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●  特別支援学校
－  主な国道

羽前千歳

東金井
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　山形市の学校では、一人ひとりの児童・生徒が大きな夢や希望をもち、

共に未来を切り拓くことができるように、家庭や地域と連携・協力し合

い、それぞれの学校が独自に魅力あふれる学びを展開しています。

　各小・中・特別支援学校における輝かしい校風や伝統的な学校行事、

地域と連携した活動、歴史を重ねた貴重な施設等、これからも未来に向

けて大切にしていきたい「学校の宝」を紹介します。

各学校からいただいた
宝についてのメッセージ

№ 学校名　創立年
学校の宝

校章

宝の写真

木登り好きな子どもたちが、学年の枠を超え
て、夢中になって遊んでいる場所です。

17 大郷小学校　明7

スイリュウヒバ

2 未来に紡ぐ学び―我が校の宝

昭和２年米国から平和と友情の使いとして贈
られました。未来へ守り伝えたい宝物です。

１ 第一小学校　明22

青い目の人形メリーちゃん

二小の開校以前よりあったという「ふじ棚」。
「ふじ色」が本校のスクールカラーです。

２ 第二小学校　明22

ふじの花

三小の校章は、清純（気品高く美しく）忍耐（強く
正しく）希望（高い理想をもち）を象徴しています。

３ 第三小学校　明22

こまくさの心

クルーズ班（縦割り）による「たてのつながり」
が、校内のくらしの基盤になっています。

４ 第四小学校　明44

クルーズ班のつながり

中庭は心を癒してくれる場所で、築山は五小
のみんなが楽しく遊べる場所です。

５ 第五小学校　大12

中庭と築山

校地内を流れる笹堰に、梅花藻の花が咲き、
子どもたちの憩いの場になっています。

６ 第六小学校　昭9

山六小親水空間

学区内の霞城公園は、私達に山形の豊かな歴
史や伝統と文化、自然の大切さを伝えます。

７ 第七小学校　昭9

山形市のシンボル霞城公園

年間を通して活動する「縦割り班」毎に、山
形の秋の味覚の「芋煮」を味わいます。

８ 第八小学校　昭28

馬見ヶ崎川原で全校芋煮会

全校生で取り組むあいさつ運動、あいさつ標
語募集などをしてがんばっています。

９ 第九小学校　昭32

明るく元気なあいさつ

ひびき合う十小のハーモニーやたてわり班の
つながりで、心の絆を深めています。

10 第十小学校　昭39

学年をこえたあたたかい絆

南小にしかない歌で、ずっと歌いつがれてき
た宝です。大事な節目には必ず歌います。

11 南小学校　昭49

オリジナルソング

朝から自慢のきれいな歌が響き、休み時間に
は元気よく外で遊びます。

12 西小学校　昭52

笑顔あふれる子どもたち

新しい校舎と共に、未来へつなぐあいさつ。
毎朝全校であいさつ運動に励んでいます。

13 東小学校　昭56

未来へつなぐあいさつを

約四百年続く伝統芸能を昭和４０年より伝承。５
年生が神社奉納や行事等で幅広く活動します。

14 鈴川小学校　明7

山家田植踊児童保存会

「ちえいっぱい　友達いっぱい　せいいっぱ
い」仲よしのちとせっ子たちです。

15 千歳小学校　明25

友達いっぱいちとせっ子

郷土の伝統と文化を大切にし、郷土を愛し続
ける心をもつようにしています。

16 金井小学校　明33

金井遺産からの学び

　我が校の「宝」は
何でしょうか？

地域の方々と交流しながら続けてきた体験活
動で豊かな心と健やかな体を育てています。

18 明治小学校　明24

多様な体験活動の継承

最上紅花復興の奇跡の歴史を表現し、6 年生
が代々受け継いでいます。

19 出羽小学校　明34

創作劇紅花物語・紅花太鼓

地区のシンボルであり、校歌にも歌われてい
る大岡山に、毎年全校児童が登ります。

20 楯山小学校　明33

全校遠足「大岡山登山」

紅花栽培・紅花音頭・高瀬観光ガイド、高瀬
のすばらしさを学年に応じて紹介しています。

21 高瀬小学校　明33

大好き高瀬！紅花まつり

小・中・特別支援学校の位置
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地域のお年寄りの方々と親交を深め、いのち
の大切さを学ぶ伝統行事となっています。

36 大曽根小学校　明7

敬老芋煮会

縦割り班で仲よく遊んだり清掃をしたり宿泊学
習をしたりして、全校生の絆を深めています。

35 村木沢小学校　明6

絆を育む縦割り班活動

全国に知られた歴史・文化・観光の地、山寺。
伝統文化を継承する子どもが学校の宝です。

22 山寺小学校　明7

山寺物語・獅子踊りの伝承

地域や保護者と共に、学習成果と児童が育て
た餅米を味わうオープンスクールデーです。

23 東沢小学校　明35

がんどっ子フェスティバル

豊かな自然に抱かれ文化の薫りが漂う地域の
学校を象徴する中庭は、本校の自慢です。

24 滝山小学校　明23

中庭にホタルが舞う学び舎

学校のシンボルとして中庭にて私たちを見守
り、美しい花で癒してくれる｢枝垂れ桜｣です。

25 桜田小学校　平3

中庭の紅枝垂れ

縦割り活動・なかよし活動で支え合い励まし
合う仲間こそが一番の宝です。

26 南沼原小学校　明37

笑顔であいさつ千人の仲間

縦割り班活動を月に一度にしました。みんな
が笑顔になれる学校になっています。

27 宮浦小学校　昭56

たてわり班活動

青い目の人形は、昭和２年、アメリカの子供
達からプレゼントされた平和の使者です。

28 蔵王第一小学校　明6

青い目の人形「メリー」

本校出身の斎藤茂吉・金子ていに学び、詩歌
に親しみながら感性や表現力を養っています。

29 蔵王第二小学校　明33

「茂吉・てい」に学ぶ活動

わが校の蔵王温泉秋季大運動会は、地域と
いっしょに歴史を刻んできた宝です。

30 蔵王第三小学校　明7

伝統の地域一体型大運動会

南山形地区おこしで創られたダンス「パラフ
レーズ」と「故郷の歌」は無形の宝です。

31 南山形小学校　明37

パラフレーズ・故郷の歌

学校から見える街、空、虹、雲、山、月、星。
子どもたちの感性を豊かに育くんでくれます。

32 みはらしの丘小学校　平18

“ み は ら し ”

全校生が縦割り班で育てた花でいっぱいのエ
ントランス。みんなの心を優しくします。

33 本沢小学校　明33

花いっぱい活動

ビオトープがあり、ホタルが舞うキラキラランド。こ
の豊かな自然の宝物をこれからも守っていきます。

34 西山形小学校　明27

ホタル舞うキラキラランド

みのり園は、学校のシンボルです。みのり活動と名づ
けて登山や遠足など異学年活動に取り組んでいます。

37 山形大学附属小学校　明11

みのり(美乃里 ) 園・みのり活動

校歌にも謳われ生徒達の手で毎朝鳴らされる
この鐘は、一中生の心を結ぶ大切な宝です。

1 第一中学校　昭54

希望の鐘

生活実践目標として設定し、二中生の日常生
活の指針として長く受け継がれています。

2 第二中学校　昭22

五 (ご ) 垂 (すい )の泉

全校生が一丸となり、挨拶・応援・自主自立
の伝統を受け継ぐ活動を頑張っています。

3 第三中学校　昭22

伝統を受け継ぐ心

あいさつが宝。朝昼通学中も響きます。善い
行いをするホワイト四中をめざしています。

4 第四中学校　昭22

響き渡るホワイトあいさつ

中庭のヒマラヤ杉は、本校のシンボルとして
62年の同窓生の心の支えになっています。

5 第五中学校　昭26

歴史を見つめるヒマラヤ杉

ＪＲＣ全校加盟５０年。創始者 A. デュナンの精
神は、本校教育活動の礎となっています。

6 第六中学校　昭27

ＪＲC( 青少年赤十字 )活動

全校生徒が取り組む花笠踊りは、一人ひとり
が主役となり、七中生が一つになる活動です。

7 第七中学校　昭34

咲き誇れ！山七中花笠踊り

全校生が山形花笠パレードに参加する市内唯一の中学校。花笠を踊れる
ことで、地域に活気をもたらし、郷土を誇れる人づくりに励んでいます。

8 第八中学校　昭47

全校生参加の花笠パレード

自立への決意を示す立志の誓い。２学年の親が
企画・運営を行う心のこもった伝統行事です。

9 第九中学校　昭50

凛然たる立志式

十中では、缶バッチ活動を通し、たくさんの
方々との「つながり」深めています。

10 第十中学校　昭58

つながり・絆

この石碑には、本校の建学の精神「一つ心」
という文字が深く刻み込まれています。

11 金井中学校　昭22

中庭「一つ心の園」の石碑

困難に直面しても不屈の心で道を開くという
教えで、高楯中生徒の教訓となっています。

12 高楯中学校　昭27

高中生の教訓「當難勿屈」

伝統として先輩から後輩に引き継がれ、生徒の
意欲的な活動として地域に発信しています。

13 山寺中学校　昭22

民俗芸能「磐司太鼓」活動

駅伝で輝かしい伝統を持つ本校では、毎週全
校生徒で走ることに誇りを持っています。

14 蔵王第一中学校　昭22

心と体を鍛える｢蔵中RUN｣

小中併設校で中学生が小学生の面倒をよく見
ます。地域を大切にする雰囲気があります。

15 蔵王第二中学校　昭22

一つの家族のような温かさ

本校生徒会の伝統であり、日々この志のもと
お互いのために活動しています。

16 山形大学附属中学校　昭22

奉仕の心

子どもたちは、聴こえにくさを見たり聴いた
り考えたりして補っています。

1 県立山形聾学校　昭2

子どもたちの真剣な眼差し

個性豊かな子ども達一人一人が主人公。
心一つ、みんなでつくる学校祭です。

2 県立山形養護学校　昭49

笑顔あふれる学校祭

本校の一番の宝は、児童生徒の素晴らしい笑顔です。児童生徒・
保護者・教職員日 「々元気いっぱい・笑顔いっぱい」の学校です。

3 山形大学附属特別支援学校　昭49

笑顔いっぱい・元気いっぱい・明るい学校

開校時に児童生徒や保護者から歌詞を募っ
た、ずっと大切にしたい校歌です。

4 県立村山特別支援学校　平20

みんなで創った校歌
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