が鷹なので「鷹」と付け、弘前は桜が有名なので「サク」と付け、江戸時代風に「丸｣も付けて”タカサク丸”と名付けました。

タカざくら タカザク マスコットキャラクターが鷹だし弘前城に桜が咲くからタカざくら

鷹櫻 タカザク 弘前城といえば桜かと思ったから

たかざぶろう タカザブ

鷹さま タカサマ

タカ様・タックン タカサマ 最近の歴史ものブームと鷹のキャラクターの、きりりとした眉からタカ様。ちょっとかわいらしくタックンの２つを考えてみました。

たかサム タカサム

タカザムライ タカザム 鷹の侍だからつけました。

タカざむらい タカザム 鷹の侍なので。

たかざむらい タカザム

鷹侍 タカサム かっこいい感じで、城にも似合う侍にしてみました。

鷹侍 タカサム マスコットキャラクターが鷹であることと、兜をかぶっていることから、侍をイメージさせることを合わせて命名しました。侍は日本のイメージを象徴するので、国内だけでなく、世界にも強くＰＲできるのではないかと思います。

鷹侍 タカザム 安全を見守るというイメージでカッコイイ侍にしました。

鷹ザムライ タカザム サムライみたいだから

鷹ザムライのジョー タカザム 侍の格好をした鷹で弘前城の兜をかぶっていることから、城「ジョー」と命名しました。「あしたのジョー」みたなノリが、ちょっとかっこいいかな？という感覚で考えました。

鷹さん タカサン マスコットキャラクターがカッコいいかんじだから、名前もカッコよくした方がいいと思ってつけました。

たかし タカシ たかだから。

TAKASHI タカシ TAKAは鷹、SHIは４００年の４ということです。

たかし タカシ たかだから。

たかしくん タカシク

鷹士くん タカシク 鷹岡城の鷹と鷹岡城の武士の士で鷹士くんです

タカ爺 タカジイ 物知り、優しくて、どんなことがあっても冷静に行動する。

たかしこ丸 タカシコ たかだから

タカシマル タカシマ

鷹将 タカショ 鷹岡一番の武将だから鷹将にしました。

たかじょうまる タカジョ ”鷹”　岡　”城”　という事で略して「たかじょう」に武士らしく「まる」「丸」をつけてみました。

たかじょう丸 タカジョ 鷹岡城からとり、かわいいので丸をつけてみました。

たかじょう丸 タカジョ 主体となる「鷹」に弘前城の「城」を付け加え、知的でシャープなイメージを持たせるために「丸」を付けました。かわいらしさを出すため、ひらがなにしました。よろしくお願いします。

タカジョー丸 タカジョ 弘前城が、別名【鷹岡城】というのを、広報にて初めて知りました。私の大好きな鷹がマスコットで、とても親しみを感じました。

鷹城丸 タカジョ

鷹城丸 タカジョ マスコットキャラクターをパッと見てすぐに思い浮かびました。

鷹城丸 タカジョ
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愛称（ネーミング）受付簿

ネーミング フリカナ コ　メ　ン　ト

鷹城丸 タカジョ 言いやすいかなと思ったから

鷹城丸 タカジョ 弘前城の兜をかぶった鷹の武将

タカジョウ丸くん タカジョ イラストを見てパッと思いついたネームです。

鷹城きよし タカジョ マスコットの絵柄ですぐに思い浮かぶ「鷹」と「城」、きよしは語呂がよいのと、かわいらしさを感じるうえに凛々しさがある名前なのでつけました。

たかじょん タカジョ 鷹岡城の「たか」と「じょう」を合わせて、さらに、親しみやすさを入れようと「じょん」にして「たかじょん」ができました。和の雰囲気を出すためにあえて平仮名にしました。短いので覚えやすくキャラクターにぴったりだと思います。よろしくお願いします。

鷹城ホーク君 タカジョ

タカじょうどん タカジョ

たかじょう タカジョ

たかじょん タカジョ 鷹岡城のたかと城のじょうをあわせました

たかじょうざむらい タカジョ たかとひろさきじょうの、じょうと、さむらいを合わせたもの。しろをもってとべる

たかしろう タカシロ

タカしろう タカシロ しろうのなかにしろが入っている。たかという字を入れたほうが、みんな分かりやすい

鷹志郎 タカシロ マスコットのモチーフになっている鷹と城に加え400年祭にかける弘前の熱い気持ちと、主人公が人であることを表すために、城に志郎の字を当てて愛称にしました。

タカしろう君 タカシロ

タカシロー タカシロ 鷹岡城の「鷹」とお城の「城」からとり、「タカシロー」としたいと思います。

タカシロー タカシロ 鷹とお城が描かれたマスッコトですし、城の別名が鷹岡城ですから、鷹と城をとって、タカシローと親しみやすく、時代に沿うものにしました。

タカシロー君 タカシロ 鷹と城のイメージ

たかしろ丸 タカシロ 「たか」は鷹のイメージから、「しろ」は鷹岡城の「城」からとりました。

たかしろう丸 タカシロ 別名「」鷹岡城」の鷹と、元気でやんちゃなイメージから「しろう丸」とつけてみました

鷹城丸 タカシロ 鷹に城の兜をかぶせて、頬が丸いから。

鷹城万慈 タカシロ 苗字は鷹おか城を象徴し、名前は、弘前市のマークである卍と、いろいろなことを慈しむ優しい心をもつ弘前市民を象徴しています。

たかじろう タカジロ たか（鷹）と、しろ（城）にかけて「たかじろう」です。力強さと親しみやすさも表しています。小さな子どもでも名前を呼びかけることができます。

たかじろう タカジロ

たかじろくん タカジロ 鳥のたかと、お城を合わせました。

鷹ジロウ君 タカジロ （鷹岡城）の鷹と城をもじったもの。

たかじろうくん タカジロ

たかじろう タカジロ イメージ

たかじろう タカジロ たかと城を合わせてつけた。

タカスケくん タカスケ

たかすけ タカスケ しろに使える人が、ほとんど○○すけという人が多かったから

たか助 タカスケ 昔の感じを出してるから、「たか」にさらに「助」をつけたした。

鷹助 タカスケ このマスコットのおかげで弘前にたくさんの人が来てくれるといーなと思ったから。

鷹助 タカスケ 鷹だから

たか全 タカゼン
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愛称（ネーミング）受付簿

ネーミング フリカナ コ　メ　ン　ト

たかぞう タカゾウ 鷹岡城の「たか」と「城」を連想させる「ぞう」から、「たかぞう」とした。また、兜をかぶった武将らしさも感じさせるネーミングにした。

タカダさん タカダ 鷹とかける。

たかたか君 タカタカ

タカタカ タカタカ

タカタカクン タカタカ

タカタカ君 タカタカ 主人公がタカだからです

鷹田はんでぇ タカダハ 私が大好きな津軽弁「～（だ）はんで」から、この名前を考えました。これからも津軽弁を弘前に残していきたいという思が込められています。

タカダべ侍 タカダべ 鷹であることと、「ダベ」が津軽弁を使った。

鷹岡為信 タカタメ 弘前城の別名である鷹岡城の「鷹岡」と津軽為信の「為信」名付けて鷹岡為信！呼ぶときは、「たかためー」

タカためのぶかぶと侍 タカタメ タカがためのぶのかぶとをかぶっている侍

たかたろう タカタロ

たかたろう タカタロ 自分の昔のあだなのごびをかさねてみた。

鷹太郎 タカタロ 普通なかんじの名前にした

たかたん タカタン 誰でも親しみやすく覚えやすいし、かわいいと思ったから

タカ・ＣＨＡ タカチャ 津軽地方では、なまって、ちゃんではなく、おっちゃ・かっちゃ・おんちゃ等、ちゃんがちゃと言うことが多い。鷹岡城の（たか）茶色の（ちゃ）でたかちゃ。少し現代風に呼びやすくタカ・ＣＨＡにしてみました。

タカちゃん タカチャ 高岡と鳥の鷹をかける。

鷹ちゃん タカチャ したしみをこめて

たかちゃん タカチャ 鷹のたかをとって的な。

たかちゃん タカチャ たかちゃんだから

たかちゃん タカチャ たかだから。

たかちゃん タカチャ たか岡城のたかをとって、言いやすいようにしました。

タカちゃん タカチャ 簡単で皆からすぐ覚えられるから

たかちょ タカチョ たかと鳥の「ちょう」を合わせた

たかちょん タカチョ たかがかわいかったので、たか、さして、武士はいろいろな所をちょんちょんとんで戦っていたので「たかちょん」

たかちん タカチン

たか津軽マン タカツガ

タカッキー タカッキ 鷹岡城の鷹をイメージしているとのことでしたので、「タカ」というフレーズを入れました。「ッキー｣というフレーズは、このキャラクターが弘前城を盛り上げるキーパーソンになって欲しいとの願いを込めてこのネーミングにしました。

たかっじょ タカッジ 弘前城の別名「鷹岡城」の鷹・城。マスコットキャラクターも見た目も鷹が城をかぶっているので、覚えやすい愛称では

たかっち タカッチ 親しみのある鷹の呼び方にしました。

たかっち タカッチ 鷹岡城の「鷹」からイメージしたというマスコットなので誰からも親しみやすく､呼びやすい「たかっち」にしました。

たかっち タカッチ

たかっち タカッチ たかだから

たかっチ タカッチ かわいくてみんなに愛されしかも「いざ」となればいさましく戦い、いつも弘前市民を守ってくれる名前です。

タカッチ タカッチ
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愛称（ネーミング）受付簿

ネーミング フリカナ コ　メ　ン　ト

鷹っち タカッチ 覚えやすいから

たかっちゅー タカッチ 弘前城の別名の鷹岡城の鷹とキャラクターの甲胄姿の胄をあわせてみました。

たかっと君 タカット

たかっぴ タカッピ 鷹をモデルにしているのと、なおかつ小さい子供でも呼びやすいようにしました。

たかっぴｰ タカッピ 皆に親しまれるような名前を考えました。

たかっぴー タカッピ 鷹をイメージして。ぴーは可愛いから

たかっピー タカッピ 鷹をイメージしたキャラクターで、子ども達に親しまれるように考えました。

タカッピー タカッピ キャラクターの鷹を親しみやすい愛称にしてみました。

鷹ッピー タカッピ 弘前城の別名「鷹岡城」の鷹に、鷹の鳴き声「ピッピｰ」のピーを付して、呼びやすさと親しみやすさを考慮した。

たかつん タカツン 鷹岡城の鷹をイメージしたキャラクターということから、「たか」、また津軽の「つ」をとって、考えてみました

たかでかクン タカデカ 高くてでかいから。

タカトくん タカトク 鷹岡城の鷹をとった

タカトノ君 タカトノ

たかとの君 タカトノ 城を背負う侍といえば「殿様」。さらにキャラクター本人が「鷹」なので、「鷹」の「殿」で「たかとの」。親しみ易く「君」を付けて、はい完成♪

たかとのくん タカトノ 鷹が殿様みたいだから。

たかとの様 タカトノ 津軽為信様は、殿様だから、”たか”に殿様を合わせて、たかとの様です

タカ鳥城 タカトリ タカという鳥が城がのっかっているかぶとをかぶっているから

鷹とり城くん タカトリ このキャラクターを見たまま書きました。「鷹」はこわいイメージがあるので「とり」をつけて、少しかわいくしました。

たかとりっぴー タカトリ しまじろのとりっぴーとたかの名前を合わせました。

タカどん タカドン タカ　キャラクターがタカだから。どん　○○どののまねをして

鷹上城信 タカノウ お城の名前をとりました。

たかのしろ タカノシ たかの上におしろがのっているから

たかのじょうくん タカノジ 鷹の城だから。

鷹之城（たかのじょう） タカノジ

鷹の城 タカノジ 覚えてもらいやすく、勇ましくもあり、なんとなく、かわいらしい感じで良い名前だと思います。

鷹之城 タカノジ

鷹ノ城 タカノジ 津軽為信がかつて秀吉に征代されそうになった時、石田三成によって事無きを得たというはなしをきたからです。その時に鷹をおくるようにと三成がしんげんしたといいます。そのことから、この名前を考えました。

たかのじょーくん タカノジ 鷹が弘前城の兜をかぶっているマスコットなので、鷹と城どちらも愛称に入った方が良いと思い「たか（鷹）のじょー（城）くん」としました。

たかの助 タカノス 鷹岡城の「たか」をとって昔っぽさを「助」であらわして、ひらがなでかわいらしいかんじを表した名前です。

たかの助 タカノス なんとなくサムライっぽいので助をつけました。

タカの助 タカノス

たかのすけ タカノス 鷹岡城の鷹と若武者のイメージが造語。ひらがな表記により子どもにも親しみやすい表現をしました。

たかのすけ タカノス 戦国ブームに乗っ取って、それらしくて少し可愛気のある愛称にしてみました。

鷹の為ちゃん タカノタ 鷹ー弘前城→別名ー鷹岡城のタカをイメージ。　為ー津軽為信
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愛称（ネーミング）受付簿

ネーミング フリカナ コ　メ　ン　ト

鷹の花 タカノハ いつも、やさしくて、明るくて弘前のことは何でもわかる鷹。

鷹　信弘 タカノブ

タカのぶん タカノブ 津軽為信をモチーフに鷹であるキャラクターにかけてみました。タカを強調するためにカタカナにし、丸みを出すためにのぶんを平仮名にしてみました。

タカの坊 タカノボ キャラクターの容姿から子供が鷹の姿に変身し、かわいらし武士になりきっつている。この両面からイメージ発信のシンボルにつながればと思います

たかの丸くん タカノマ 鷹岡城の鷹と、市民に最も親しまれている弘前城の、本丸から、イメージしました。子供たちにも親しまれるように、あえてひらがなの名前にしました。

たかのめ先生 タカノメ 歴史を伝えるということで先生。鷹の目というのは、高いところから弘前や住民を守っているということ。また、その目。子供たちに馴染み深い先生という言葉を使い、親しみやすさを出した。また、高い地位の人（鷹）ということ。

たかのん タカノン 「鷹岡城」のたかと為信の信をもじった

たかのん タカノン 「のん」というのは「ＮＯ」という意味で弘前のためならできないことはない！という理由でつけました。

鷹橋鷹夫 タカハシ

たかパトロールくん タカパト

鷹パト タカパト 鷹がイメージキャラクターだし、弘前市全体を飛んでパトロールしてるイメージで

たかヒーロー タカヒー 弘前の弘とヒーローをかけた、たかを平仮名にすることにより名前に可愛さをだした。

タカヒーロー タカヒー タカが鷹岡城の鷹でヒーローが弘前と津軽為信が英雄であることを示しています。

たかピコくん タカピコ 「たか」は鳥の名前のままで「ピコ」は鳥の鳴き声をイメージした

タカびょーん タカビョ

たかぴょん タカピョ 極めて単純でかわいらしく、親しめるものが良いと思いインスピレーションのみで考えました。

鷹ぴょん タカピョ キャラクターがひよこみたいに見えるから鷹ぴょんにしました。

タカピヨ タカピヨ 本名；津軽鷹ピ代

たかピヨ タカピヨ たかピヨのたかはたかをイメージしたキャラクターだから、ピヨはピヨピヨしてそうだから。

たかピヨ タカピヨ つよそうなので、弘前城の別名「鷹岡城」からたかをとって、あとは、かわいさもあるので、ピヨをつけて「たかピヨ」にしました。

たかぴよ タカピヨ 弘前城の別名「鷹岡城」と鳥の鳴き声を足してみました。

たかぴよ タカピヨ 鷹岡城のたかをとって、たかぴよ。

鷹弘城 タカヒロ 鷹に似てて弘前城に似てるのがあるから、たかひろじょうにした。

タカひろんじょう タカヒロ タカが弘前じょうのかぶとをかぶっているから

タカひろじょうくん タカヒロ 絵に、たかがひろさきじょうをかぶっていたので、タカひろくんとしました

タカ弘城君 タカヒロ この子はタカなので、名前の始めにタカ。次に弘前城の弘と城を合わせてタカ弘城君にしました

たかひろ丸 タカヒロ 弘前の象徴であ鷹揚城をモチ－フにしたキャラクターだったので、鷹と弘を取り入れてイメージしてみました。そして馴染みやすくするため、あえてひらがなにしました。

鷹弘前 タカヒロ 城の名前の頭文字と弘前のマスコットキャラクターだから弘前とつけ

タカピロマル タカピロ 愛称タカちゃん。鷹岡城の鷹に弘前の弘。

たかぴろ タカピロ 「たか」は鳥がたかだから。「ぴろ」は弘前の「弘」をかわいくした

タカブー タカブー タカは鷹岡城のタカをとり、カブーは、かぶとのカブからとり、かわいらしさをアピールしてみました。

たかぶーと タカブー 鷹岡城の”たか”と兜の”かぶと”の２つを組み合わせた親しみやすいネーミングにしました。

たかぶー タカブー かわいいから

タカブー タカブー たかとかぶとだから「タカブー」呼びやすく、したしみやすい。

22



愛称（ネーミング）受付簿

ネーミング フリカナ コ　メ　ン　ト

タカ武士 タカブシ 昔の強い有名な武士、タカの中でえらい

タカブッシｰ タカブッ 鷹岡城の「タカ」と強そうな「武士」の姿をした鳥（鷹）のイメージを合体してつけました。忘れにくいと思います。

たかぶっと君 タカブッ

たかぶとじょうくん タカブト たかとかぶとで、たかぶと。そして、じょうは城です。かわいいから、しょうをとりたいです。

たかぶとヒーロー タカブト

たかぶとん タカブト 鷹とかぶとを合わせた名前。

タカブン タカブン 高岡と鳥の鷹をかけるブンは武士の武から

タカベイ タカベイ 弘前の柳生じゅうべい

たかべえ タカベイ イメージは武士(サムライ）ですが、鷹を可愛らしく呼びやすい「たかべえ」にしました。いつまでも弘前市民を見守ってくれるでしょう。

たかべい タカベイ 鷹の姿をした弘前城の武士が空高く羽ばたく様子を親しみやすく表現した。

たかほう城 タカホウ

鷹帽城 タカボウ たかが城をかぶっているから。

鷹ポヨ タカポヨ 誰とでも親しみやすく、鷹の強いイメージをちょっとやわらかくした愛称にしました。

たかぽん タカポン かわいらしくした

タカぼん タカボン 鷹に「ぼん」をつけた。

タカボン タカボン かっこよくしたかったから

タカポン タカポン こなまいきで、かわいらしいので、おちゃめな、ふんいきで「タカポン」にしました。呼びやすく覚えやすいと思いました。

タカポン タカポン イメージ

タカポン タカポン タカにかわいらしく呼びやすいポンをつけた

タカポン タカポン かわいくしたかったから

鷹ぽん タカポン 表情が愛らしく、どこからともなくポンと飛んできて「ハーイ元気？」と声をかけてくるようなやさしい感じに見えます。鷹岡城のたかとぽんから鷹ぽんと名付けました。

鷹ぽん タカポン 鷹岡城の鷹をとって、ぽんは可愛らしく、すぐ覚えられるようにつけました。

たかまえくん タカマエ たかおか城のたかと弘前城の前から１文字とって名前をつけました。

たか守くん タカマモ たかが、いつもみんなの安全を見守っているので。

たかまるニャン タカマル 弘前城の鷹を、かわいらしく今流行風にした。

たかまるニャン タカマル

鷹丸ジョー タカマル イメージ

たかまろ タカマロ

たかまろ タカマロ 弘前城は昔、たかおか城といわれていたので「たか」とつけました。「まろ」とは昔風につけました。

たかまん タカマン たかと卍のまんをとって、たかまん。

たかまんくん タカマン 鷹岡城の「たか」と卍（まんじ）又は○万石の「まん」に幼児も呼びやすく「くん」をつけました。

たかマン タカマン このキャラクターが、みんなのヒーローになるように。

鷹マン タカマン 鷹はマスコットの鷹でマンは、まんじのまんとスーパーマンのマンをかけました。

鷹マン タカマン
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愛称（ネーミング）受付簿

ネーミング フリカナ コ　メ　ン　ト

たかまん城 タカマン たかはたかで、まんじのまんをとって、しろをつけてるので、たかまん城。

たかまんじくん タカマン このキャラクターはタカをイメージし、弘前市のマークである卍をより多くの人に知ってもらい、観光のイメージアップと、弘前市民をより団結するためにもよい

たかみん タカミン 鷹岡城の「鷹」とたかみんの「みん」はゆるい感じでかわいいので「たかみん」にしました。

たかみん タカミン 鷹だけだと怖いイメージがあるので、みんを付けてかわいくしました。

タカミン タカミン

タカミン タカミン 顔がズーミンの顔に似ていてマスコットキャラクターが、たかのイメージなのでこのキャラクター名がうかんできました。

タカミン タカミン 弘前市民みんなを見守る鷹として、タカミンにしました

鷹ミン タカミン

鷹武者丸 タカムシ 鷹の武者だから。

タカ武者君 タカムシ タカの武士だから。

タカ武者 タカムシ タカの武士だから。

鷹武者 タカムシ

鷹武者ルピア タカムシ

たかむね タカムネ たかのようにむねをはって「たかむね」

たかむね君 タカムネ たかのようにむねを張って「たかむね」

タカ守 タカモリ タカが市民を守ってくれる

タカモン タカモン 鷹をもじって可愛くしてみました。

タカヤ君 タカヤク タ→たのもしく　カ→かっこよくて　ヤ→やさしい　「タカヤ君」

タカやすくん タカヤス 鷹岡城のタカをとりました。やすは武士のようなので家康のやすをとりました。弘前市を見守り、悪い人をせいはせいします。めざせ、天下統一？

たかやん タカヤン 弘前城の別名鷹岡城の鷹を生かして、親しみやすいネーミングを考案しました。

たかよん タカヨン

タカヨン タカヨン 鷹と400年築城から、もじりで考えました。

鷹四丸 タカヨン

たから タカラ キャラクターが『鷹』であることから。そして、弘前城は皆の『宝』であるから。

タカラッキー タカラッ

タカラッタ タカラッ たかだから

たかりん タカリン 鷹岡城の勇ましい鷹と津軽の広大なりんご平野をイメージして〔たかりん〕と名付けました。

たかりん タカリン 鷹と、弘前のりんごをかけて

たかりん タカリン 鷹岡城の「たか」とりんごの「りん」を合わせて「たかりん」です。呼びやすくかわいいかと思います。

たかりん丸 タカリン おしろの名前と弘前の有名なリンゴを合わせました。

たかりんくん タカリン

タカリン タカリン 鷹と弘前のリンゴのりんです

たかるん君 タカルン

タカレンジャー タカレン 弘前を守ってくれる鷹のキャラクターなので。
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愛称（ネーミング）受付簿

ネーミング フリカナ コ　メ　ン　ト

タカレンジャー★城 タカレン テレビのヒーローみたいに津軽のヒーローになって僕を守ってほしい。お城のかっこいいかぶとをかぶっているから。

鷹桜くん タカロウ 鷹岡城の鷹と弘前城の日本一美しい桜をイメージして考えました。

たかんぼう タカンボ

たきゃ様 タキャサ 鷹をもじってかわいらしくしました。親しみやすく覚えやすい名前であり聞けば絶対に忘れない名前として決めました。

タキャッシー タキャッ 鷹と城を英語でcastleだから、つなげてタキャッシー。

たき林 タキリン 鷹と弘前の一文字をとって、りんごも有名なので、林檎の林の字を入れてみました。

たこですか？ タコデス 大きいかんじ

たしゃっち タシャッ 本名は「鷹岡　幸之助」皆により親しんでもらえるようにとニックネームとして父に考えてもらった。自分の名前を縮めたのと、兜の上の、しゃちを組み合わせて「たしゃっち」とした。それにより、なんとなく柔かいイメージを持たせることに成功しました。

たじょう丸 タジョウ 城とたかの「た」を合わせてみました。

タッカー タッカー なんとなく

タッカタン タッカタ 空高くそびえる弘前城のカブトをかぶった鷹のマスコットのデザインから、「高い」や「鷹」という印象をもちました。そして、それらが、親しみやすい音になるように、リズミカルな名前を考えました。

たっかベェ タッカベ 顔がタカに似てとてもかわいいし、ひょうきんである。

タッキー タッキー イメージ

タッくん タックン 鷹岡城の「タカ」と津軽為信の「ノブ」を合わせて「タカノブ」それを略して｢タックン」です。

たっくん タックン たかだから。

たっくん タックン たかだから。

たっくん タックン たかだから。

たっくん タックン

たっくん タックン たかおか城の「た」の文字を取って、「たっくん」です。だれにでも言える名前です。

タッシーくん タッシー 鷹の「タ」と城の「シ」をとってつけた。

たっちゃん タッチャ 鷹岡城の「た」と為信の「た」に、津軽の「つ」を小文字にして親しみやすいように「ちゃん」を付けました。

たっちゃん タッチャ 呼びやすいようにした。

たっちょん タッチョ 鷹のたをとって

たっつー タッツー ためのぶの「た」とつがるの「つ」でたっつー

たっひいくん タッヒイ たかのたとひろさきのひでたっひいくんです。どうでしょうか？

タッピー タッピー 可愛く、呼びやすいので。

タッピー弘のすけ タッピー 記載なし

たのちゃん タノチャ 「ためのぶ」の「たの」と、楽しくてのんびりできる弘前市の意味です。

たのちゃん タノチャ シンボルマークがタカと津軽ためのぶのイメージだったので愛称名を合わせてみました。

ためエモン タメエモ 為信の為とまんがキャラクターのドラエモンを掛け合わせた。呼び方が馴染めやすいと思った。

タメオウ タメオウ 津軽為信の為の字と、鷹のキャラクターをイメージした名前にしました

ためかくん タメカク 津軽為信とたかです。

タメ吉 タメキチ 津軽為信から一文字もらい関連性を持たせました。言葉づかいは「ござる」が良いような気が。。。「タメ吉でござる！」

為吉 タメキチ 為信の為を取って、昔っぽく呼びやすい「吉」をつけた
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愛称（ネーミング）受付簿

ネーミング フリカナ コ　メ　ン　ト

ためぐる君 タメグル 為信と鷹をイメージ

為君 タメクン 子供むけテレビ番組では「為君」参上となる。

為五郎 タメゴロ （アッとおどろくタメゴロー）からひらめきました。侍らしく、呼びやすく、親しみやすい名前だと思います。

ためさく タメサク 津軽為信の”ため”と弘前城のシンボル（？）桜の”さく”でためさく

為さん タメサン 弘前の為、観光客の為、全ての人の為にキャラクターとして輝いて欲しいから。

ためしろう タメシロ 為信の「ため」と４００年の「しろう」で「ためしろう」と名付けました。呼びやすくマスコットの印象にぴったりだと思います。

ためシロ タメシロ 為信がつくった城だから。

ためじろ～ タメジロ 為信の城だから為城で、ためじろ～。

ためたか タメタカ 津軽為信公の為とマスッコトが鷹という事で「ためたか」で・・・まさに弘前市民の為に平和を願ってれてるみたいで良いかと思いました。

ためたか タメタカ 津軽為信の「ため」と、鷹の「たか」を合わせて、日本人らしい名前にしました

ためたか タメタカ 津軽為信と鷹をかけ合わせてつけました。

タメタカ タメタカ 為信が「変身｣鷹になって、上空から市民を見守っている。

ためたかくん タメタカ 鷹岡城、津軽為信、大地をガッチリつかんで立って、りりしい顔から鷹と為を選び為鷹君、又は、ためたかくん。

ためたかくん タメタカ 津軽為信のためと鷹岡城のたかを合わせてみました。

ためたか君 タメタカ 津軽ためのぶの「ため」とたかおか城の「たか」を合わせて「ためたか君」になりました。

ためたか丸 タメタカ 津軽為信のかぶとと（弘前城）に刀をさげたタカにちなんで

ためたろう タメタロ 初代藩主､津軽為信の「ため」と、一般的な「たろう」を組み合わせたものです。

為ぢぃちゃん タメヂィ なんてたって４００才（？！）帯刀が許されるのはおとなだから。

ためちゃん タメチャ

ためちゃん タメチャ 津軽為信の為からとりました。ひらがなが可愛いと思ってひらがなにしました。

タメちゃん タメチャ 津軽為信公の『為』と友達という意味の『ため』（タメ口など）の意味をかけまして→『タメちゃん』

タメちゃん タメチャ ためのぶから

タメちゃん タメチャ 津軽ため信公の「ため」の字とり、弘前城のため、弘前市民のため、弘前市のために見守っているタカのタメちゃん。

為ちゃん タメチャ

為っち タメッチ 為信の為を取り、可愛らしい名前にした

ためっぴー タメッピ 為信の「ため」をとってつけました

ためっぴー タメッピ 津軽為信の「ため」と別名鷹岡城の「鷹の鳴き声：ピッピー」をイメージして考えました。

ためにゃん タメニャ ひこにゃんに負けたくないから。

為ノ進 タメノシ 津軽の祖　為信の時代から未来の弘前に向け進む

ためのぶじゃー タメノブ

ためのぶ タメノブ ズバリ津軽為信公をタメ口で「ためのぶ」と言ってもらう事が親しみやすく又､為信公を含めた津軽藩を他県の人に知ってもらえるのでは？

タメノブ タメノブ ４００年の歴史を超えて、弘前に帰ってきた為信公の生まれ変わり

為信の鷹ちゃん タメノブ 愛称の説明はデザイン作者の説明を読んでイメージする事ができました。

ためのぶ君 タメノブ 藩祖津軽為信の名前と代々使用されてきた「信」の字を生かした愛称としました。皆さんを守ってくれる、心強い名前とも思います。
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愛称（ネーミング）受付簿

ネーミング フリカナ コ　メ　ン　ト

ためピー タメピー 鷹岡城の「た」と、津軽為信の「め」をとって「ためピー」にしました。

ためぴー タメピー 為信の「ため」と鳥的な意味で「ぴー」

ためぴょくん タメピョ 為信の「ため」と鳥の鳴き声から「ぴょ」をとり、弘前市民から愛され、子供たちにも人気者で、親しみやすく誰からも笑顔で声をかけてもらえるようなネーミングにしました。

為ピヨくん タメピヨ 津軽為信のかぶとをイメージしたかぶとをかぶっている鷹だからこの名前にしました。

為弘君 タメヒロ

為弘 タメヒロ 為信と弘前を合わせた。

ためぶー タメブー 弘前城を代表する歴史上の人物である「津軽為信」の名前を取り入れ､呼びやすく覚えやすいようにアレンジしました！！かわいらしさがあり、このキャラクターにぴったりな名前でみんなに愛されると思います！！

為ぼう タメボウ 子供むけテレビ番組では「為ぼう」参上となる。

ためボー タメボー 鷹岡城の「た」と、つがるためのぶの「め」えをとって「ためボー」

ため丸 タメマル 弘前城築城400年祭ということで私もうれしいです。マスコットキャラクターの愛称を募集ということで私の考えたのが「ため丸」です。なぜかというと津軽為信の為を使って津軽の知名度を上げようと思い、ため丸にしました。

ため丸 タメマル 津軽為信のためと本丸の丸でためまる！！

タメ丸 タメマル 初代藩主津軽為信公の為（タメ）と本丸に居を構え津軽統一した事を思い「タメ丸」と名付けました。

為丸くん タメマル その名の通り「ためまるくん」は大好きな弘前市民の”為”にがんばって弘前をＰＲしていきます「ためまるくん」の「為（ため）」はもちろん為信からいただきました。

ため丸くん タメマル キャラクターを見たとき、」「凛々しく､それでいて､かわい気がある奴」という印象を持ちました。愛称はこの２つが浮かぶネーミングということで考えたものです。「ため」は、もちろん、津軽為信の名からいただきました。「丸」は、親しみやすさを感じさせ、さらには、一の丸､二の丸､本丸などと言うように「城」がイメージできることから使用しました。「くん」は全体的な響きで付けた方がいいのかなと思いました。

ためえもん タメモン 為信の為をとってつけました。

タメリン タメリン 為信公+リンゴで

ためりん タメリン ためのぶの「ため」とりんごの「りん」でためりんです。

ちぇいぐるくん チェイグ 弘前城といえば桜（チェリー),鷹（イーグル）をモチーフにしたキャラクターということで二つの単語をあわせて【ちぇいぐる】と命名しました。

ちゃるすけ チャルス ちゃるっぽいから

つーたん ツータン 津軽の　つ　為信の　た　を親しみやすいネーミングにしました。

津がっきぃ・鷹 ツガッキ

ツガピュー ツガピュ 津軽のツガと鷹の鳴き声がピューだから

つがひろ ツガヒロ 津軽為信と弘前から取りました。

つがもん ツガモン 弘前城は「つがる」のシンボルとして長く存在してきました。お城の威厳と武将の強さとともに愛らしさをイメージさせる「つがもん」が新たなシンボルとして加わり、弘前市の発展のために貢献してくれることを祈っています。

つがりん ツガリン 津軽家の「つがる」と弘前の名産「りんご」をイメージして考えました。

津軽侍 ツガル 津軽（弘前）が大好きなおさむらいさんだから。みんなのヒーローさ。

津軽栄華君主 ツガルエ 津軽藩を北方警備の功労により４万５千石から１０万石まで高めた偉大な功労。津軽一円を制覇し、経済・文化の中心地として繁栄させ、その栄華を誇った

ツガルくん ツガルク 津軽為信ゆかりで。

津軽グル信 ツガルグ 津軽為信の津軽と信。イーグルのグルで津軽グル信です。

津軽けやぐ丸 ツガルケ キャッチフレーズにかけて、いろんな人に津軽ひろさきを訪れていただき、良さを実感し、けやぐになってこれからの津軽ひろさきを一緒に見守ってもらいたい気持ちと、津軽為信の子孫と言う意味

津軽ザムライたか君 ツガルザ りりしい姿、弘前城を守るという志を持つ小さな検士、ゆく末は武将です。

つがるザムライ＆タカ ツガルザ 刀があるし、かぶともかぶっているので、サムライ。しかも鳥がタカなので、サムライ＆タカにした

津軽ジョウ ツガルジ

津軽タカノブ ツガルタ キャラクターにイメージされている「津軽為信」と「タカ」をかけてみました。全体的に武将っぽいので、ちゃんと名字と名前があったほうが格好いいと思うんです。
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愛称（ネーミング）受付簿

ネーミング フリカナ コ　メ　ン　ト

津軽鷹信 ツガルタ 津軽為信と鷹を合わせて考えました。

津軽鷹信 ツガルタ 津軽為信の「為」と鷹岡城の「鷹」をかけて「津軽鷹信」にしました。

津軽鷹信 ツガルタ 津軽ため信の「ため」をたか岡城の「たか」にしました。

津軽鷹信 ツガルタ ためのぶのしんせき

津軽タカのぶ君 ツガルタ 力強く、いつも弘前城から津軽のみんなを守ってくれる

つがるたかまるくん ツガルタ 津軽為信の生まれ変わりである。弘前市を盛り上げ、さらに高めていくために生まれた。弘前市民の笑顔を見ると､喜び､頭のお城が光る。又は上に伸びる。（高まる）

津軽たか丸 ツガルタ 弘前城主津軽氏の流れをくむ鷹という意味で、これからも城の主として城を見守って欲しいと願いを込めました。

津軽タカマル ツガルタ

津軽鷹丸 ツガルタ 津軽平野、鷹岡城のイメージが湧きやすい。幼名に頻繁に用いられる「丸」をつけることでキャラクターのフレッシュさを感じさせるとともに指定文化財である二の丸等のイメージにもつながり、さらに親近感、ごろの良さを捻出する。「津軽」平野が今後「高まる」というインスピレーションを与える。キャッチコピーも５・７・５で枠に決まる「弘前に　津軽　鷹丸　参上す」以上です。

津軽鷹丸 ツガルタ 津軽為信の居城である弘前城の400年祭のマスコットキャラクターであり別名の鷹をイメージした（イメージにあわせて）マスコットであることから津軽鷹丸とした。

津軽鷹之信 ツガルタ 彼は津軽為信の未裔であり、いつも弘前市民の安全を城下上空から見守っています。

つがるたかちゃん ツガルタ 津軽藩の津軽に鷹のたかをかわいらしくしました。

津軽たかちゃん ツガルタ 津軽藩を名字にして名前は現代風にかわいらしくしました。たかは鷹のこと。

津軽高弘くん ツガルタ

津軽鷹くん ツガルタ 津軽は弘前にあるし、鷹だから

津軽信鷹 ツガルノ

つがるっぺくん ツガルッ 津軽で生まれた（？）から。たか岡城だから。

つがるのたかどの ツガルノ

津軽ひろたかくん ツガルヒ 津軽の当主『津軽』弘前の『ひろ』鷹岡城の『たか』で、津軽ひろたかくんです。

津軽ホーくん ツガルホ 津軽+「鷹」の英訳+男の子の敬称「君」より命名

津軽卍城 ツガルマ つがるまんじろう。弘前のマーク卍と城をかけました。

つがる丸 ツガルマ 津軽のお城のキャラクターなので「つがる丸」という愛称を考えました。

つがる丸 ツガルマ 昔から日本の武将の歴史を見ると源氏のヒーロー源義経「牛若丸」また豊臣秀吉の「日吉丸」など有名、武将には英傑としてだけではなく庶民に親近感を持たれ愛されてもきました。マスコットとはいえ築城４００年となる弘前城祭りのマスコットには凛とした気品と風格も必要と思います。このように有名な英傑には幼少、若い頃から「丸」が名前につけられ今でも親しまれております。タカがモチーフというマスコットキャラクターには、ピッタリと思います。ゆくゆくは弘前城公園に像として「つがる丸」が建立され新名所として話題にしたいものです。

つがるん ツガルン 津軽為信が飼っていた鷹が弘前城築城４００年のお祭りがあると聞いてるんるん気分で飛んできた。

津軽桜 ツガロウ 津軽為信の津軽と日本一の桜の桜をとって、つがろう（津軽桜）にしました。

つるたかまる ツルタカ つがるのつると高岡の高と鳥の鷹を合わせる。

どせいくん ドセイク 土と成で城だから

とどかる トドカル と’ても大きな広い心で　’ど’こにいても　’か’ならずみんなを幸せにす　’る’弘前を代表するマスコットであってほしい。

殿っ トノッ キャラクターは可愛いが威厳もあるように感じられたので皆さんにそう呼んでもらいたくって

とびたか丸 トビタカ 鷹はかっこよく飛ぶイメージがあり、わかりやすく少し優しい感じをだしたかったのでひらがなにしました。

トリ トリ トリだから

とりかぶぶ トリカブ とりとかぶとをかけました！

とりかぶとくん トリカブ とりがかぶとをかぶっている

鳥前城 トリサキ
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愛称（ネーミング）受付簿

ネーミング フリカナ コ　メ　ン　ト

とりしばちゃま トリシバ かわいいから

とりしろ君 トリシロ とりと城をまぜた。

トリ城 トリシロ 鳥と城がいっしょになっているから

とりっぴー トリッピ 鳥みたいだから

トリッピーちゃん トリッピ

とわにぃ トワニィ 理由は400年という節目を迎え、500年，600年・・・そして「永遠に」という意味を込め、ひらがなにすることで親しみやすくなるようにと思いました。とても可愛いいキャラクターなので城主代理？として活躍してくれることと思います。

日本一の桜太郎 ニホンイ

ネェハー殿 ネェハー 弘前の方言でよく語尾に「～ねぇはー」をつけて、人の意見に賛同・尊敬を込める表現があることから

ネップル ネップル ネプタのネ　アップルのプルで

ネプタカ ネプタカ

ねぷタカ ネプタカ 弘前のイメージを強くするためにリンゴと並んでイメージしやすい「ねぷた」と「タカ」掛け合わせ、さらに親しみやすくするために平仮名で「くん」をやや小さめに加えました。

ノコギリガール ノコギリ

のぶたか ノブタカ

のぶたか ノブタカ

信鷹 ノブタカ 津軽為信の「信」と鷹

信鷹 ノブタカ 為信の信をとって鷹岡城の鷹をとった

のぶたかくん ノブタカ 弘前城を建てたのは二代藩主の信枚で、その”のぶ”とキャラクターの鷹とを組み合わせた。

のぶたかくん ノブタカ 為信をはじめ、歴代藩主の「信」を一字とりました。弘前はかつて鷹の住む丘鷹岡と呼ばれ、マスコットキャラクターのデザインにもなったので、鷹の一字をとりました。シンプルイズベストで、ひらがなで「のぶたかくん」としました

信鷹くん ノブタカ 先月中旬､三度目の弘前城訪問の祭､津軽藩主の菩提樹である長勝寺にお参りしました。そして係りの方に津軽家霊家の五棟をご案内していただきました。その時、代々の藩主のお名前に「信」の文字があることに気づき愛称としていろいろな名前が浮かびましたが、やはり「信」の文字とイメージキャラクターの「鷹」の文字を組み合わせた形が一番シンプルではと考え応募させていただきました。

ノブタカコウ ノブタカ どう見ても武将のイメージ　為信公と信枚公共通の信と鷹を組み合わせた。最近はカタカナが流行

のぶたか城 ノブタカ

信たん ノブタン 為信公の信を取って信たん

のぶヒーロー ノブヒー

のぶリン ノブリン 為信の信とリンゴのリンをくっつけて呼び易くしてみました。

のんた ノンタ かわいいから

バード=ショウ バード

パトたかくん パトタカ

花丸君 ハナマル 弘前には桜の花・リンゴの花・冬の華。そして頑張る人達の笑顔の花など。いろんな花があるので花と弘前城の本丸の丸をつけました。

はぴたかくん ハピタカ 弘前市民にＨａｐｐｙ（幸せ）を運ぶたかだから。

パワフルバード パワフル 強いイメージだから

卍桜斬 バンオウ 「卍」はかぶとに付いていて、卍とも読みますがカッコ良く卍（ばん）にしました。「桜」は弘前といえば桜と言う意味で、「斬」はキャラクターに刀があり刀で斬るとの意味です鷹だからカッコイイ方が良いから。

ぴい ピイ ぴいぴいとないていそうだから。

ヒーくん ヒークン 弘前の街のように雅なキャラクターになるように願いをこめて、弘雅君にしました。また弘は弘前の弘で、雅は鷹のように雅な存在であることから命名しています。

ピー侍 ピーサム ひよこみたいで侍だから
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愛称（ネーミング）受付簿

ネーミング フリカナ コ　メ　ン　ト

ピージョ君 ピージョ

ひーたん ヒータン 弘前のひ、たかのた、で可愛くひーたん

ピーちゃん ピーチャ だってとりぢゃん

ピーちゃん ピーチャ ひよこ

ピーちゃん ピーチャ なんとなく

ひーポー ヒーポー ひろさきのひーと鳴き声のポーを合わせた。

ヒーロ ヒーロ ひろさきなのでヒーロです。あと、町をまもってくれるような名前です。

ひーろ ヒーロ 「弘前」の「ヒーロー」になることを期待して名付けました。

ヒーロー ヒーロー 弘前の弘を使いたかったからヒーローにしました。この名前は弘前のキャラクターの名前にピッタリなのだ。

ヒーローくん ヒーロー 弘前城の「ヒロ」と掛けました。Ｈｅｒｏ、英雄の意味があります。かぶとをかぶり刀を携えたヒーローくんはいつも弘前城の上から弘前市民の安全を見守っています。まさに弘前市民の英雄（ヒーロー）です。

ＨＥＲＯ★サッキー ヒーロー

ヒーローたかまる ヒーロー

ＨＩ－ＲＯくん ヒーロク 弘前市の弘の字をローマ字のＨＩＲＯとし、英雄のヒーローとかけてＨＩ－ＲＯ（ひーろ）くんと名付けました。愛敬のあるお顔にも合うように考えました。

ぴーろくん ピーロク 弘前の「ひろ」をとって

ひさじろう ヒサジロ 弘前城がイメージできる愛称にするために、弘前城を略した愛称にしました。弘のひ、前のさ、城のじをとってひさじろう。

ひさのぶ ヒサノブ 弘前のひとさくらのさと津軽ためのぶののぶを合わせてつくった名前

弘城丸 ヒジョウ

ヒタピィー ヒタピィ 弘前のひと鷹のたを取って、鳥はピィーて鳴くんでヒタピィーにしました。

ひたろう ヒタロウ 弘前の　ひ　と鷹の　た　を合わせて最後に男の子っぽい郎（ろう）をつけてみました。

ヒッシー ヒッシー 弘前のヒ　城のｼでヒッシーくんがいいと思います。

ひっぷる ヒップル 生産量日本一のりんご、あっぷるに弘前の「ひ」でひっぷると考えました。

ぴほーく ピホーク 鷹の英語読みと鳥の鳴き声を合わせました。ぴで、愛らしさを表しています

ひ卍くん ヒマンジ 頭の中にちえがたくさんつまっていて、頭がひまんだから。弘前の「ひ」とまんじ卍。

ピュロサキくん ピュロサ 弘前と鷹を繋げてイメージにしたかったのです。鷹がピュｰと鳴くので、それと合わせたらどこか憎めない響きになったので、こんな名前を付けてみました。自分自身､県外から来て弘前を初めは「ひろまえ｣と呼んでしまったので、誇れるものが沢山ある弘前の名前が広がってくれたら・・・と思います。

ピヨキチ ピヨキチ ひよこみたいに可愛いから。

びよご ビヨゴ ひよこだから

ピヨさき ピヨサキ キャラクターがひよこっぽくて、弘前のマスコットキャラクターなので、それを合わせてピヨさきにしました。

ピヨ城う ピヨジョ 正式名称ひよこと四郎で城うの略です。

ぴよじょう ピヨジョ 顔がひよこだから。

ヒヨスケ ヒヨスケ ヒヨコみたいだから

ぴよすけ ピヨスケ ひよこっぽいから

ピヨ鷹 ピヨタカ 可愛いからこれにしました

ピヨッコサン ピヨッコ

ピヨにゃん ピヨニャ 男か女ｋもわからないので、かわいい、みんなにすかれる名前にしました。
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愛称（ネーミング）受付簿

ネーミング フリカナ コ　メ　ン　ト

ぴよのすけ ピヨノス かわいいから

ぴよぴよ ピヨピヨ ひよこだから

ピヨホーク ピヨホー

ヒリョタカ ヒリョタ ヒリョは弘前の弘から来ていてタカは鷹です。ヒロタカよりもヒリョタカのが親しみやすいからヒロをヒリョにしました。

ヒロ・サッキー君 ヒロ・サ "ひろさき"を"ひろまえ"と呼ぶ人が多く、ひろさきを強調したいですね。

弘男 ヒロオ 弘前の弘をとって、男だと思うから男をとって弘男

ヒロークン ヒローク 弘前のヒーローの鷹（ホーク）で男の子ということで。

ひろき ヒロキ 弘前の「ひろ」と「き」を合わせました。

弘城（ひろき）くん ヒロキク 弘前城の「弘」と「城」。「鷹」は見れば分かるし、別名「鷹岡城」と知ってる人が少ないと思い、あえて入れなかった。

ひろきくん ヒロキク 弘前の弘から、ひろ、とし城の別名きを合わせて「ひろき」としました。

ひろくん ヒロクン イメージ

弘くん ヒロクン 弘前の「弘」をとってみました。

ひろくん ヒロクン 弘前城の「弘」から取って「ひろくん」

ひろコン ヒロコン ひろさきの「ひろ」とファルコンの「コン」を取ってひろコンにしました。

ひろコン ヒロコン 弘前の「ひろ」と鷹（ファルコン）の「コン」を組み合わせたものです。

弘前王子 ヒロサキ

弘前ジョージ ヒロサキ 弘前城をかけてみた。

弘前ジョージ ヒロサキ 弘前城の「じょう」と外国人風の名前の「ジョージ」をかけた。

弘前ジョー ヒロサキ

弘前ジョー ヒロサキ 弘前城のイメージキャラクターなので、弘前城を広く知ってもらえるよう、ユーモアを込めてこの名前にしました。

弘前ジョー ヒロサキ 弘前城にかけまして、いかがでしょうか”ひろさき・ジョー”

ひろさきジョー ヒロサキ マスコットキャラクターだから弘前城をすぐ覚えられるように。

ヒロサキ・ジョー ヒロサキ 直球勝負です。わかりやすいし、きりりとした感じが合っていると思います。

ヒロサキ・ジョー ヒロサキ

ヒロサキ・ジョー ヒロサキ 弘前城にちなんで。格好よく仕上げてみました。

ひろさきじょう君 ヒロサキ 弘前は名字で、名前が城です。やはり、弘前のシンボル→弘前城。なのでこの名前しかないと思いました。

弘前城くん ヒロサキ

弘前城タカくん ヒロサキ タカの頭に弘前城がのっかっているので、みょうじを弘前城にして、名前をタカにしました

弘前嬢 ヒロサキ 弘前のお嬢様

弘前城之介 ヒロサキ 地名と何のキャラクターか一目でわかりやすいと思います。

弘前鳥 ヒロサキ 弘前で、鳥がイメージキャラクターだったから。

弘前鳥 ヒロサキ 弘前っぽいから。

寿路先鷹城 ヒロサキ 幸せの路の先、それは城、鷹岡城。

弘前鷹雄 ヒロサキ 弘前城のたかおか城から、鷹雄（タカユウ）にしてみました
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愛称（ネーミング）受付簿

ネーミング フリカナ コ　メ　ン　ト

ヒロサキタカ坊 ヒロサキ 弘前城の別名のタカを組合せ、みんなに親しみやすく可愛らしいネーミングにしました。

ひろさき公 ヒロサキ ひろまえと読む人がいるので、ひら仮名で名前を広める。たんとかにゃんとかつける程のゆるキャラでもなく、勇ましいから。

弘前侍 ヒロサキ 弘前の侍だから。

弘前鷹侍 ヒロサキ 弘前城のかぶとをかぶった鷹が、侍みたいになっているから弘前鷹侍にしました

弘前・タカジョー ヒロサキ 鷹岡城を略してタカジョーという名前、カタカナで覚えやすい名前

弘前たか太郎 ヒロサキ 弘前＋たか＋太郎

弘前鷹鳥城 ヒロサキ たか鳥に弘前城をつけた

弘前鷹丸くん ヒロサキ

ひろさ吉 ヒロサキ 弘前市民を守る力強い武士をイメージしました。

ひろさ吉之助 ヒロサキ 弘前市民を守る頼もしい武士をイメージ。

弘前の金さん ヒロサキ 遠山の金さんのように、世の中の悪事を守り、みんなから慕われるような存在をイメージした

弘前の鷹城侍 ヒロサキ 鷹が弘前城を頭に乗せていて力をさしていて侍のようなので、この名前にしました。

弘前ピッピ ヒロサキ 弘前城築城４００年を盛り上げてくれる元気な名前をつけました。この名前で皆が楽しんでくれるといいです。

弘前ポッポざむらい ヒロサキ かぶとが弘前城で、ポッポは鳥でタカをイメージしています。それで刀を持っているので、この名前にしました

弘前まる ヒロサキ

弘前丸 ヒロサキ そのものズバリですが、簡単で呼びやすく忘れない名前だと思います。

弘前まもるくん ヒロサキ キャラクターを見た瞬間｢守ってくれそう」というイメージを受けました。作者の方の説明を見ても弘前大好き、市民を見守るとありましたのでストレートですがこの名前がいいかなと思いました。

弘前四百城 ヒロサキ 弘前城４００年記念を合わせて弘前四百城にしてみました

ピろさきくん ピロサキ キャラクターが鷹ということなので、鳥の鳴き声（？）の「ピ」と「ひろさき」を合わせて「ピろさきくん」にしました。

ヒロサッキー ヒロサッ

ヒロサッキィ ヒロサッ 弘前城築城４００年祭マスコットキャラクターにふさわしく、可愛く覚えやすい名前にしました

ひろし ヒロシ 弘前の「ひろ」

ひろし ヒロシ 弘前だからね

ひろし丸 ヒロシマ 可愛らしいキャラクターなので子供っぽく､呼びやすく全国の方が弘前を連想できる名称を意識しました。「ひろ」は弘前から「し」はお城から「丸」は武士を意識したキャラクターなので戦国の幼小名っぽさと４００年の０をかけてみました。

ひろジョー ヒロジョ 弘前城を縮めてキャラクター名にしました。マスコットが凛々しくかわいいので、弘前城の「ひろジョー」として心強いワンパクさを出しました。

弘城バード ヒロジョ 弘城の鳥だから

弘城鷹男 ヒロジョ 弘前をかぶっていて、男らしいから。

弘城 ヒロジョ 弘前城を守ってくれるように

ヒロジョウくん ヒロジョ 弘前の弘とりました。あと弘前じょうのじょうをつけて、ヒロジョウ。頭に弘前じょうをかぶっているからです

ヒロジョウくん書 ヒロジョ 弘前としろをがったいして、ひろじょう書

ひろしろうクン ヒロシロ 「ひろ」は「弘前城」の「ひろ」で「しろう」は「城」と｢知ろう」と｢４００年」の「４」という意味があります。これは、弘前城築城４００年祭のことをみんなに知らせることがこのキャラクターの役目だと思ったので。

ひろすけ ヒロスケ 弘前を元にした男らしい名前。

ひろすけ ヒロスケ 弘前が好きだから

弘すけ ヒロスケ 弘前の弘をとって
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ネーミング フリカナ コ　メ　ン　ト

ヒロター ヒロター 弘前市のヒロ　鷹のタ

ヒロタカジョウ ヒロタカ 弘前の弘に鷹岡の鷹と城！

ヒロタカジョウ ヒロタカ 弘前の「前」を抜いて、そこにタカを入れました。

ヒロタカ城 ヒロタカ タカヒロ城のヒロは弘前のヒロ。ヒロタカ城のタカはタカという鳥の名前。頭の上に城がのっているので、ヒロタカ城

弘鷹城 ヒロタカ 弘は弘前の弘　鷹は鷹岡城の鷹　城は城

弘鷹城 ヒロタカ

弘鷹城 ヒロタカ 弘前城の弘と鷹岡城の鷹

弘鷹ジョー ヒロタカ 弘前の「弘」と鷹だから

弘鷹ジョー ヒロタカ 弘前城と別名の鷹岡城とお城のジョーで「弘鷹ジョー」です

ひろたか城くん ヒロタカ 弘前でとりのたかで城だから。

弘鷹ジョーくん ヒロタカ 単純に弘前と鷹岡城をかけたものです。名前はカタカナがかっこいいと思いました。

弘鷹殿 ヒロタカ 読んで字のごとく弘前の城の守り人です。

弘鷹之助 ヒロタカ 「弘前城の弘と、別名：鷹岡城の鷹を取って武士の代表的な名前○○之助で憶えやすく親しみやすくしました」

弘鷹信 ヒロタカ 弘前の弘と鷹岡城の鷹と津軽為信の信をとってつけました。

弘鷹信さん ヒロタカ 弘前の「弘」と鷹岡城の「鷹」と津軽為信の「信」を合わせました。

弘鷹信為君 ヒロタカ

ひろたかざむらい ヒロタカ けんがついていたので、さむらいをつけました

弘鷹ざむらい ヒロタカ このキャラクターを作った人が「弘前城」の別名、鷹岡城の鷹をイメージしたと説明していたので弘前の「弘」と鷹岡城の「鷹」をあわせてこの愛称にしました。

ひろたかぶと ヒロタカ 「ひろたかぶと」の「ひろ」は、弘前城の弘。「たか」の部分は、弘前城の別名・鷹岡城の鷹。「かぶと」は津軽為信の兜。「か」の部分は鷹の「か」と兜の「か」をかぶせました。「ひろたかぶと」の「ひろ」は、弘前市民を”ひろく見守る”という意味もこめられています。

弘鷹郎 ヒロタカ 弘前城の兜をかぶった鷹・・・太郎を略して弘鷹郎

弘鷹桾 ヒロタカ 弘前城を頭にのせている鷹だから！桾はなんとなく（桾まで名前）

ヒロタカマン ヒロタカ

ピロタカくん ピロタカ 弘前城の「ヒロ」と「タカ（鷹）」を組み合わせ「ヒロタカ」。それに、鷹の鳴き声のピッピｰの「ピ」をかけあわせ「ピロタカ」。かわいらしいマスコットキャラクターにふさわしく､誰からも親しみやすく呼びやすいものを考えて「ピロタカくん」という愛称にしました。

ひろたっきー ヒロタッ 弘前の「弘」と｢タカ」をかけあわせて、みんなに愛されるような名前にしました。

弘太郎 ヒロタロ 弘前の”弘”の字を入れたかったので武士らしく、かわいくカタカナ名より漢字を選びました。

ひろちゃき ヒロチャ ひろさき→ひろちゃき　ちゃきは「ちゃきちゃきの弘前っ子」の意味も

ヒロッキー ヒロッキ 弘前のヒロとマスコットキャラクターの勇敢なイメージからネーミングしました。

ピロッキー ピロッキ 「ヒロサキ」と「鷹」と「りんご」と「桜」からイメージしました!

ピロッキー ピロッキ ひろさきから→ぴろっきー

ひろつ君 ヒロツク 弘前の「ひろ」と津軽の「つ」をとって、津軽地方が他の県に広まる意味をこめて考えた。

弘っち ヒロッチ 覚えやすい簡単なものにしてみた

ひろッピ ヒロッピ 弘前市民が大好きでみんなの安全を見守っている鷹（鳥）さんというキャラクターから､ぴったりの愛称と思います。

ひろっぴ ヒロッピ 弘前にふさわしい。

ひろっぴー ヒロッピ 弘前城の”ひろ”にかわいらしく”っぴー”とつけ、どの年代の方にも、わかりやすい愛称にしました。
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愛称（ネーミング）受付簿

ネーミング フリカナ コ　メ　ン　ト

ひろっぴー ヒロッピ 弘前城のひろ

ひろっぴー ヒロッピ 弘前城でぴっぴーって泣きそうだから。

ひろっピｰ ヒロッピ 弘前城の「ひろ」と鷹（鳥）のイメージから「ピー」にしました。

ひろっピー ヒロッピ 弘前のひろと鳥の鳴き声を合わせて、親しみの持てる感じにしました。

ひろっピー ヒロッピ 弘前の弘をとって体が鳥だから鳴くとピー。合わせて（弘ピー）

ヒロッピー ヒロッピ 弘前城築城400年なので弘前のヒロと、鷹の声をもじって”ヒロッピー”がいいと思います。

弘っピー ヒロッピ 誰からも親しみある弘前城を愛らしい形で表現しました。

ひろっＰ－ ヒロッピ 弘前の「ひろ」と鷹の鳴き声「ピー」で「ひろっＰ－］と名付けました。誰にでも親しみやすく、愛らしい名前だと思います。

ひろと先輩 ヒロトセ 「ひろさき」のひろをとってつくりました。

弘之進 ヒロノシ 弘前城の弘を採りました。

弘乃丞 ヒロノジ 弘乃丞（ひろのじょう）弘前をアピールする役者をイメージした。

弘の城助君 ヒロノジ 弘前の弘の字を入れてシンボルである城　市民を守ってくれるというイメージしました。

弘之介 ヒロノス 最初、弘前の弘を取って「弘助（ヒロスケ）」にしようかと思いましたが､為信のかぶとをかぶっていて、とても頭が良いということと、四〇〇年祭ということもあって、格を上げて少し威厳のある愛称にしました。津軽魂のある賢いヤツです。

弘乃助 ヒロノス フルネーム：高岡面桜斎　弘乃助（たかおかめんおうさい　ひろのすけ）　高岡面桜斎　弘乃助は､殿様に仕えた有力な軍師で、殿様とは、一緒に桜の木下で一杯飲みながら弘前の将来について語り合いました。弘前市民の和と親睦を守るため得意な占いで東が土淵川、南が南ため池、西が百沢街道、北が亀甲町になるように、「四神相応繁盛の勝地」として弘前が造り上げられました。

ヒロのすけ ヒロノス 覚えやすく親しみやすいと思います。

弘ノスケ ヒロノス 可愛いけど，立派だから

ヒロノブくん ヒロノブ 弘前城の弘と津軽為信の信をとってヒロノブにした。

ひろのぶくん ヒロノブ

ヒロぴー ヒロピー 弘前城の"弘"に愛着ある鳥（鷹）のイラストのニュアンスをくっつけた愛称です。誰もが呼びやすく、愛しやすい名前を意識しました。

ひろピー ヒロピー この鷹は、雛みたいにかわいらしいので、弘前の「ひろ」と、ピーピーという鳴き声をあわせて「ひろピー」にしました。

弘ピー ヒロピー 弘前の弘とピーをくっつけた

ヒロぴょん ヒロピョ 弘前の「ヒロ」とマスコットキャラクターの可愛らしさからネーミングしました。

ひろピヨ ヒロピヨ 弘前城とヒヨコみたいなようしからつけました。

ひろびん ヒロピン

ひろぼう ヒロボウ ひろさきのひろとぼうはかわいい感じがしたからひろぼうにしました。

ひろほーくん ヒロホー 弘前城の″ひろ″鷹岡城の鷹（ホーク）と君を合成。子供にも覚えやすい名にしました。

ヒロホー君 ヒロホー

ヒロボー ヒロボー みんなに親しまれて呼んでもらえそうな名前

弘ポー ヒロポー 弘前の弘とポッポ―のポーを合体して弘ポー

ひろポッポ― ヒロポッ ひろさきのひろと、とりのなきごえを合体

ひろまる ヒロマル 「ひろさき」の「ひろ」。「まる」はお城の曲輪の「丸」の意味もこめて。また「ひろさき」という名が「ひろまる」「弘前」の未来や人々の夢が「ひろまる」広がっていくという想いをこめました。

ひろ丸 ヒロマル 弘前市民が大好きだというキャラクターから弘前の「ひろ」がつく名前がいいと思いました。そしてかぶとの上のお城がおもしろかったので､お城のイメージが浮かぶ「丸」をつけたら、かっこいい名前になるかなと考えました。

ヒロ丸 ヒロマル マークとキャラを見て頭に浮かんだ印象で応募しました。

弘丸 ヒロマル 弘前の「弘」、弘前城本丸の「丸」を組み合わせた弘丸（ひろまる）。語尾に君やちゃん等をつけてもよいと思います。今後ますます弘前が盛り上がり、弘前と弘丸が全国に広まる（弘丸）ようにという想いをこめた愛称です。
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ネーミング フリカナ コ　メ　ン　ト

ひろまるくん ヒロマル 弘前城の弘をとって、４００年祭と弘前城が広く世の中に知られ、行きわたるように、ひろまるように、と願いを込めました

ひろ丸くん ヒロマル 弘前の「ひろ」+昔の人名・城郭の内部をイメージさせる「丸」+親しみを込めて「くん」から

弘丸くん ヒロマル 弘前の弘と津軽為信の偉大さと知将なイメージからネーミングしました。」

ヒロミン ヒロミン 弘前のヒロとズーミンに似てるから、ヒロボー

ひろミン ヒロミン ズーミンのぱくり

弘吉（ひろよし） ヒロヨシ イメージ

ひろよん ヒロヨン 「弘前城築城」「４００年祭」のそれぞれの頭をとって「ひろよん」にしました。弘前城築城４００年祭をＰＲし、もりあげていくのにピッタリの名前ができました。

ひろよん ヒロヨン 弘前の「ひろ」と４００年の「よん」をプラスしました。

ひろリン ヒロリン 弘前の「ひろ」にリンゴのほっぺ「リン」

ひろりん ヒロリン 弘前城の凛とした姿をイメージでき､誰もが親しみやすく呼びやすい名前としました。

ヒロリン ヒロリン 弘前の”ヒロ”と弘前は全国的に”リンゴ”が有名なので、その２つを合わせて皆さんにかわいがってえるように、かわいい名前にしてみました。

ヒロリン ヒロリン ヒロは弘前の頭をおとりしてヒロ。リンはりんごのりんをとりました。

ヒロロ ヒロロ 弘前のヒロより。ヒロロとすることでかわいさが出ます。鳥なので鳴き声的でもあります。

ひろろん ヒロロン 弘前城にちなんで、シンプルにしました

ファル君 ファルク 鷹を英語のファルコンを可愛くイメージしました。

武者ホークス ブシャホ

へいぞー ヘイゾー 弘前城を築城した弘前藩２代藩主信枚公の幼名「平蔵」からつけました

ホークキャッスルくん ホークキ

ホークキング ホークキ 鷹をイメージキャラクターにしていて、そして、頭がよく市民が大好きで、いつもみんなを見守っているというのでこの名前にしました。

ホーク君 ホークク たかだから。

ホー君 ホークン 鷹の「ｈａｗｋ」をもととし、弘前市民を優しく包み込むような存在となってほしいと｢包」をかけ、あたたかく優しい感じにしました。

ホー君 ホークン キャラは鷹岡城の鷹が城のかぶとをかぶった姿と報導されているので鷹は英語で「ホーク」といいます。ホークくんを呼びやすいように｢ホー君」と短縮して愛称名としました。

ホーくん ホークン 鷹岡城のタカ　ホークから考えました。

ホーくん ホークン ホーク=鷹+くん

ホークン ホークン 弘前城の「鷹岡城」の鷹（ホーク）をイメージしました。親しみやすく覚えやすいと思いました。また「ホッとする」意味も込めて弘前市民がいつも「ホッとできる」みんなの幸せを見守っています。

ホークン ホークン 鷹岡城にちなみ鷹をイメージしたキャラクターですので、鷹（ホーク）に君を続けてネーミングしてみました。

ホークザムライ ホークザ 今、歴女がはやっているからサムライをつけてみました。

ホークス君 ホークス 鷹と城を合わせてこの名前にしました。

ホークス丸 ホークス ホークスの城だから

ホークマン ホークマ

ホキルス君 ホキルス 鷹（ホーク）と城（キャッスル）より。

北斗くん ホクトク 天の一群である北斗七星を参考にしました。太陽とかお月様は、それなりの明かりで人類とかその他の生物が生きて行く為に大きな力になってますが星は一つだと明かりが、ちょっと淋しくなりますが、数が揃えば素晴らしい優しい明かりで皆さんを、さわやかな気持ちにさせてくれます。人間も一人じゃ生きて行けませんよね・・今の厳しい世の中に、皆んで力をあわせて暮らして行くための守り神（代表）として「北斗くん」にしました・・・

ホクノブ ホクノブ 鷹岡城の鷹を英語にするとホーク。それに津軽為信の信を合わせました。

ぽち ポチ よびやすくておぼえやすいから
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ネーミング フリカナ コ　メ　ン　ト

ポッポ―弘前 ポッポ― 弘前＆とりのなきごえ

ポッポ君 ポッポク 鳥だから

ほん丸 ホンマル 弘前城をかぶっていて、武士のような印象があるので和風な名前にしました。お城のてっぺんから弘前の街を見守っている鳥のサムライです。

ほんまるくん ホンマル やはり弘前城のシンボルは本丸につきると思います。

ほん丸くん ホンマル 天守がある本丸の名前がとてもしっくりくることに気づきました。更に本丸は侍らしさも兼ね備えていて、キャラクター性から見ても相性ぴったり

まいたかくん マイタカ 高いところから城下を見守る「舞い鷹」、不穏な輩には「参ったか」と言わんばかりの頼もしさを含意しました。

舞舞君 マイマイ 鷹は天高く大空を舞い、人々は弘前名所を巡り舞い遊べと意味をもって付けました。

真城くん マシロク

まもるくん マモルク 長年弘前市を守って下さいましたが、これからも、未来のある子供達が安心して、日々の生活が送れます事を何があっても弘前の発展を守って下さるよう願いを込めまして名付けました。

まもるくん マモルク 弘前城も鷹も高いところから、弘前市民を見守っていると思った。

まもるじゃ君 マモルジ いつも弘前市民を守ってくれ、愛嬌のある名前と思って名付けました。じゃは津軽弁からとりました。

マンジーホーク マンジー 卍に鷹でマンジーホーク

まんじーホークス卍 マンジー タカを英語に訳して、かわいくみんなが覚えやすいようにしました。

まんじくん マンジク 市章のまんじからいただきました。

まんじくん マンジク

まんじくん マンジク 弘前市のシンボルマーク卍を取り入れました。

まんじくん マンジク 弘前市のマークで有る卍から引用致しました。

まんじ君 マンジク 弘前の市章を前立てにしてみた（バックに桜の花を）その上で『まんじ君』としたい。前立て部分をフリーハンドで、このようにしてみました。胸と尾羽をタカらしく書き変え、この程度の手直しは認められるはず（前立ての意味が不明のため）

まんじ君 マンジク 弘前市のマークだから

まんじ君 マンジク 弘前を表す卍から取りました。

まんじ君 マンジク 市のまんじ印　卍から

まんじ君 マンジク ぼくは歴史が好きで、弘前城の、まんじの城の物語を読んでいた、弘前市の市章の卍（まんじ）と４００年の満を持しての登場の２つの意味を持つ、まんじ君がよいと思いました。

マンジ君 マンジク まんじの印を意味をイメージしました。

まんじ城くん マンジク

まんじろたかっちくん マンジシ かぶとのまんじとお城をイメージしたキャラクターです

卍タカ丸 マンジタ

まんじたかおか君 マンジタ

卍タカのぶ君 マンジタ 力強い卍のマークをかぶとに印し、勇敢に津軽を守る

まんじ殿 マンジト 弘前市の印である「まんじ」は馴染みのある言葉だと思いました。そしてキャラクターが、かわいらしく表現されているので殿という敬称を付けて沢山の方々に親しんで頂きたいと思いました。

まんじのすけ マンジノ

まんじまる マンジマ 弘前市の市章である卍（まんじ）に、親しみやすいようにと「丸」をつけてこの名前にしました。

卍まんじくん卍 マンジマ 卍のマークがついていて、卍のマークは弘前市のシンボルだから「卍まんじくん卍」です
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まんじろう マンジロ 弘前市のシンボルマークである卍からとりまして『まんじろう』または『マンジロウ』でお願いします★

まんじろう マンジロ 弘前市の卍のマークにちなんで「まんじろう」

まんじろう マンジロ 弘前市「卍」の「まんじ」がキャラクターを見てすぐ目にとまりました。そして、その時代らしく「ろう」をつけ足して「まんじろう」とすぐ思いつきました。

マンジロー君 マンジロ 弘前市の卍マークが２コあり、かぶとが城をかぶっている。着ているマント風のものが、昔の次郎長（鳥）の衣装に似ている。マンジのマークが２コ・城・次郎長（鳥）の衣装をもじってつけました。

卍ロウ マンジロ ４００年前の江戸時代に津軽藩主の旗印として使われ重い歴史を持つ卍。光のシンボル卍をもと「卍ロウ」君はいつまでも輝く弘前市民の幸せを守り続けてくれます。

まんじろー マンジロ 卍+城=まんじろー

まんたかの花 マンタカ まんじの城なのでまん、たかと、花は、弘前は花がたくさんあるので花を合わせて名づけました。

まんのぶ君 マンノブ

まんまん侍 マンマン 元気マンマン！！やる気マンマン！！の「マンマン」と卍の「まん」を愛称に込めました。侍が、みんなの安全を守ります。

まんりくん マンリク 弘前の卍（まんじ）と鳥を合わせた。

みぃたか ミイタカ 弘前城の別名「鷹岡城」の鷹で､弘前市民の安全を見守っている。ということなので「安全を見る鷹」という意味合いでつけました。

Ｍｒ.ためゴン ミスター 津軽為信の為をとり、為信の知的で頭のいいイメージとみんなから親しみをこめて「ためごん、ためごん！｣と呼ばれるイメージで命名しました。

三たかくん ミタカク 見鷹・聞い鷹・ためしたか（鷹）三つの鷹で弘前城を見守っていると言う感じで作りました。

ミホーク ミホーク 見守る鷹（ホーク）だから、この名前にしました。

ミホークン ミホーク

ミラクル☆キャッスル ミラクル 弘前城はとてもミラクルだから。

むしゃたか ムシャタ さむらいのかっこうをしたたかが頭に、たかおか城をつけているのをみてつけました。

ムシャルピア ムシャル

めごたか メゴタカ 一番にかわいい！！と思いました。弘前の「めご」になってほしいと思います。

めごたか メゴタカ 津軽弁の「めごい」→「かわいい」。かわいいたかという意味です。

めごたかくん メゴタカ 愛い（めごい）鷹で刀を付けているので男という考え方でくんを付けました。津軽弁で、めごいはかわいがるの意味もあるので。

もつけ鷹 モツケタ 津軽の真髄を表す言葉だと思う。頭に城（電気をつけると楽しいかも？）をのせたり、ねぶたのように、あっちこっちに呼ばれて引っぱりまわさっれたり手には剣をもち、りりしいが愛嬌があり人気者になるのではないでしょうか。

やってまれっち ヤッテマ 津軽弁のやてまれ、ネプタのかけ声、津軽為信は刀を持った将軍のイメージと重ね合わせ、意味は悪いものを退治してしまえと言う意味合いと可愛いタカにちなんで”やってまれっち”と名付けてみました。末長い活躍と弘前の底力を全国に知ってもらいたいと思いました。

ゆー・じょー ユージョ 弘前城が市民の遊び場となり弘前市民の友情がどんどん広がっていくように。「遊城」と「友情」の両方の意味を持つようにつけました。

慶鷹 ヨシタカ 弘前城を作った人の名前と弘前城の別名をくっつけた。

四方鷹くん ヨモタカ 築城４００年と四方（東西南北。まわり全部など）をかけて。

ヨンヒャ君 ヨンヒャ 築城４００年の記念を分かりやすく簡潔で、子供さんでも発音しやすいことを心がけました。

よんひゃっくん ヨンヒャ ４００年なので、よんひゃっくん

四〇〇年たっタカ ヨンヒヤ

ヨンペック ヨンペッ 意味は四百（よんひゃく）です。

よんまる丸 ヨンマル 兜をかぶって勇ましく、きりっと、頭も良さそうなキャラクター。でも、どことなくまだ、あどけなさも残ってかわいくて親しみやすい。武将の幼名等に?○○丸とか△△丸とつくので・・・よん・まる・まる→４００（よん・まる・まる）４００年なので

よん丸 ヨンマル ４００年のよんまるまると弘前城の本丸からネーミングしました。牛和歌丸のように丸がつくと武士らしいのでキャラクターにも合い､誰でも４００年をイメージでき､呼びやすいと思います。

蘭 ラン 素敵すぎるから

蘭ちゃん ランチャ かわいいし、すてき。
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愛称（ネーミング）受付簿

ネーミング フリカナ コ　メ　ン　ト

りんご侍タカ信 リンゴサ 弘前といえばりんご！タカ＋為信＝タカ信

りん太郎 リンタロ 津軽のりんごの「りん」と男らしい「太郎」という名前をたしました。

りんと君 リントク キリッとしている鷹のイメージからりんと君の名前が浮かび応募しました。

若 ワカ 鷹岡城に住んでいる。城主の息子。まだ一人前ではないが責任感が強く剣の腕はなかなか。凛々しい風貌はすでにあり将来が楽しみ。彼女募集中。

わかたかクン ワカタカ 鷹揚城とも呼ばれた弘前城の鷹をもじってみました。

わかたかくん ワカタカ たかの若々しさをイメージした。

わしじろう ワシジロ わしのうえに、しろがのっているからです。

  キャラ愛称の整理の仕方（分類･並び順）※　あくまで整理の仕方であって、優劣の決め方ではない

   １　上位１０位までは多い順番に並べる（五十音順では無く・・・）例：たかまる６５件、ひろたか５９件のため、件数の多いたかまるを１位へ。

２　１１位以降は五十音順に並べる。

  ３　（上記１，２とも）グループ毎に件数をまとめる。「グループ」・・・例えば、「鷹丸」も「たかまる」も「タカマル」も「鷹丸くん」も「たかマル」も「たかまるちゃん」も、すべて「たかまるグループ」とする。

４　各グループ内での順位は・・・

（１）「くん」や「ちゃん」がつかないものを最初に並べる。

（２）（１）の中での順番は、最初の音（字）が、①ひら仮名②カタカナ③漢字④ローマ字の順とする。最初の音が同じ場合は二番目以下の音も同様に処理。「―（長音符）」は最後。

 （３）「くん」や「ちゃん」、「さん」の順番は①くん②ちゃん③さん、の順番。
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