
 

 

 

 

 

 

  



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 いじめをする者 驍将に非ず 

生徒会執行部により原案を作成し、議案書審議、生徒総会を経て全校生徒より承認された。生

徒会スローガンでもある 

驍将（ぎょうしょう）と関連させて、いじめの無い学校づくりを呼び掛けていくとともに、

SNS 等ネットいじめに関しては保健の授業でも取り扱って注意喚起を行っている。 

 

 

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 三密を避け、心は密に 

 いじめスローガンについて、毎年クラスで話し合っています。各クラスから生徒会に提出され

たスローガンを執行部で選考し、学校のスローガンを決めています。スローガンは、生徒会室前

のろう下に掲示しています。 

 

山形県立山形工業高等学校 

スローガン 翦草除根 

 私達生徒会で、いじめをどうすれば完全になくすことができるか話し合いました。いじめは表

面的な解決では意味がなく、根本を解決すべきだという結論に至り、このスローガンを作製しま

した。いじめの根本を断ち切るための環境をつくる努力を私達生徒会を中心に学校全体で取り組

んでいきたいと思います。 

 

山形県立霞城学園高等学校 

スローガン いじめは犯罪です。心に一生残ります。 

近年いじめが増えているので、「犯罪」という言葉を使い悪いことだと言うことを強調しまし

た。更に、いじめを受けた人は心に深い傷を負うことになり、一生忘れられないことであると考

え、策定しました。 

 

山形県立霞城学園高等学校定時制 

スローガン 
言う前にその言葉、 

    当事者意識で相手の気持ちを考えて言いましょう。  

 なにげなく言った言葉が、相手にとってはとても気にしていた事だったり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。 

 特に、本校において、個性豊かな多くのみんなと仲良く生活していくためには、相手の気持ち

を考慮した発言や行動が大切であると考え策定しました。 

 

 



 

山形県立上山明新館高等学校 

スローガン 無意識の 言葉の刃 癒えぬ傷 

 １学年の６クラスで夏休みの課題として提出された作品の中から、各クラス担任に優秀作品を

クラスから３点選出してもらい、さらに１８点の優秀作品の中から生徒会執行部の役員の協議に

より最優秀作品を選出し、今年度のいじめ・非行をなくそうスローガンとして活動することに決

定した。 

 

 

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 

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。 

 ポスターの掲示や、生徒会での呼びかけ等を継続的に行っている。 

 

 



山形県立寒河江高等学校 

スローガン やめよう 見て見ぬふり 始めよう 笑顔の改革を 

 今年度の生徒会スローガンをもとに、生徒全員で助け合い、楽しく笑顔で過ごせる学校生活を

作っていくという「笑顔の改革」を行っていきたいと考えています。私たちの行動一つで笑顔を

増やしていきたいとの考えのもと、いじめのない楽しい学校生活を作っていきたいと思います。 

 

 

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 

 前年度に続き、このスローガンを継承した理由は、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。 

 今後も、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 たのしい気持ち 気づいてる？ いじめとの鏡 

 話し合いの結果、友人と楽しんで会話をした時に、楽しすぎて限度を過ぎてしまう言葉が、相

手を傷つける場合があるのではないかと考えました。そのため、お互いに理解し合い相手を思い

やる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 
少しの勇気 少しの優しさ 少しの声掛けが 

みんなの大きなカンフル剤 

生徒会評議委員会で会議を重ね、現在起きているいじめを解決するというよりも、そもそもい

じめが起きないよう、全校生が前向きに明るい気持ちで人間関係を築いていけるようなスローガ

ンにしようと話し合った。生徒総会での披露や校内での掲示を通して、いじめ防止対策として活

用したい。 

 

 

山形県立北村山高等学校 

スローガン stop bullying 個々を受け入れ、個性を大切にする 

 本校では生徒会がメインとなって「いじめゼロプロジェクト」に取組んでいます。年度初めに

クラス毎にいじめの定義や、いじめが起きないためにどうするとよいか、ということを話し合

い、スローガンを決めています。後期では、いじめ防止に対する取り組みの反省も行います。上

記のスローガンは 3 年生が話し合って決めたスローガンです。相手を受け入れる心、個性を大切

にしていきたいという気持ちがいじめ防止につながると考えました。 

 

 



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 今の気持ちと将来の自分どっちが大事？ 

いじめや非行をすることでこの先どうなってしまうのか想像し、自分の気持ちにストップをか

けることでいじめや非行をやらない、やめるという思いからこのスローガンに決定した。最近、

学生の頃のいじめが大人になって問題となったニュースがあったが、次世代を育てる大人がいじ

めや非行をやっていたのでは子供が真似をしてしまい、いじめや非行はなくなるはずがないとい

った経緯がある。 

 

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 

ここ数年同じスローガンを掲げている。今年度も同じにしたいと考えた。新入生歓迎会で披露

し、全校生に生徒会長から、いじめ防止を呼び掛けた。 

 



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５月１３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 密だ！ 言葉にもマスクを 

 いじめや非行をなくすために、一人一人の言葉の遣い方を 改めることが大切だと考えた。言葉

で心を傷つけられたり命を落としたりする世の中を変えるために、まず自分自身を見直そう、ウ

ィルスのような小さな一言でも感染してしまっては遅いから、集団で誰かを傷つけることがない

ように、誰かの誤った意見に流されないようにしよう、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 保とうよ いじめも非行も ディスタンス 

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。 

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 『SNS、送る言葉、再確認』 

 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１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 

 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。 

 

山形県立高畠高等学校 

スローガン 立ち向かおう 目をそらす君も 共犯者 

いじめをしている人も悪いけれど、それを止めようとせず、見て見ぬふりをしている人も同じ

共犯者だからこのスローガンを策定しました。各クラスから募集し、HR 委員会での投票で決定

しました。今後は、もしクラスでいじめ行為に気づいたら勇気を持って立ち向かえる学校を目指

したいです。 

 



山形県立長井高等学校 

スローガン 温和丁寧 

今年度は、全校生からの意見をもとにして考えた前期生徒会執行部の案を前期生徒会総会で協

議し、決定した。 

このスローガンには、穏やかで優しく、心が行き届いているという意味が込められている。こ

の言葉を意識しながら、いじめ・非行のない高校を目指して活動していく。 

 

 

山形県立長井工業高等学校 

スローガン 見て見ぬふりは いじめと同罪 

 このスローガンは生徒会執行部で考え、決定した。 

スローガンの背景：いじめに直接加担していなくても、傍観しているだけでいじめをしている

と同じであると考える。助けてほしいとメッセージを送っている人に対して、見て見ぬふりをし

て助けないのは卑怯である。いじめを見たり聞いたりしたら、すぐ周りに相談したり、いじめを

受けている人に話を聞いたりするべきだと考える。長井工業では決していじめは見過ごさず、強

い気持ちでこの問題に向き合っていく活動をしていきたい。 

今後の活動：このスローガンを、ポスターにして校内に掲示したり、全校集会で発表したりす

る予定である。 

 

 

山形県立荒砥高等学校 

スローガン 「いじ芽」を摘んで、思いやりの種をまこう 

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～ 

 スローガンは平成３０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、コミュニケーションやファシリテーション等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６月に「コロナ感染に係るいじめ」をテー

マにグループでのケーススタディを実施した。 

 

 

山形県立鶴岡南高等学校 

スローガン その行動が悪と（act）なる ～ Let’s do good action ～ 

 いじめや非行といったメインとなるキーワードをあえて出さずに「その行動」と「悪」という

ワードを出して自分で考えさせるというものです。善悪の判断ができる高校生だからこそ通用す

るスローガンだと思います。悪い行いとは何かということを自分自身で考えることで自分が非行

などをしそうな場面で自制することができるようになると思います。 

 

 

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！ ～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。 

 

 

 



山形県立鶴岡南高等学校山添校 

スローガン 
Go For It！ 

～悲しい時も笑っちゃえばプラスになりますから～ 

 これまで地域に根ざした学校として、ボランティア等様々な活動を行ってきた。こうした活動

に積極的に取り組むことで、笑いの絶えない明るい学校になるのではないかと考えた。山添校最

後の一年を、悔いのないように締めくくれるよう、「Go For It！（やってみよう！）」の精神

で生活していきたい。 

 

 

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。 

 

 

山形県立鶴岡工業高等学校 

スローガン 
『 非行なし お前のなくなる 希少価値 』 

『 君の涙は似合わないよ 』 

『非行なし お前のなくなる 希少価値』は、非行を行うことによって自分の価値を下げてい

ることに気づいてほしいと思い選考した。『君の涙は似合わないよ』は、涙を流している理由が

いじめだとしたら、いじめている側がその状況を見て感じてほしいと思い選考した。今後はスロ

ーガンのポスターを作成し、教室へ掲示することで、学校全体にいじめ・非行防止を呼びかけ

る。 

 

 



山形県立鶴岡工業高等学校定時制 

スローガン 本当にみんなと笑えてる？ 

全校生徒へ募集し、生徒会執行部で話し合い、以下の理由からスローガンを決定した。 

周囲とのコミュニケーションを大切にし、心の中で思っている本当の気持ちを伝え合い、笑顔

で対話できる明るい学校になってほしい。 

全校生徒にスローガンと決めた理由を説明し、今後も呼びかけ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 傷つけないで守ろうよ 君の明日
あ す

を 

校内リーダー研修会において、いじめ・非行をなくすイメージの言葉を全員で出し合い、スロ

ーガンを作成した。いじめで自殺などに追い込まれる人をなくし、明日への希望をもってほしい

という願いを込めた。些細なことでも友達や先生に聞いてもらうことで良い変化がある。本校は

相談しやすい雰囲気があるので、自分たちも友達の話を聞いてあげられるようにしたい。また、

いじめアンケートを頻繁にとるなどして小さいトラブルのうちに解決させたい。 

 

 

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 

 「いじめを見逃さない」ことがいじめ撲滅のためにどうしても必要と考え、その思いを「目を

つぶる前に」という言葉にこめました。前年度に引き続き、５月の前期生徒総会において、全校

生徒に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くことを確認し

ました。また今年度は、コロナによる誹謗中傷が起こらないよう、一層気をつけながら活動して

いきます。 

 



山形県立酒田西高等学校 

スローガン 「やめなよ」と 勇気を出せば 変わる未来 

 「自分以外の人が何とかする」「面倒くさくなるなら関わらない方が無難」といった「見て見

ぬふり」や「事なかれ主義」の風潮が強まる中に、一石を投ずる主張を端的に表したものであ

る。内に秘めた思いは外に発信してはじめて「正義」「おもいやり」「説諭」などに具現化され

る。それらに救われる人が増えていくことで、身近な環境が風通し良く明るいものへ変わってほ

しいという願いが込められている。 

 

山形県立酒田西高等学校定時制 

スローガン 認めよう たがいの心と 個性と 行動を 

本校は定時制ということもあり、発達障がいや学習障がいなどをもっている生徒が複数入学し

てくる。コミュニケーションの苦手な生徒も多く、他者を誹謗中傷することもある。そこで、生

徒会執行部が生徒一人ひとりの個性を尊重し、いじめをなくしていこうとスローガンを決定し

た。 

 

山形県立酒田光陵等学校 

スローガン 咲かせない 水をやらない いじめの種 

一人ひとりが、いじめを行わない、いじめにつながるものを断ち切る強い意志を持とうという

思いをこめました。 

全校生徒から作品を募集した後、生徒会執行部で協議し選定しました。スローガンは校内掲示

し、後期生徒総会でいじめ防止の呼びかけを行う予定です。 

 

山形県立遊佐高等学校 

スローガン 思いやる その意識で 笑顔咲く 

 一人一人が、いつも思いやりの心を持って、相手の立場になって行動すれば、笑顔あふれる学

校になると思い、このスローガンを作りました。 

※ 生徒会執行部で話し合って決定しました。 

 



２ 私立学校 

 

学校法人山本学園 山本学園高等学校 

スローガン 言葉にしよう 

 誰かに自分の今置かれている現状や辛い心情を打ち明けるのはとても難しいですが、自分の感

情を押し込んでまで無理をするのは自分を今以上に苦しめ、さらに辛い思いをしてしまいます。

そうならないためにも、できる限り無理はせずどんな形でも言葉に表して誰かに伝えよう、その

ような思いからこのスローガンを設定しました。 

 

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。集団の中での気づきを大切にし、全校生が安心して生活でき

るような学校を目指していきます。 

 

学校法人齋藤学園 鶴岡東高等学校 

スローガン 差し伸べよう みんなの心に おもいやり 

生徒一人ひとりがいじめをやってはいけないという強いメッセージを学校全体で共有したい、

やさしい気持ちを持とう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 傍観者 キミも立派な 関係者 

本校は生徒・保護者を含めた教育振興目的の“通心会”を組織している。6 月に通心会の生徒役

員へスローガンを募集し，応募 8 作品に対し全生徒による投票を行い決定した。 

 「いじめを見つけたら、見つけた自分も関係者だという自覚をもって、見て見ぬふりをしないよ

うな学校になるといい」という思いを込めて作られた作品である。今後学校からの便りや集会時に

スローガンを周知していきたいと考えている。 

 


