
FOR IMMEDIATE RELEASE 

 

Winners chosen for 15th Annual Anti-Bullying Slogan Contest 

sponsored by AIG General 
 

TOKYO, March, 7, 2022—The winning entries for the 15th Annual Anti-Bullying Slogan 

Contest, sponsored by AIG General Insurance Company, Ltd. (AIG General), have been 

announced. 

This year’s contest received a total of 451,833 entries from 2,302 elementary and junior high 

schools across Japan. A screening process carried out by the selection committee resulted in 

the selection of two entries for the MEXT Minister’s Award and 32 entries for the 

Nationwide Award. These slogans will be featured on posters distributed to participating 

schools.  

MEXT Minister's Award winners 

➢ Elementary school division  

5th grade, Okanishi Elementary School,Yamatotakada, Nara 

『「大きらい」を１つ見つける前に 「大好き」をいっぱい見つけよう。』 

➢ Junior high school division  

3rd grade, Kiyama Junior high school, Kiyama, Saga 

『心にささった言葉の刃
は

は何歳になってもぬけることはない』 

The Anti-Bullying Slogan Contest seeks to create opportunities for students to discuss the 

issue of bullying and how to prevent it, and is part of broader efforts to cultivate a school 

environment in which students and staff can reach for and realize their dreams. The contest 

is jointly organized by the Anti-Bullying Slogan Contest Executive Committee and 

participating PTA organizations, and is supported by the Ministry of Education, Culture, 

Sports, Science and Technology (MEXT). Every year, the contest calls for the submission of 

anti-bullying themed slogans from elementary and junior high schools nationwide and 

announces the winning entries.  

Following a preliminary screening by child psychologists and professionals involved in 

children’s education, this year’s winning entries were chosen by a five-member selection 

committee that included Toshinori Ishikuma (chairperson), a professor at Tokyo Seijo 

University Graduate School and chairperson of the Japanese Organization of Certifying and 

Managing School Psychologists, and manga artist Takatoshi Yamada, known for the “Dr. 

Koto Shinryojo” series. 

With its ACTIVE CARE strategy, AIG General is committed to supporting efforts to 

address the critical issue of bullying in school as part of the company’s social contribution 

initiatives. 

 

 

 

 

Press Release 
 
AIG General Insurance Co., Ltd.  
Kamiyacho MT Building, 3-20, 
Toranomon 4-chome, 
Minato-ku, Tokyo 105-8602 
Japan 



FOR IMMEDIATE RELEASE 

 

(Below are the winning slogans in the original Japanese.) 

 

Nationwide Award Winners – Elementary School Students  

 

 

 

Nationwide Award Winners – Junior High School Students  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

MEXT Minister's Award: 

Two entries selected from among the Nationwide Award winners (one each from the 
elementary school and junior high school categories). 

 

 

団体 学年 標語

愛知県 1年 いじめる子、いじめられる子、どっちもひつようおとなのたすけ。

川崎市 6年 その子のふつう　自分のふつう　無限のふつう　受けとめて

北九州市 3年 だいじょうぶ　ぼくがいるよ　二人だよ

熊本市 6年 私と違う　きみの考え　なるほどね

熊本県 6年 「助けて」と　言ってるそばで　笑い声

佐賀県 4年 コロナにかんせんしたって自分は悪くない。コロナのせいだからいじめないで。

長崎県 4年 いじめてないってうそつける君がこわいよ。

奈良県 5年 「大きらい」を１つ見つける前に　「大好き」をいっぱい見つけよう。

兵庫県 5年 パパ、ママへ　スマホ見ないで　わたし見て　わたしの「なやみ」に気付いてよ！

福岡県 2年 かなしい顔、つらい目、さびしい心　マスクをしていても　みつけられる　そんな人になりたいな

福岡市 1年 おうちでよるにいじわるをおもいだす。わたしのからだのくうきがぬけちゃう。

福山市 1年 みんなであそんでたのにぼくだけだめ。ぼくならいいよというのにな。

三重県 6年 いじめられ「反省しました」聞かされて　体が癒えても心は癒えない

宮城県 4年 大人や先生の前では良い子だけど　友だちの前だとたいどがちがう。　「先生助けて！」

和歌山県 5年 「また明日。」　次　学校行くのが　すごくこわい。

一般の部 ５年 「ねぇ先生」　ここまで言っても　いじめのことは　話せない

団体 学年 標語

愛知県 2年 「匿名」の　誹謗中傷　僕重症

川崎市 2年 マスクの奥　傷つく気持ちも隠れてる

北九州市 1年 無理にはね　聞かないけれど　そばにいる。

熊本市 2年 あなたは「一瞬で忘れる」　でも私は「一生覚えてる」　あなたはこの違いわかりますか？

熊本県 3年 このコンテスト　そんなときだけ考えて　その後の自分どう変わった？

佐賀県 3年
心にささった言葉の刃

は

は何歳になってもぬけることはない

長崎県 3年 自分の生き方だけが　「正解」ではない

奈良県 3年 誰かの"個性"を　消す必要これ・・・一切ない!!

兵庫県 1年 コロナだけ？　まん延防止は　いじめにも

福岡県 3年 よくやった　未来の自分に　言えるように

福岡市 1年 「次されたら教えてね」　先生、それじゃ　もうおそい

福山市 3年 画面越し　見えない顔に　見えない心

三重県 2年 小さな暗がり見えないじゃない見ていない

宮城県 1年 けんかはすぐ　止めるのに　いじめになると　傍観者

和歌山県 3年 みんな「ちがう」　それをみんなの「ふつう」にしよう

一般の部 1年 「みんなと違う」を　プラスに捉える　世の中へ
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＜About AIG＞ 

American International Group, Inc. (AIG) is a leading global insurance organization. AIG member 

companies provide a wide range of property casualty insurance, life insurance, retirement products, and 

other financial services to customers in approximately 70 countries and jurisdictions. These diverse 

offerings include products and services that help businesses and individuals protect their assets, manage 

risks and provide for retirement security. AIG common stock is listed on the New York Stock Exchange. 

For additional information, please visit our website at www.AIG.com. 

 


