
 

 

 

 

 

 

  



 

１ 公立学校 

 

山形県立山形東高等学校 

スローガン 握る拳から、繋ぐ手へ 

 苦しさに耐えて一人で手を握りしめている人、誰かを傷つけようと拳を握っている人、そのど

ちらにも周囲が手を差し伸べてほしい。そのような思いでこのスローガンを設定しました。 

自分の身近にいじめがあると思っている人は少ないと思います。でも、実は自分に見えていな

いだけで、いじめは起こっているのかも知れません。もし、そのような人がいたら、声をかけ、

互いに手を取り、支え合って生活してほしいと思います。 

 

 

 

山形県立山形南高等学校 

スローガン 南高にいじめの ACE 求めていない。 

全校生徒にスローガン案を募集し、その案をもとに執行部がまとめて制作しました。生徒総会

の場で全校生徒に紹介し、承認を得て正式決定しました。今年度の生徒会スローガンである

「ACE」とも関連させています。 

 

【参考】 生徒会スローガン「ACE」について 

～ACEに懸ける思い～（生徒総会資料からの抜粋） 

”第一人者”や”最高の”という意味で使われる「ACE」。私たちは「今までにない最高の南高

を創り上げる第一人者になる」という思いを込めて、この言葉を選びました。「ACE」はみんなに

信頼される唯一無二の存在であり、自主自立の精神をもって行動できる人、つまり南高生が理想

とする存在です。また、「ACE」は自分の実力を発揮するべき場所で十分に発揮している人のこと

も指します。つまり、人は誰でも「ACE」になることができるということです。社会に出てからも

一人ひとりがそれぞれの道で「ACE」として活躍してほしいという思いも込めました。 

 

 

 



山形県立山形西高等学校 

スローガン カラフル 

カラフルには「色彩に富んだ、多彩な」という意味があり、「それぞれの個人が持つ違う色

（個性・価値観）を、特定の色に限定してはいけない」という意味を込めています。 

一人ひとりが自分の個性、価値観を持っています。その個性･価値観は時によっても変化してい

くものです。これを否定せず、決めつけずに受け入れていくことで、個性を存分に発揮できる環

境をつくりたい。 

せっかく持っている個性、隠さず発揮していきましょう！ 

 

山形県立山形北高等学校 

スローガン 傍観者 聞いたあなたも共犯者 

５月１５日（水）のＬＨＲの時間でいじめ防止スローガン作成にあたり、各クラスでいじめに

ついて話し合い、クラス毎にいじめスローガンを決定しました。５月２９日（水）には各クラス

から出たスローガンを元に全校生徒でいじめ問題について話し合いスローガンを決定しました。 

 

【いじめは大きな社会問題となっていますが、決して他人事ではありません。私たちの大きな問題でも

あります。全校生徒の皆さん、普段の会話の中で相手を傷つけるような言葉は使っていませんか？全校生

徒ひとり一人が、このスローガンのもと、思いやりのある言動を行うよう心がけましょう。いじめは大き

な社会問題となっていますが、決して他人事ではありません。私たちの大きな問題でもあります。 

全校生徒の皆さん、普段の会話の中で相手を傷つけるような言葉は使っていませんか？全校生徒ひとり

一人が、このスローガンのもと、思いやりのある言動を行うよう心がけましょう。】 

 

山形県立山形工業高等学校 

スローガン 
その行為、誰も見てないわけじゃない！ 

みんなで止めれば怖くない！ 

 本校が来年度１００周年を迎えるにあたり、生徒会活動の中で「１００周年記念事業プロジェ

クト」として様々な企画を計画している。事業企画や事業運営のために、「チーム山工」の一員

として全校生が一丸となり、誰も置いていかない全員が主役の生徒会活動を目指し、昨年のスロ

ーガンを継続した形で、学校全体を全員で盛り上げたいと願いを込めた。生徒会執行部を中心に

啓発活動を展開していきたい。 

 



山形県立山形中央高等学校 

スローガン 理解しよう 私とあなたの 個性や違い 

２８年度前期生徒総会において、「お互いを理解し合える人間関係作り」「充実した学校

生活」という２つのテーマに基づいて、学校全体で取り組んでいくことを提案しました。承

認を得て、全校生がスローガン作成に取り組み、その中から生徒会執行部が上記のスローガ

ンを採択しました。平易簡明で直截的な表現であり生徒たちの心に訴えかける効果が期待さ

れるという理由からです。後期生徒総会で承認を得て、その後、生徒会執行部が中心となっ

てポスター作成や校内放送を行い、周知徹底を推し進めています。 

  そして、令和元年度もこのスローガンを継続することを前期生徒総会で確認し、承認を得ま

した。 

 

山形県立霞城学園高等学校 

スローガン 互いの個性を尊重し、認め合おう 

 本校通信制は、生徒の年齢の幅も広く、また一人一人が様々な課題を抱えつつ、学びを求めて

学校に足を運んでいる。全生徒が気持ちよく学校生活を送るためには、それぞれの個性を尊重し

合い、認め合うことが必要だと考える。                            

このスローガンを毎月の生徒会だよりやポスター掲示等を通して、広く発信していきたい。 

 

山形県立霞城学園高等学校定時制 

スローガン 

とりあえず深呼吸 あなたの心無い一言が、誰かの心を傷つける。 

そして、いじめを見たら… 

やめましょう！と、傍観者からヒーローへ  

 なにげなく言った言葉や行動が、相手にとってはとても気にしていたことや辛いことであった

りします。いじめはそのような軽い事と思われることからはじまります。                            

 また、みんなで仲良く生活していくためには、いじめを見たら勇気をもってやめさせることが

大切です。 

 学習習時間帯が違うⅠⅡⅢ部各生徒会ですが、各部で考えたいじめ防止標語をまとめたものが

スローガンとなりました。 

 

 



山形県立上山明新館高等学校 

スローガン 気づかぬふり それが一番 いじめてる 

 5 月に実施した「いじめアンケート」の際に、いじめについて自ら考えるようにするため、ア

ンケートとともにいじめ防止のスローガンを作成させて提出させた。提出されたスローガンの中

から、生徒会執行部が選考し今年度のスローガンを決定し、校内放送やスローガンの校内掲示を

行い、いじめ防止の意識高揚を図っている。 

 

 

山形県立天童高等学校 

スローガン 守ろうよ みんなの明日と その笑顔 

今年度の生徒総会で、本校の校訓にある「融和」の精神に則り、生徒会の活動方針の１つに

「相手に思いやりを持った行動をとる」という言葉を掲げました。 

この方針に従い、「いじめがなく、生徒一人一人が安心して学校生活を笑顔で送る」ための環

境づくりを目指し、標記のスローガンを決定しました。今後は、生徒会執行部のリーダーシップ

のもと、学校行事等の場で全員が協力し、活気あふれる素晴らしい学校になるよう活動に励んで

いきます。 

 

 

山形県立山辺高等学校 

スローガン 
大丈夫？ その一言が笑顔を増やす 

＜知らないふりせず、関わることで笑顔に繋がるようにしよう＞ 

 各クラスで「いじめ」について話合いをもち、スローガンを多数出して貰った。その後、生徒

会執行部とＨＲ委員で話合いを持ち４つのスローガンを選んだ。４案を生徒総会で協議し、決定

した。 

 このスローガンには、知らない振りをせず関わることで笑顔に繋げたいという願いが込められ

ている。 

 

 



山形県立寒河江高等学校 

スローガン “いじめ それって楽しいの？” 

 一人ひとりがイジメの愚かさを理解し、他人をいじめる行為が楽しいなどということは決して

ないことを訴えた。いじめのない寒河江高校を作ろうと、生徒総会で全校生の承認を得てこのス

ローガンに決定した。今後の活動としては、ピア・サポート活動を通して、より良い人間関係を

築き、居心地の良い学校づくりに努め、決していじめの起こらない学校を作っていきたい。 

 

 

山形県立谷地高等学校 

スローガン おふざけは一線越えたらいじめ道 

 軽い気持ちで行った行動や言動で相手を傷つけ 

「いじめ」を受けたと思われてしまう事がある。 

そんな事を防ぐためにこのスローガンを考えた。 

                           

 

 

 

     

 

 

山形県立左沢高等学校 

スローガン 認め合う気持ちを大切に！ 

 生徒会の中で、現在の状況を出し合い話し合った上、決定しました。                           

 一人ひとり、環境や考え方が違います。そのため、それぞれの個性を認め合い、お互いに理解

し合うことが大切だと思い考えました。 

 

 



山形県立村山産業高等学校 

スローガン 「見てるだけ」助けなければ意味がない 

 いじめは加害者と被害者だけの問題ではなく、それを遠巻きに見ている周囲の者もいじめの解

決に向けて重要な立場にある。自分が加害者にならなければいいだろうという安直な意識ではな

く、生徒一人一人がクラスや部活動といった集団の形成者の一人として自らがなすべきことを主

体的に考え、よりよい集団を築くために行動することへの啓発を目的として本スローガンに決定

した。 

 

山形県立東桜学館高等学校 

スローガン キズナを育もう 

強い絆で結ばれることによって、共に支えあうことのできる“仲間”へと変わっていくことが

できると思いこのスローガンにしました。まずは、クラスの絆を強め、それが全校生徒へとつな

がり手と手を取り合い、東桜学館という一つの大きな輪になればいいと思い、このスローガンを  

作成しました。 

 

山形県立北村山高等学校 

スローガン 助けてと 話す勇気が 超重要 

 いじめられていると心が弱ってしまう。なかなか言い出せないものなので、話す勇気を出して

ほしいという思いで作りました。心を閉ざす前に、自ら行動すれば見ているだけの人や気持ちを

理解できる人の心を動かすことがあるかもしれません。アンケート等をきっかけに心を開こうと

する人が増えてほしいです。  

 

山形県立新庄北高等学校 

スローガン 誰もいない ときこそ見える 人の性 

 このスローガンは、いじめ・非行にとらわれず、普段の生活の中でも活かしていけるもので

す。また、人として、新北生としてあるべき姿を理想としています。人間は、誰も見ていない時

にこそ本当の姿が現れます。だからこそ人目の無い時にいじめや非行に走るのではなく、弱いも

のに手を差し伸べる姿勢で生活していくことを訴えかけていきたいです。 



 

山形県立新庄北高等学校定時制 

スローガン 
その言葉 口に出す前 深呼吸 

～相手の気持ちになって接しよう～ 

人には個性があり、考え方や価値観が違います。「相手の気持ちを考える」ということは、い

じめの予防になるはずです。言葉を言う前にその言葉について本当に言っていいかを考えましょ

う。行動だけでなく思考から変えていくことが大切だと思います。思いやりの気持ちがいじめを

なくしていく一歩かもしれません。 

 

 

山形県立新庄北高等学校最上校 

スローガン チェックしよう 相手を傷つけるその言葉 

生徒の皆さんから、アンケートを実施して今年度のスローガンを募集しました。生徒会執行部

でその中から、以下の理由でこのスローガンに決定しました。                           

「自分の発する言葉で、傷つく人もいるので、きちんと考えてから言葉にしよう」という理由

です。 

 

 

山形県立新庄南高等学校 

スローガン いじめゼロ みんなで守ろう 笑顔の輪 

 いじめはほんの小さなことから少しずつ伝染し、取り返しの

つかない大きないじめに発展します。同じように少しずつ広が

っていくものとして笑顔があります。「いじめ」ではなく、

「笑顔」を広げていけば、自然とみんなで周りの人たちを守る

ことにつながります。新南生全員が笑顔の輪を広めていき、い

じめをゼロにします。活動として生徒総会などで呼び掛けるほ

か、ポスターの作成を考えています。 

 

 



山形県立新庄南高等学校金山校 

スローガン 思いやり いじめと無縁の金山校 

 金山校は町内に一校ある中学校からの進学者が多数を占める中、近隣市町村からの生徒も若干

名いる。学校生活は小規模校の現状もあるが、打ち解けやすい雰囲気を作っている。今後もこの

校風を持続していじめとは無縁の学校であることを個々が自覚して生活していくことを目標とし

ている。 

 

 

山形県立新庄神室産業高等学校 

スローガン 広げよう笑顔あふれる絆の和 

 いじめや非行をなくすためには、学校全体の雰囲気を良くしなくてはなりません。そのために

まず笑顔で楽しい学校生活が必要と考えます。人と人とのつながりがあれば、全体がまとまり大

きな輪になります。笑顔があれば、自然と絆が深まっていくと思います。 

行事や企画を通して呼びかけを行い、これらの考えを広く深めていくようにしたいと思いま

す。 

 

 

山形県立新庄神室産業高校真室川校 

スローガン 『地域を愛し 地域に生きる』真校に いじめは似合わない 

高校生活３年間をよい社会人になるための訓練期間と定め、主体的にキャリア教育に取り組ん

でいる真校。生徒会では『地域を愛し、地域に生きる』をメインスローガンに掲げ、年３回の全

校ボランティアや花いっぱい運動、真室川祭り踊りパレードへの全員参加を続けています。ま

た、校外でのあいさつ運動にも毎日全校挙げて取り組んでいます。 

そんな真校に「いじめ」は全く似合いません。 

「いじめ」がある学校は地域を愛したり、地域に生きたりできません。真校全員でいじめの撲

滅を誓い合いましょう。 

 

 



山形県立米沢興譲館高等学校 

スローガン いじめ しない させない 見逃さない！ ～興譲の精神～ 

 興譲館高校では、平成２６年度から、いじめ撲滅宣言を代議員会で可決し、《いじめ しない 

させない 見逃さない！ ～興譲の精神～》のスローガンのもと、いじめを防ぎ興譲館生一人ひ

とりが安心して生活できるように活動を行っています。興譲の精神にのっとり、常に相手への思

いやりを持って生活していこうではありませんか。ここでは、いじめ撲滅宣言の意義と、活動継

続の再確認をします。私たちで、この活動についてしっかり関心を持ち、自分の胸に刻んで生活

していきましょう。 

 

山形県立米沢東高等学校 

スローガン 気づこうよ みんなが「武器」を 持っている 

本校文芸部員に原案を作成してもらい、生徒会執行部の承認のもと、スローガン決定にいたっ

た。 

 

山形県立米沢工業高等学校 

スローガン 「やめようよ」 言える友こそ 真の友 

学校全体の取り組みにしたいと考え、全校生にス

ローガンを募集しました。その中から生徒会役員が

選考し、今年度のスローガンが決定しました。                     

いじめは加害者、被害者だけの問題ではなく、周

りで見ている人がやめさせなければいけないと考え

ました。ダメなことをダメといえる友達が本当の友

達だと思います。                    

今後の活動としましては、スローガンをクラスや

生徒昇降口に掲示して「いじめ・非行」の撲滅を図

りたいと考えています。また、いじめ調査アンケー

トや全職員での生徒個人面談を実施していきます。 

 

 

 

 



山形県立米沢工業高等学校定時制 

スローガン 
見逃さず、一言「ダメ」と言う勇気 

～ 一人の勇気と行動で救える命、信じ合える心 ～ 

 定時制全校生徒にスローガンの募集を行った。

その中から候補を２つ選定し決定した。               

 本校定時制に通う生徒は、中学校時代に、不登

校を経験している生徒が多い。それゆえに人間関

係の構築に不安を抱え、また、言葉の使い方や人

との距離感に不慣れな生徒が多い。いじめとけじ

めの曖昧さが、人を傷つけることを再認識させ、

いじめを見逃さない、許さない姿勢を示すため、

ポスター作成・掲示を行い、啓発活動をしてい

く。  

 

 

山形県立米沢商業高等学校 

スローガン 「やめようよ」 その一言で 救われる 

 昨年度生徒会執行部において作成。 

いじめはやる側だけでなく、見てる側も同罪なのでそのようなことが繰り返されないように、

勇気を出して一言声をかけることが大切だと思ったからです。声をかけることにより、いじめの

件数が減ると思うので、いじめを発見したら自分達も声をかけていきたいです。 

 

 

山形県立置賜農業高等学校 

スローガン Not いじめ Not 陰口 その一言の その先に 

 最近は、何も考えずにその時の気持ちや感情をそのまま相手に伝えることで、相手を傷つけて

いることが多いのではないかと思います。自分の気持ちを相手に伝えることは大事ですが、その

行動によって相手が傷つかないかを考え行動できるようにしたい。また、多くの生徒が先のこと

を考えることで、いじめや非行がなくなると思いこのスローガンにしました。 

 



山形県立南陽高等学校 

スローガン 聞こえますか？心の叫び。 見直そう、相手に対するその言動。 

 先輩から引き継がれた同じスローガンでいじめ撲滅に向けて取り組んでいきます。ＳＮＳでの

悪口や無断での写真掲載など、陰湿ないじめが増えています。「された側の気持ち（心）を理解

できる南陽高生でありたい。」という思いは平成 26 年に設定したときと何ら変わりありませ

ん。今年度も「いじめ防止に向けたクラス討議」も実施し、いじめのない南陽高を実現したいと

思います。 

 

山形県立高畠高等学校 

スローガン いじめ０で笑顔１００ 

全クラスからいじめ防止スローガンを募集し、決定した。 

全校生が毎日目にする場所にスローガンを掲示し、安心して生活できる学校を作っていきた

い。 

 

山形県立長井高等学校 

スローガン 温厚篤実 

多様な価値観を認め合うために、自分とは違う考え方を受け入れ、共に生きる方法をいかに身

につけていくか、そしてそれを実現するための人間関係をどのように構築するかという観点で作

成した。人を思いやる温かい気持ちが生活の根底にあれば、その行為もおのずと善悪をきちんと

見極めた、望ましいものになっていくはずだと願いを込めて、わかりやすい四字熟語をあえて選

んだ。継続して使用。 

 

山形県立長井工業高等学校 

スローガン いじめ０ 増やそう笑顔 Everyday 

 各クラス代表による代議員会において生徒会長が趣旨説明をし、各クラスで作成したものを持

ち寄り、代議員による投票の結果、上記作品が最上位となった。 

 作成意図としては、いじめをなくし、笑顔を増やそうという思いが込められている。 

 ８月下旬にスローガンを掲示し、いじめ防止の意識高揚を図る予定である。 



 

山形県立荒砥高等学校 

スローガン 発言に 込める君への リスペクト 

毎年、生徒総会で、生徒会長が「いじめのな

い学校づくり」を呼びかけ、『互いを尊重し認

め合う運動（リスペクト運動）』を継続してい

る。毎朝、登校時に生徒会役員を中心に挨拶運

動を実施し、明るい挨拶、声がけを行ってい

る。今年度も全校生徒にスローガンを募り、新

たなスローガンを決定した。全校集会で、生徒

に紹介し、校内掲示をして、生徒一人ひとりが

個性を活かして目標や夢を実現し、前進してい

こうという思いで取り組んでいる。 
 

 

山形県立小国高等学校 

スローガン No bullying ～時に優しく、時に厳しく～ 

 スローガンは昨年度からの継続です。今年度は全校生でワークショップを行い、いじめについ

て熟議しました。ワークショップの冒頭で、いじめに悩む高校生の事例を提示し、①「今回のケ

ースを予防するには何ができるか」、②「友人が同じようにいじめを受けていたら何ができる

か」について意見を出し合い、最後にアンケートを記入しました。ワークショップでは、どの生

徒も自分の考えを出し合い、いじめについて考える契機となったようです。 

 

山形県立鶴岡南高等学校 

スローガン 許すないじめ 絶やすな笑顔 

 鶴岡南高校では、今のところいじめや問題行動等はほとんど見られないため、「これからもそ

のような行為が起こらず、生徒全員が楽しく学校生活をすごせるように！」という思いを込めて

このスローガンに決定しました。今後は、お便り作成などの活動を通して校内での認知度を深め

ていきたいです。 

 



 

山形県立鶴岡南高等学校通信制 

スローガン 他者に「共感」しよう！ ～Sympashy から Empathy へ～ 

通信制では、生徒どうしが交流する機会は少ない。その中でも、生徒会行事は数少ない貴重な

交流の場となっている。今年度の新入生歓迎会においては、他者に「共感（empathy エンパシ

ー）」するワークを通して、他者に感情移入し、他者視点で物事を考えることの大切さを実感し

た。この取り組みを踏まえ今回のスローガンを決定した。 

 

 

山形県立鶴岡南高等学校山添校 

スローガン いじめ絶対にダメ「幸せです」と言える環境づくり 

 今年度新たなスローガンの募集は行っておらず、昨年度と同じものが生徒総会で承認されてい

ます。 

 

 

山形県立鶴岡北高等学校 

スローガン やめれっちゃ 見ねふりすんなも いじめだろ 

 私たちが学校生活を送るなかで、いじめを身近に感じることは少ないですが、知らぬ間に他人

を傷つけたり、傷ついている人がいるのに気が付かなかったりしていることもあるかもしれませ

ん。そのことを生徒一人ひとりが常に意識して心において行動しなければなりません。そして、

もしそのような場面に出会ったときには、見て見ぬふりをすることがないようみんなで思いやり

や気遣いを忘れずに過ごしたいという思いでこれまでに引き続き、印象に残りやすい方言を使っ

たこのスローガンを掲げました。 

 理事会が中心になって呼びかけなどを行い、気遣いができ、高めあう良い人間関係を築き、北

高生一人ひとりが生き生きとして充実した高校生活が送れるようにしたいと思います。 

 

 



 

山形県立鶴岡工業高等学校 

スローガン 

①『ＳＯＳを見ぬく力を』 

②『気をつけよう 自分の行動 ひとつひとつ』 

③『他人事 そう思わずに 対策を』 

 全校生徒にスローガン募集を呼びかけ、一人一文でアンケートを取った。クラス常任委員が各

クラス２編を選出し、全クラス分を生徒会理事会で投票し、優秀作品３編を決定した。 

 これらのスローガンを通じて、自分が行う行為が自分や相手へ与える影響について深く問い考

え、常に自己を省みて行動をする気持ちや相手を思いやる気持ちを育みたい。また、このスロー

ガンを校内に掲示し、いじめや非行がなくなる学校づくりをしていきたい。 

 

山形県立鶴岡工業高等学校定時制 

スローガン その言葉が傷になるかもしれない 

全校生徒へ募集し、生徒会執行部で話し合い、以下の理由から標記のスローガンに決定した。                            

よく考えずに発した言葉で相手を傷つけてしまうことがある。外傷はいつか消えるかもしれな

いが、心の傷はいつまでも残ってしまうかもしれない。 

全校生徒にスローガンと決めた理由を説明し、今後も全校生徒に呼びかけなどをしながら取り

組んでいく。 

 

 

山形県立鶴岡中央高等学校 

スローガン やめろって、それ よくないぜ 

 友達に注意をされているイメージでこのスローガンに設定した。仲の良い友達に諭されると、

より悪いことをしたと言う意識になると考え、今までとは違った方向で生徒会執行部で検討し

た。前期生徒総会でＳＮＳの使い方について注意喚起し生徒側から働きかけ、後期生徒総会でこ

のスローガンについて提案し、さらにポスター掲示等でより働きかけたい。 

 

 



山形県立加茂水産高等学校 

スローガン いじめとは 無縁のはずだ シーマンシップ 

 シーマンシップとは、以下のようなことである。 

１.先見性･･起こりうる事態や状況を予測してそのことに対処する能力、集中力 

２.確実性･･海上での行動の確実性の欠如は事故の原因となる 

３.迅速性･･制約された環境の中で、速やかに効率よく行動する。 

４.節度･･礼儀正しさ、対人に対する思いやり 

５.質実剛健･･厳しい環境対応のため、日頃から簡素な生活と強健な体力を保持 

６.冒険心･･実行力・勇気・忍耐力 

 

 

山形県立庄内農業高等学校 

スローガン いじめているほうが惨めだよ。人の摘果はやめよう 

いじめや非行をやっている人は全くかっこよくないと思います。いじめは、いじめられている

人よりもいじめている方がとてもみじめです。それを伝えるために、「いじめているほうがみじ

めだよ」という言葉を入れしました                        

 また、農業において摘果とは、良いものを得るために、小さいものや形の悪いもの、余分なも

のなどを摘み取るという作業です。いじめとは、弱い人を摘む行為なのではないかと考え、人の

摘果はやめようという言葉をスローガンにしました。 

 

 

山形県立庄内総合高等学校 

スローガン No More いじめ ～認め愛 支え愛 励まし愛～ 

 先輩たちが制定したこのスローガンを伝統として継続することとした。継続して使用すること

で新入生も含めてのさらなる啓発を図り、いじめを自分たちが起こさない、許さない、今まで経

験のある人たちもそれを繰り返さないという意味を浸透させていきたい。 

 



山形県立酒田東高等学校 

スローガン 目をつぶる前に、手をさしのべて 

 昨年度に引き続き、「いじめを見逃さない」という意味の「目をつぶる前に」という言葉を使

うことにしました。いじめや非行の問題行動が比較的少ない酒田東高校ですが、問題が起きたら

見逃さない姿勢で活動していきます。5 月の前期生徒総会において、全校生徒の前でスローガン

を発表し、今後もいじめ・非行の防止に対する意識を高めていきます。 

 

山形県立酒田西高等学校 

スローガン そのこぶし、広げてみんなと握手しよう！ 

 殴る時、人は手を握る。握手するとき、人は手を広げる。 

 手というものは、人を傷つける時にも、人と仲良くなる時も使う。それなら手を人を傷つける

ためではなく、人と仲良くなるために使おうという気持ちを込めている。 

だが、これは直接の暴力の場合だけでなく、言葉や SNS といった最近よく聞くことにもつな

がる。どちらも人を傷つけもするが、人とのつながりを作ったりもする。 

 

山形県立酒田西高等学校定時制 

スローガン 笑い合い 自分の心も おだやかに 

全校生徒に暴力追放関係の標語を募集した。そのなかから「いじめ・非行をなくそうスローガ

ン」に合った作品を採用した。生徒会を中心にした活動や講演などを通して、いじめのない学校

生活を続けている。 

 

山形県立酒田光陵等学校 

スローガン みつめよう 相手の気持ち 僕らの言動 

毎日会う、慣れ親しんだ友達同士でも自分の言動で友達が嫌な思いをしていないかなど、人の

気持ちを考えられるようになってほしいという思いを込めました。 

また、自分の言葉や行動を振り返ることで周りだけでなく、自らがいじめに気付いてほしいで

す。 

 



山形県立遊佐高等学校 

スローガン 「大丈夫？」 言葉１つで 変わる未来 

 いじめられた人にしかわからない気持ちがあります。 

まず、自分がされたり、言われたりして不快に思うかどうかは、自分でわかるはずです。 

生徒会執行部で話し合って決定しました。  

 

 

山形市立商業高等学校 

スローガン 輸 誠！ you say！ 山商 say！ 

校訓である「輸誠」、「自己を偽らず、他を偽ることなく真心を充分に尽くす」を山商生全員

で考え、行動、言動を常に意識することで、いじめ・非行をなくしていきたいと考え設定しまし

た。 

 

  



 

２ 私立学校 

 

学校法人山形学院 山形学院高等学校 

スローガン 十人十色 ～個人それぞれの個性を大切に認め合おう～ 

平成３１年４月２４日に本校の生徒会役員及び、各委員会委員長、部会部長等が集うリーダー

研修会において、本校でいじめをなくすためのスローガンを考案しました。 

本校に集う生徒一人ひとりは個性的であり、その個性を輝かせながら、お互いがそれぞれの個

性を認め合って生活していくことを目標とすれば、いじめはなくなっていくだろうと考えまし

た。 

令和元年５月２０日に行われた生徒総会において、生徒会長がスローガン及び考案までの経緯

を発表し、全校生徒から賛同を得られたため正式に制定となりました。 

 

学校法人日本大学 日本大学山形高等学校 

スローガン 他者を受け入れ、いじめに加担しない強い心を持つ。 

 本校の生徒会スローガン「外柔内剛」と連動した形で、決定させた。 

現在、校内の数か所にこのスローガンを掲示し、いじめ防止の啓発に努めている。 

 

 

学校法人明正学園 山形明正高等学校 

スローガン 明 正 人 た れ 

 校名変更を機に、生徒会としてのスローガン「明正人たれ」を設定した。「明」は明るくあい

さつができる、「正」は正しい行いができる、「人」は人のために行動ができるを意味する。特

に、「正」と「人」については、相手を思いやる人を目指すことで、いじめを含めた不快になる

言動をなくしていくことも考えて決定した。 

 



学校法人山本学園 山本学園高等学校 

スローガン いじめという名の凶器 

 いじめをなくすためには「相手の気持ちを考えて話をする」「いじめは許されないという意識

を一人ひとりが持つこと」「傷ついた人の心に寄り添うこと」が必要だと考えます。軽い気持ち

で行ういじめは、相手の心を深く傷つけることを自覚してほしいという思いから生まれたスロー

ガンです。執行部が話し合いを重ねて決定し、生徒総会で全校生徒に承認されました。誰もが安

心して充実した学校生活を送れるよう今後も取り組んでいきます。 

 

学校法人山形電波学園 創学館高等学校 

スローガン きみはひとりじゃない！ぼくらが仲間になる！！ 

本校の生徒会のスローガンは『創～Creative～』です。 

その中に、１．輝く未来をつくり出せ ２．一生涯の仲間をつくり出せ という項目がありま

す。このスローガンを元に、仲間になってあげることが、いじめや非行防止につながると考えた

ため、いじめ非行をなくそうスローガンが決まりました。 

 

学校法人東海山形学園 東海大学山形高等学校 

スローガン いじめてる自分の心が泣いている 

本校の生活委員が６月に学校内で「いじめをなくそう」キャンペーンを行った。その後各クラ

スから２点を提出してもらい、生徒委員会で決定した。年２回、６月と１１月に「いじめアンケ

ート」を全校生徒に実施して、いじめの撲滅を図っている。 

 

学校法人九里学園 九里学園高等学校 

スローガン SOS 気付いて 行動 救いの手 

 いじめを早期に発見するためにも、まずは周囲の友達の変化に気付いてあげる事が大切であ

る。そして、声がけや相談にのるなど、少しでも解決の助けになるように、との想いで、このス

ローガンに決定しました。今後、生徒に放送や声がけで周知していきたいです。 

 



学校法人羽黒学園 羽黒高等学校 

スローガン 見えるよね、相手の嫌がる顔、心 

 

相手の変化をしっかり読み取って行動を起こせる生徒を目指しており

ます。 

お互いがお互いを尊重しあえる関係を築き上げられるよう、周囲の変

化を敏感に察知できる人間に成長する事を目標にしたスローガンです。 

 

学校法人齋藤学園 鶴岡東高等学校 

スローガン 
『やめよう いじめ 防ごう いじめ』 

～６７８の思いやりの花を咲かせよう～ 

昨年、本校では、いじめそのものはありませんでしたが、いじめに発展しやすい生徒間のトラ

ブルがありました。近年では、いじめにより若い命が失われている現状もあるため、お互いに相

手のことを理解しよう、思いやりの心をもって接することで、いじめをなくそう・防ごうという

思いを込めて、このスローガンを作りました。 

 

学校法人天真林昌学園 酒田南高等学校 

スローガン あたたかさ、優しさがあふれる学校へ 

酒田南高等学校には「天下和順」の学園創立の精神があります。災いがなく、人々が仲良く暮

らすことなどの意味があり、今一度その精神を柱として「いじめや非行がゼロの学校」にしてい

けるようにスローガンを定めました。 

 

学校法人天真林昌学園 和順館高等学校 

スローガン 見直そう その行動と その言葉 

生徒会（通心会）役員が１点ずつ案を持ちより、総会で１点を選出した。 

 


