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生徒皆さんの人権標語です。一つ一つ読んでいくと、冷えた手をストーブの前に差し出したようにポッとぬくもります。

○勝手な偏見 風の噂だけでは 分からない ○人権は みんなが持ってる 権利だよ
○ぼくらは みんな大切な親切な仲間だ ○あいさつと ともにつくろう 明るい社会
○肌の色 みんな違っても 大丈夫 ○差別なく みんな平等 幸せだ
○自分の個性 持っているもの 大切に ○いじめはやめよう心は深く傷ついてるよ
○いじめをなくし幸せな一歩を踏み出そう ○挨拶で 伝わる 気持ち・思いやり
○やめよういじめや差別 仲間を思おう優しい気持ち ○弟の笑顔を守る優しい言葉
○差別をみんながやめて人権が尊重される世界を作ろう ○コロナ差別やめよう
○人のことを傷つけることは絶対ない 人は絶対みな平等 ○守ろう人の人権大切に
○ちょっとした一言が 人の心を傷つけて その心の傷は深くて治りづらい そして心の
痛みは そう簡単には無くならないよ ○不安のない 幸せな世界を 望みたい

○差別なく みんな平和に 過ごそうよ ○「やめようよ」 その一言で 助かるよ
○僕達は 一人一人が 仲間だよ ○先生に 言いつけちゃうぞ いじめをね
○「肌色」は 人によって ちがうもの ○差別ゼロ みんな笑顔に 輝く未来
○悪口は心の傷を積もらせ 心の傷が深くなる それはどちらも同じだね
○性別で 差別偏見 ダメ絶対 ○やめよう 裏での悪口 相手が傷つく
○やめよう いじめ いじめのない世界 ○明るい笑顔のために 考えよう大切な人権
○小さな事でも 凶器となる 相手はとても 傷つきます ○挨拶が人々への思いやり
○どう生きて行くかは自分の自由だ ○私達 みんなが持ってる 大事なもの
○無くそういじめ みんな違ってみんな良い みんな仲良く手をつなごう
○「挨拶」は誰もが笑顔になれる魔法の言葉 ○どんな人も 自由があって 当たり前
○皆でつくろう いじめのない なかよしクラス ○いじめをなくそう 笑顔のために
○住む場所で 差別をしないで 平等に みんなでなくそう 同和問題
○止めよう一人一人の差別 未来のために ○いじめの無い 明るく楽しく良い未来に
○見直そう 笑顔のための 一言を ○あいさつは 笑顔をつなぐ魔法の言葉
○いじめ撲滅 差別撲滅 みんなの心が 暖まる ○友達をいじめたら差別始まり
○いじめをやめて みんなで 笑顔を増やそう ○友達と 笑顔がいっぱい 花が咲く
○他の人と 違うこと あって当たり前 そのままで ○愛の形は人それぞれ
○みんなの個性が出せる 差別のない世の中に ○考えよう 差別される その気持ち
○何気ない その一言が 傷つける ○咲かせよう 笑顔の花を 一人一人
○大切に 思いやりと感謝の心は 自粛なし ○相手のこと 思い合って 生きてゆく
○人を傷つけるその言葉 言われた方は一生心の傷 ○言う前に考えようその言葉
○多種多様 「普通」はないよ あなたらしく ○大丈夫？ その一言が 救いの手
○一人の子 決して見捨てず 寄り添おう 大切な仲間なんだから ○いじめをやめよう
○みんなで守る平和な世界 ○思いやり できるよきっと 誰とでも ○いじめだめ絶対
○見捨てないだって私達仲間だし ○言ってみよう 自分がもらって 嬉しい言葉
○差別なく 平和な世界 つくろうよ ○つくろうよ みんなが笑顔 平和な世界
○あいさつは 笑顔をつくるよ 嬉しいなあ ○人権を 侵害するのは 権利じゃない
○私とあの子 違ってわかる その子の良さ ○考えよう あいての気持ち 発する言葉
○差別のない世界にしよう ○言う言葉には気をつけよう ○黒人白人みんな一緒



○笑いたい そのためには 差別しない ○人がみな暮らしやすいまちづくりを
○一人一人の人権を大切に ○自分の嫌なことは人にしない ○その言葉大丈夫？
○老若男女問わず安心して楽しめる行動を ○いじめのない笑顔の世の中
○「ありがとう」 人と人を繋ぐ 大切な言葉 ○誰にでも人生を変えるチャンスがある
○言える勇気の大切さ ○1人1人みな平等 ○守ろう 人権 つくろう 小さな平和
○人権は 人権であり 人権だ ○考えて 本当にいいの? その言葉 ○守ろうよ人権
○自分の発言に責任を ○しない差別させない差別守ろう笑顔 ○イジメダメゼッタイ
○自分だけ特別じゃなくてみんな特別 ○広げようあなたらしさあなたの声を
○人と人は距離を開け みんなの心は密集しよう ○助け合おう 一人一人の 命は同じ
○人権は分かち合ってこそ意味がある ○その気持ち 誰かに 助けを 求めよう
○あたりまえ？自分のルール突きつけてない？ ○見直そう この世の中の 常識を
○みんなでいっしょに行こう 楽しく学校に ○挨拶で 繋がる心 嬉しい気持ち
○やめよう 人権侵害 何一ついいことなどないのだから ○なくそう 差別 思いやり
○いじめやめよう ○「ありがとう」「ごめんね」 口に出さないと伝わらない想いがある
○誰にでも やりたいことが あるんだよ ○人の為？ 勝手な決めつけ どうだろう
○みんなで創ろう みんなが幸せな世界 みんなで話そう みんなの人権
みんなで考えよう みんなの気持ち ○人の心覗いてみて 苦しんでるかもしれないよ
○一度傷ついた心は治ることはない ○差別をしない みんなで守ろう 世界を
○繋ごう みんなの心 生きる権利は みんなある ○世界中 どこにいたって 皆同じ
○だれにでも 人権がそばに ついてるよ ○多様性を認め合い そして 明るい社会へ
○笑顔はね 心の扉 開く鍵 ○広げよう 嬉しい気持ち 大切に ○いじめやめよう
○見せて あなたの世界を 聞いて 私の思いを ○大丈夫？ その一言で 守ろう笑顔
○肌の色 言葉の違い それでも皆一緒 ○ありがとう この一言で つながる笑顔
○世界中 包み込もうよ 優しさで ○育てよう みんなで一緒に 笑顔の花を
○人権侵害 一世一代の 大問題 ○考えよう相手の気持ちと自分の発言
○気をつけよう その一言で 変わるかも？ ○外じゃない 中身を見てよ 心を見てよ
○真剣に 人権侵害 考えよう ○みんなの「個性」は最強だ！ ○助け合う心を持とう
○伝えよう 自分の気持ち 考えよう 相手の気持 ○一人一人の意見を尊重し合おう
○気をつけよう 思わぬ言葉で 傷つける ○ありがとう 美味しいご飯と 素敵な笑顔
○やめようよ 笑顔のために 助け合おう ○人々はみんな違ってみんないい
○言う前に 考えてみよう 言葉の力 ○支え合おう 個性の輝く 未来のために
○平等に 小さい声も大切に ○あなたにも あなたにも 人権は誰にでもあるよ
○自分の気持ち 隠さないで 堂々と ○十人十色 個性を隠さず 明るい未来へ
○助け合い みんなの笑顔 大切に ○挨拶は 相手も 自分も いい気持ち
○ちょっとまって その発言 君が言われたらどう思う？ ○権利を奪う「権利」はない
○1人ずつ 違ういいとこ 持っている ○コロナ禍で 見えない笑顔も 増やそうよ
○平等に 暮らせる世界を 作りたい ○一人ひとり個性を持って それを大事に
○その言葉 本当にかけて いいのかな ○ありがとう その一言で 心がかわる
○いま見たね 見て見ぬ振りは 良くないよ ○誹謗中傷は 取り消しのない 心の傷
○人の気持ちを考えてその一言を ○しっかりと 相手の気持ち 考えよう
○あなたのあたりまえは みんなのあたりまえじゃない ○どんな人にも人権ある
○思いやり みんなでやろう 平和のために ○あいさつは 人と人とを繋ぐ 大切な言葉
○誰にでも 生きる権利があるんだよ ○規則を守り 助け合い ひとりひとりを大切に
○良いのかな その言葉がね 傷つける ○手を取って みんな仲間で 心ひとつに
○思いやり 思うだけでは変わらない 行動してこそ思いやり ○いじめや差別ダメ絶対
○ありがとう その言葉だけで 救われる命 ○なくそうよ 人種や性別の ベルリンの壁
○人権は みんなが持ってる 大切な権利 ○「ありがとう」 その一言で 救われる
○おはようが 朝の楽しみ 嬉しいな ○おはようございます その一言が世界を救う


