
 

 

平平平成成成３３３０００年年年度度度   

   いいいじじじめめめ防防防止止止スススロロローーーガガガンンン   
 

 

 

 平成 26年度から県内の高等学校において、いじめ・非行の防止、根絶

を図るため、生徒会等が主体となり学校単位で自主的に取組むテーマを

設定し、「いじめ防止スローガン」を作成しています。 

作成したスローガンを学校全体で共有し、テーマの実現に向けた様々

な取組みを行うことにより、いじめ・非行の防止、根絶に寄与することを目

指します。 

 

  



 

１ 公立学校 

 

山形県立山形東高等学校 

スローガン 山東生、みんなちがって、みんないい 

 山東生は、様々な環境で育ってきた人たちの集団ですからそれぞれの個性があります。その個性

を発揮することが、ある一方でいじめの理由とされてしまうことがあります。 

 私たちは、いじめは「いじめの対象となる人を、受け入れずに排除しようとすること」から起こ

るのではないかと考えました。始まってしまったいじめを終わらせることはもちろん大切ですが、

いじめを始めないことが大切です。みんなの違いを認めながら、より良い学校生活を作り上げてい

きましょう。 

 

山形県立山形南高等学校 

スローガン いじめの種を取り除き、すごしやすい空間を！ 

南高でのいじめの現状をふまえ、それに合ったものを、全校生徒からのアンケートを元に考えま

した。南高は、いじめそのものが多いのではなく、いじめにつながる「いじり」等が多いです。 

そのため、いじめの原因になりそうなものを「いじめの種」と表現し、それを取り除くことで過

ごしやすい学校を作ることをスローガンにしました。 

 

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 Ｔease ～その言葉、本当に人を傷つけていませんか？～ 

このスローガンは、いじめ問題について北高全体として関心を持ち活動していきたいと考えて全

校生にスローガンを募集し、平成２６年の前期生徒総会で決定しました。「いじめ」という言葉を

表面に出すことなく、英単語の「Tease」にすることで、５年目の今年も、これまでの行い、これ

からの行いについて、各人一人ひとりが考えるきっかけにしてほしいという願いを込め、このスロ

ーガンを継続します。 

 

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！ 

 生徒会活動の一環として、いじめ撲滅プロジェクトを立ち上げ、生徒会運営委員会にて学校スロ

ーガンを制定した。山工生全員が協力し合い、全員が仲良く学校生活を送れるようにという願いを

こめた。生徒会では全校生徒一丸となっていじめを撲滅し、皆が楽しい学校生活を送るための環境

作りに取り組む。今後はポスターの製作やポスター募集を継続的に行い、いじめ撲滅の啓発活動を

行っていきたい。 

 

山形県立山形中央高等学校生徒会 

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、３０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 誰かにとって過ごしやすい環境は誰かにとって過ごしにくい 

 いじめは、からかいやいたずらなどのごく軽い気持ちから始まりますが、それが積み重なれば被

害者にとっては生きていくことさえつらい状況に追い込まれます。この気持ちをより多くの人に知

ってもらうためこのスローガンを考えました。決定に際し、Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ部の各生徒会合同で意見を

出し合いました。今後、学校全体でＳＨＲや校内での呼びかけを行っていきます。 

 

山形県立上山明新館高等学校 

スローガン 「やめようよ」なぜ言えないの？見ないふり 

 5 月に実施した「いじめアンケート」に際し、いじめ問題を自ら考えるようにするため、各自ス

ローガンを書くようにし提出させた。その中から、生徒会執行部が選考し今年度の学校スローガン

を決めた。 

 

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 

 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 イジメは 惨め  

 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は、自分自身が惨めになるというこ

とを訴えた。 

 いじめのない寒河江高校を創ろうと、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

学校づくりに努めていきたい。 

 

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 

 このスローガンにした理由は、いじめは相手の気持ちになって行動すれば、いじめはなくなると

感じているからです。 

 今後は、このスローガンを一人ひとりがしっかりと意識して学校生活を送っていけるように、各

クラスに掲示しいじめの撲滅に取り組みたいです。 

 

 

 



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 見つけよう 相手の長所と優しさを！ 

 人には良いところがたくさんあります。時には、その良さが理解されず、仲間として受け入れな

い排他的意識を持つことがあります。本校生徒会では、人との関わりの中、相互理解を深め、友達

としての仲間意識を持ってほしいという意味を込めました。                           

 本校生徒会では、このスローガンをもとに、いじめ撲滅に向けて積極的に活動して行きます。 

 

山形県立村山産業高等学校 

スローガン 私たちは、どんな微弱な SOS 電波も見逃さない！ 

 いじめを受けている側の気持ちを考えると「いじめられている」という気持ちは認めたくない事

実であり、自分の中で何とか解決してしまおうと頑張ってしまいがちになる。                           

 きっと「助けて・・・」の声は弱々しく、周りの人には伝わりにくいものなのかもしれない。我々

は、そんな微弱な SOS をキャッチできるアンテナを高く掲げ、いじめをゼロにしていきたい。 

 

 

 

 



山形県立東桜学館高等学校 

スローガン 思いやりの芽を育てよう 

本校生徒会で「思いやりの芽を育てる全校アクションプラン」を各クラスで策定し、生徒総会で

各クラスが宣言するという取り組みを行っていることから、上記スローガンに決定した。今後は各

クラスが策定したアクションプランを実効性のあるものにしていくために、定期的にクラスでの取

り組み状況などを確認していく。 

 

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 認め合い 高め合う 一人ひとりが主人公 

「みんなちがって みんないい」小さいころに教わりました。現実は、それを良しとしない場面

が多くあります。だから気が付くまで何度でも繰り返していいたいです。人の話を聞いて思ったこ

とを口に出してみましょう。言葉が出なければ何も始まりません。一人ひとりの声が上がればプラ

スの反応と大きなエネルギーを生みだせます。さまざまな行事や活動を通して、一人ひとりの意識

を上げ、楽しい学校生活をすごせるようにこのスローガンに決定しました。 



山形県立新庄北高等学校最上校 

スローガン 「やめようよ」その一言で君はヒーロー 

生徒全員にアンケートを行い、その中から 

生徒会執行部が決めました。                            

なかなか言う勇気がないけれど、この言葉 

が言えたらいじめがなくなると思う。という 

生徒の考えでした。 

 

   

 

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 

 当校は町内唯一の中学校からの入学者が圧倒的多数を占めるが、他校からの進学者も快く受け入

れ、打ち解けやすい雰囲気を作ってきた。その校風を引き継ぎ、いじめとは無縁の学校を構築する

ことを目的に、生徒会執行部や各種委員会が様々な活動を行い、いじめの未然防止を図っている。 

 

 

 

 



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 いじめは 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５月１７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 考えて あいての気持ち いちばんに 

平成 29 年度に生徒会執行部を中心に決定した。 

30 年度も同様に執行部で検討をした。その結果、昨年度のものが秀逸であり、本校生徒の生活

目標として継続することが望ましいとの結論となった。                            

引き続き、生徒昇降口でのスローガン掲示を行い、啓発に努める予定である。 

 

 

 

 

 

第三号議案  

・自治会によるいじめ撲滅宣言について  
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。  

 

具体的な活動  
・いじめ意見箱設置について 

  いじめ撲滅の一環として、いじめに関する意見箱を自治会掲示板前に設置します。校内でのいじめに関 

するものであれば、どんなことでも構いません。お気軽に意見をお寄せください。記入必須事項として学 

年と性別のみ記入していただきます。プライバシーは絶対に秘密です。安心して投書してください。 



山形県立米沢工業高等学校 

スローガン いじめるな 僕たちみんな 家族だろ 

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。                     

 「家族」は助け合うことや、いじめはない集団です。家族のようにみんなが、心から笑顔で過ご

せるような学校にしていきたいという背景があります。                    

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 
悪口は言葉のナイフ。心が傷つきます。 

～ あなたの言葉で湧き上がる 希望・勇気 ～ 

 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。               

 やっていいこと、悪いことの区別は高校生でも 

分かる。しかし、些細な事がエスカレートしてし 

まい、また、ふざけ合いから取り返しの付かない 

ことなど、いじめとけじめの曖昧さが、最悪犯罪 

へと繋がることを再認識させるため、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 

 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 
見つけよう！イヤなとこより イイところ みんなで広げよう 

笑顔の輪 

 このスローガンは人の嫌なところばかりを指摘するのではなく、良いところに目を向けること

で、良好な人間関係を築けるのではないかと、考えました。置農が笑顔で溢れ、一つの輪となり、

いじめ・非行のない学校にしていきたいという思いで作成しました。 

 

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。 

 今年度も先輩から引き継がれてき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。いじめ発見アンケートで発見される件数は、年々少なくなっていますが、ネット上での悪口陰

口など、見えないところで起きている場合もあります。書込みをする人が、自分の言動を今一度よ

く考えることができれば、防ぐことができます。常に相手のことを考えられる南陽高生をめざした

いと思います。 

 

山形県立高畠高等学校 

スローガン いらねえな！！いじめする奴、見てる奴。 

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。 

 昨年８月下旬より校内に発表済みであり、いじめ防止の意識高揚を図っている。 

 

山形県立荒砥高等学校 

スローガン 嫌がることは絶対に しない させない ほっとかない 

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。併 

せて、毎年、全生徒にスローガンを募り、生徒会 

執行部が選出している。 

今回は、本校が取り組んでいるリスペクト運動 

で大事にしている「相手を思いやる気持ち」を具 

体的な行動で示し、それに反する行為は許さない 

という気持ちを強調したスローガンとした。  

 

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～ 

 いじめをしている人は自分がいじめていることに気づけない。「いじられ」が続くと「いじめ」

につながっていく。自分の気持ちを言葉にすることが大切である。相手を知る勇気、嫌われる勇気、

言葉にする勇気をもつことが大切。勇気を持たなければ何も変わらない。そのために、私たちにで

きることは、強い意志を持ち、他人に影響されない、負けない心をもつことである。 

 

 

 



山形県立鶴岡南高等学校 

スローガン みつめよう スマホじゃなくて みんなの心 

 学習時間に割くべき時間がスマホによって減少している実態や、スマホでの SNS を介したいじ

め事案の発生を受けて制定した。生徒会での昼休みの見回りや、使い方のポスター啓発を通し、生

活習慣の見直し、学習時間の確保に努めたい。 

 「本当はしたくないんですキャンペーン」と題し、生徒会や生活委員会が昼休みに見回りを行い、

違反者のスマホを取り上げる活動を行っている。その活動が不要になるよう、継続していきたい。

また、スマホの使い方の徹底を通し、いじめの撲滅に努めたい。 

 

山形県立鶴岡南高等学校山添校 

スローガン 十人十色 

 人の考え方や好みはそれぞれだが、お互いがそれぞれの考え方を尊重し、理解しあって、ひとり

ひとりが輝ける学校にしたいから。                            

 今年度３月２６・２７日に開かれた生徒会リーダー研修会でスローガンの検討、協議がなされ、

原案が決定。５月２日の生徒総会で提案、承認された。学校祭のテーマ（「百花繚乱」）にも反映

させるなど、各種行事や日常生活において、全校生徒がこのスローガンを意識し、行動していく。 

 

山形県立鶴岡南高等学校通信制 

スローガン 
それぞれの目標を達成するために助け合う「仲間」づくりを 

めざそう 

通信制というシステムの中で学び、生徒間の直接的な交流があまり多くない。その中でも、互い

のあり方について理解しながら良好な人間関係を築くためにも、さまざまな生徒会行事を通して

「仲間」を作り、より有意義な学校生活が送れるような環境作りをめざそう、というもの。 

【平成 26 年度 前期生徒総会で活動目標の１として設定】 

 

 

 

 



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 心の傷は一生もん 

 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

ラス二文を選出し、全クラス分を生徒会理事会で投票し、最優秀作品を決定した。 

 このスローガン『心の傷は一生もん』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を育みたい。また、このスローガンに基づ

き、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 何気ない一言が あの子の日常を狂わせる 

全校生徒から募集し、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。 

・傷つけられた人の心や悩んでいた時間は戻らない。また、精神面だけでなく日常生活や将来にま

で影響を残してしまう。 

全校生徒にスローガンと決めた理由を説明した。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 いじめはみじめ Remember 思いやり 

いじめや非行を行っても全くかっこ良くないと思います。もし、いじめや非行がかっこいいと思

っているならそれは間違っていて、本当にかっこいいこととは、相手へ思いやりを持って接してあ

げることが大切で、みんなが思いやりをもてば、いじめや非行がなくなると思います。                            

 今後は、生徒総会などでスローガンを提示し、呼びかけを行い、いじめや非行のない学校作りに

務めていきたいと思います。  

 

 

 

 



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。 

 

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 流されない なろうよ あの子のヒーローに 

 全校生徒にスローガン作成を依頼し、クラスから１点を選出、全校生徒に投票で１点選出しても

らった。全校生徒が「いじめ・非行」について関心を高める機会になった。また、生徒会行事に盛

り込んで、執行部の士気も高めることができた。選ばれた作品は、今後ホールに掲示の予定。 

 

山形県立酒田光陵等学校 

スローガン 
多くの勘違い 起こる仲違い やめろ「死にたい」 伝えろその

思い 

生徒会執行部を中心に、いじめ・非行防止、根絶というテーマに沿って案を出し合い、その後複

数の候補の中より投票を行い決定いたしました。 

いじめや非行はほんのわずかなすれ違いから起きる場合が多いと感じます。一人ひとりが自分の考

えを素直に伝えることのでき、周囲の人と接する事の大切さを感じられる学校でありたいという意

味が込められています。 

このスローガンは全校生徒に呼びかけなどを行って、いじめ・非行“０”を目指します。 



山形県立遊佐高等学校 

スローガン いじめなし それこそまさに 平和だね 

 スローガンの決定にあたり、全校生徒からアイデアを提出してもらい、生徒会執行部で選出しま

した。その後、学校祭で表彰し全校生徒に生徒会長が呼びかけました。また今回応募するポスター

のコピーにスローガンを載せて掲示するなどの取り組みを継続していきます。 

  

      

  

 

山形市立商業高等学校 

スローガン 思いやりの心を持とう 

相手の気持ちを考えて行動・会話することで、自然にいじめは無くなると思います。当たり前の

ことですが一人ひとりが思いやりの心を持ち、周りを気遣うことで、いじめ・非行がなくなるよう、

生徒会を中心に学校全体に呼びかけていきたいと思います。 

 

 

  



２ 私立学校 

 

学校法人富澤学園 山形城北高等学校 

スローガン 辛 + １ ＝ 幸 強い心と勇気の結晶 

 学校は、生徒の誰もが楽しく安心して過ごせる場所でなくてはなりません。しかし、中には辛く

安心して過ごすことができない人がいるかもしれません。生徒が当たり前に安心して生活すること

を幸せとし、このスローガンを基に、三つの誓い一．自分の命も人の命も大切にします一．目の前

のいじめを他人事にしません一．いじめを起こさない環境をつくりますを前・後期生徒会総会時に

全校生徒で確認し、行動していこうと宣言しています。 

 

学校法人山形学院 山形学院高等学校 

スローガン 言葉のナイフを捨てよう！ 

毎日交わされる会話の中で話す何気ない一言が、知らぬ間に相手を傷つけてしまうことがありま

す。言葉で傷つく人を無くすためにも言葉を大切にしていこうという思いで考えました。 

口から発せられる言葉が人を傷つけるナイフとならないように、相手を思いやるコミュニケーシ

ョンを心掛けていきたいという学校のリーダーたちの想いがこめられています。 

まずは心あるコミュニケーションのスタートとなるあいさつが飛び交う学校を目指し、生徒会を

中心としたあいさつ運動から始めています。 

 

学校法人日本大学 日本大学山形高等学校 

スローガン 考えて 陰口言うなら 陽
ひなた

口
ぐち

 

 生徒会リーダー研修会で決定し、現在、運用中。陰口がいじめにつながる原因である。それをな

くすために、言いたいことは、面と向かって直接伝えることが誤解を生まない一歩になると考えた。

「陽口」は造語であるが、明るさを出したいと考えた結果である。 

 

 

 



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、「正」は正しい行い、「人」は人のために行動、それらができる人になろうという意味が込

められている。特に「正」と「人」については、相手を思いやる人を目指す事で、いじめを含めた

不快になる言動をなくしていく事も考えて決定した。 

 

学校法人山本学園 山本学園高等学校 

スローガン Ｎｏｔ alone.   -傍観者も共犯者- 

 ・「自分が止めたら次は自分がいじめられてしまうのではないか。」という怖い気持ちを振り払

い、手を差し伸べて「ひとりじゃないよ。」の声を勇気をもってかけていこう。                          

  「いじめをいじめと感じない生徒に猛省を促そう。」                           

 ・教員と連携し、いじめアンケートを利用した取り組みを行う。 

 

学校法人山形電波学園 創学館高等学校 

スローガン 今日の自分を振り返ろう 

いじめた側にもいじめられた側にも、いじめという行為に至るまでは何かきっかけがあったはず

です。 

嫌いな相手だから全く相容れないものと決めつけず、相手の良い部分を認めるとともに、相手か

ら見える自分を振り返り、互いに尊重しあえる関係を築こう。 

 

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 ちょっと待て！いじっているのはいじめだよ。 

最近、生徒友人同士がちょっかいを出して（いじる）遊んでいることから、いじめに発展するこ

とが多いため注意が必要である。 

 



学校法人新庄学園 新庄東高等学校 

スローガン ささいなことが支えになる 

 何気ない一言が他の人を傷つけることもあれば、他の人の救いになることもあります。自分たち

の気の遣い方一つで周りへの影響も変わってくるため、前向きな声かけを忘れずに生活していきた

いという思いから決定しました。今後ポスター等を作成し啓発していきます。 

 

学校法人九里学園 九里学園高等学校 

スローガン いじめるな はやし立てるな 見過ごすな 

 いじめている本人、それを見て周囲ではやし立てる人、見えてはいるが見えていないふりをして

いる人を警告するようなスローガンです。生徒会の役員代表者で決定しました。全校で共有してい

きます。 

 

学校法人椎野学園 米沢中央高等学校 

スローガン 「してんなず!！」いじめ止めなきゃ一生後悔 

 山形県人だから、山形の方言をスローガンに取り入れたかった。今回は周囲にいる人達に焦点を

あて、“あれ、いじめだったのでは…”と後で思い出し、その時何も言えなかった…という後悔を

絶対したくない、という気持ちを込めた。 

 

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 

 

 

 

 



学校法人齋藤学園 鶴岡東高等学校 

スローガン いじめゼロの学校 ～心に残る高校生活を送れるように～ 

平成２９年度のスローガンを受けて、生徒会執行部で検討した結果、上のスローガンにしました。

一人一人のかけがえのない高校生活をより良い物にするために協力して行くべく活動を続けてい

きます。 

 

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 

酒田南高校には「天下和順」の学園創立の精神があります。災いが無く、人々が仲良く暮らすこ

となどの意味があり、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。 

酒田南高校は統合による初年度でありますが、かつての方針を引き継ぐものです。 

 

学校法人天真林昌学園 和順館高等学校 

スローガン 叫べない 皆 気付いて この思い 

生徒役員全員に１つずつ作成してもらい、教職員で１つ選出。 

 

 


