
 

 

 

 

 

 

  



 

１ 公立学校 

 

山形県立山形東高等学校 

スローガン 重ねてみよう 自分の姿 

自分がいじめられている姿を、想像してみましょう。いじめられている姿に重ねてみると、嫌

な気持ちになりませんか？孤独に感じたり、悩んだりしていませんか？そんな人が周りにいた

り、自分自身が他人をそんな状態にさせてしまっていたりするかもしれません。自分をほかの立

場から、一度見てみると、自分がするべき行動、してはいけない行動に、気づけるはずです。 

 

 

山形県立山形南高等学校 

スローガン 驀進に いじめの寄り道 必要なし 

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候補を４つに絞り、決選投票を実

施。投票結果で圧倒的多数だったスローガンを、生徒総会の場で全校生徒に紹介し、承認を得て

正式に決定した。今年度の生徒会スローガンである「驀進」とも関連させている。 

 

 

山形県立山形北高等学校 

スローガン ＺＥＲＯ ～思いやりをもって相手の気持ちを考えよう～ 

 北高生全員が楽しく高校生活を送るには、何気ない一言や

行動でも相手を嫌な気持ちにさせてしまうことを忘れないよ

うに、いつも思いやりをもって行動できるようになりたいか

ら。各クラスから考案された様々なスローガンの中から１点

を選出し、１５案の中から執行部で選ばせてもらった。北高

生徒会スローガンとともに生徒会室前に掲示し、各クラスに

もポスターを掲示して呼びかけていく。  

 



山形県立山形工業高等学校 

スローガン 鋭利な言葉より、心から優しく柔らかな言葉を使おう 

 SNS が普及する中、言葉で相手に思いを伝える行為が重要になってきます。しかし、言葉は自

分で思った事がそのまま相手に伝わるとは限りません。自分が良かれと思った言葉でも相手には

不快に思う事があり、時として相手を傷つけてします事もあります。言葉は凶器にもなりえるの

です。そのため普段から言葉を大切にし、優しい言葉遣い事を心がけるように生徒会活動で啓発

できれば、と考えました。 

 

 

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。 

 このスローガンは、全校生徒に注目されるよう掲示されており、今年度も引き続き掲げておく

こととなりました。 

 

 

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 一人じゃない あたたかい言葉で“わ”を作ろう！ 

 いじめはそう簡単に他人に相談できません。しかし周りの人が声をかけてあげることで、被害

者が他人に相談しやすい雰囲気を作り、いじめをなくすことができるのではと考えます。何気な

いあたたかい言葉で救える人がいるかもしれません。いじめのない楽しい学校生活が送れるよう

にと、このスローガンに決定しました。 

 

山形県立寒河江工業高等学校 

スローガン 聞いてみて 相手の心の叫び 

 昨年度に続き、同じスローガンを採用しています。理由としては、このスローガンを各クラス

に掲示することにより、一人一人がしっかりとこのスローガンを意識し、相手を思いやる学校生

活を送っているからです。 

 

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。このスローガンである

程度長期的に活動していくことが確認されている。 

 

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 気づかいあり、笑いありの学校へ！！ 

悩んでいる友達の相談を聞いたり、友達の様子の変化に気が付いたりと気づかいを忘れずに、

全員が優しい気持ちをもち、毎日笑い合えるようないじめや非行のない雰囲気の良い学校をつく

っていけるようにしていきたいからです。 

 

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 

 

 



 

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輪 

 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。 

行事や企画をとお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～ 

 生徒自治会執行部が学校いじめ防止基本方針を受け、４月に議案書の第３号議案として作成

し、その後の各クラスでの議案書審議を経て、今年度も６月１９日に行われた代議員会において

承認された。  

 本校の『興譲の精神』をもとに、いじめに対する興譲館生としての態度を表すスローガンとし

て最もシンプルでわかりやすいものであるという理由により作成された。 

 

 

山形県立米沢東高等学校 

スローガン その勇気がいじめをなくし その優しさが非行をなくす 

 いじめや非行は「やめる」ではなく「始めない」という 

ことが大切。「自分はいじめや非行をしない」という意識と

同じくらい「周囲がどう動くか」が大事。非行を犯してしま

うのは悩みを抱えている人ではないか、そうだとすればそう

いう人には優しく接したい。いじめを見たら勇気を出して止

めに入ろう、という考えに共感した生徒会執行部が、複数の

案の中から決定した。  

 

 

山形県立米沢工業高等学校 

スローガン 「やめっぺや 恥ずかしがらずに 言ってみて」 

 

 

 

 



 

山形県立米沢工業高等学校定時制 

スローガン 言葉の温度を大切に 

 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。 

 

 

山形県立高畠高等学校 

スローガン 善あり 悪なし いじめなし 

みんなが笑顔になるような行動をとり、誰かが悲しむような行動をなくすことで、いじめが少

しずつ減っていくのかなと思い、このスローガンにしました。これから思いやりのある心を持っ

て、悪いことをせずにお互いに助け合い、思いやりのある学校を作っていきます。 

 



山形県立長井高等学校 

スローガン 悪口の自粛要請 

これまで数年間にわたって継続実施していたスローガンを見直してはという、今年度前期生徒

会執行部の提案により、全校生から案を募り、執行部内で５つの候補を挙げた。初の校内放送で

行われた生徒会総会にて投票を行い、最も多くの支持を集めたスローガンが上記であった。 

 

山形県立荒砥高等学校 

スローガン 保とう 心と心のソーシャルディスタンス 

今年度も生徒会総会時に、生徒会長が「いじめのない安

心安全な学校にしていこう」という呼びかけとともにスロ

ーガンを募集した。これに対し全校生が応募する中、今回

このスローガンに決定した。これを全校集会で生徒に紹介

し、校内に掲示して、いじめのない安心安全な生活を今後

も守っていきたい。 

また、毎朝、登校時に生徒会役員を中心に「心の身だし

なみ『爽やかあいさつ』実施中」の幟のもと、挨拶運動を

実施している。 
 

 

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～ 

 スローガンは一昨年度からの継続です。これまでも「いじめ防止グループ討議」を年間予定に

位置づけ、全校生でワークショップを行い、被害者・加害者双方の視点になって熟議してきまし

た。さらに、総探等でコミュニケーションやファシリテーションの研修を全校生が経験している

ことで、いじめの起きにくい、他者に対して肯定的・受容的な雰囲気が本校のスタンダードにな

ってきている。今年度の「いじめ防止グループ討議」は、コロナ禍で９月末に延期したが、「コ

ロナ感染に係るいじめ」をテーマに計画中である。 

 

 



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！ ～Sympathy から Empathy へ～ 

通信制では、生徒同士が交流する機会は少ない。その中で、生徒会行事は数少ない貴重な交流

の場となっている。今年度の生徒会行事においては、他者に「共感｜empathy」するアイスブレ

イやレクリエーションをデザイン（設計）し、生徒一人ひとりが他者に感情移入し、他者視点で

物事を考える大切さを実感できることを目標としている。以上を踏まえ今回のスローガンを決定

した。 

 

山形県立鶴岡北高等学校 

スローガン その言葉 自分に刺せるの？ 痛いよ きっと 

 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

を傷つけたりしていることもあるかもしれません。そして、相手と話すときにはその言葉を自分

が言われたらどうか、一度立ち止まり、他人とのかかわり方を見つめなおしてほしいという思い

をこのスローガンに込めました。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。 

 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よく見よう 笑顔の消えた 友だちを 

②オメだぢや～ いじめや非行 やめよーぜ？ 

③やられても やり返さずに すぐ相談 

④いじめは 絶対ダメ 

 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、作品４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、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、このスローガンを各ＨＲ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 無自覚に加害者になっていませんか？ 

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。                            

本人にそのつもりがなくても、相手や周囲が傷つくような言動を含んだ、いじめや非行をなく

す取り組みをしたく、問いかけにすることで読み手に考えてもらいたい。 

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 やめようよ 人を傷つけ家族が悲しむ 酒たばこ 

庄農生は非行の問題が多く、先生だけではなく家族にも迷惑がかかってしまいます。そうした

点から、社会人になったとき後悔しないように、高校生のうちから酒やたばこなどの非行や人を

傷つけたりするいじめ行為をしないと心がけたいと思ったからです。 

そのために、生徒会で行っている、挨拶運動で明るい挨拶が飛び交うように呼びかけをし、制

服の着こなしチェックを実施しようと思います。 

 

 

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。そしてそれを一人ひと

りが心に留めるためには「愛」が必要であると考える。                           

 今後、このスローガンを折に触れ、掲示したり発行物に掲載したりして、さらなる浸透を図っ

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。今年は長い休校期間があり、生徒は多くの不安を抱えています。そんな中で

も上手にコミュニケーションを取りながら、問題が起きたら見逃さない姿勢で活動していきま

す。６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定時制 

スローガン いじめとは 人の心を 傷つける 

全校生徒に暴力追放関係などの標語を募集した。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。生徒会執行部が、全校生徒にこのスローガンを周知理解して

もらうために発表した。また選ばれたスローガンを校舎内に掲示した。 

 

山形県立酒田光陵等学校 

スローガン する前に 自分に置き換え ブレーキを 

今年は全校生徒よりスローガンを募集し、生徒会執行部でその中から上記スローガンを選出し

ました。 

このスローガンを選んだ理由は、とても印象に残り、覚えやすいと思ったからです。他人を思

いやって、一度踏み止まって考えて行動することの大切さがよくわかる作品だと思いました。 

 

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 いじめ許しません！小さな声にも耳を傾けよう 

いじめは絶対にあってはならない。いじめの発端は、小さな出来事から始まり、それがエスカ

レートして大きなものとなる。小さな声に耳を傾けいじめの早期撲滅をはかることを目的に設定

した。 

 

  



 

２ 私立学校 

 

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。 

 昨年度より継続して、このスローガンを用いている。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。 

 

 

学校法人山本学園 山本学園高等学校 

スローガン 協心 

 生徒一人ひとりがいじめやいじりを行ってはならないという信念を抱き、困っている人や悩ん

でいる人がいれば「大丈夫？」と手を差し伸べることができる、そんな学校にしていきたいとい

う思いを込めてこのスローガンに決定しました。 

 

 

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 

 本校は、校是の一つである「協同和楽」の精神のもと、全ての生徒が良い集団作りに積極的に

参加することを大切に考えている。集団の中でのいじめに対してむ、まずは気づく事、そして、

手を差し伸べる事を基本方針として、再制定したものを全校生に周知し活動していきたい。 

 

 

 



学校法人齋藤学園 鶴岡東高等学校 

スローガン 考えて いじめの先を 届かせて 心の悲鳴を 

そんなことを言われたら相手はどう思うか、相手を思いやる心を持つ、被害者のわずかな行動

の変化を見て見ぬふりをするのではなく、気づいて誰かに相談なり報告できる人になればいじめ

の撲滅に少しでも近づくのではないか、そんな考えからこのスローガンを作りました。いじめが

起きる前に学校全体でこれからもいじめの問題について意見を共有していこうと思いました。 

 

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。ここに山形県いじめ・非行をなくそう酒田南高等学校スロ

ーガンとして「あたたかさ、優しさがあふれる学校へ」を宣言する。 

 

学校法人天真林昌学園 和順館高等学校 

スローガン 笑顔の輪 広げていこう 自分から 

生徒会（和順通心会）役員が１点ずつ案を持ちより、総会で１点を選出した。 

 


