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新型コロナウイルス感染症対策 
 

1.密集・密接・密室を避ける 

2.安全な距離を保つ 

3.こまめに手を洗う 

4.室内換気と咳エチケット 
 

「新型コロナウイルス」とは、どのようなウイルスか 

「新型コロナウイルス（SARS-CoV2）」はコロナウイルスのひとつです。コロナウイルスには、一

般の風邪の原因となるウイルスや、「重症急性呼吸器症候群（SARS）」や 2012 年以降

発生している「中東呼吸器症候群（MERS）」ウイルスが含まれます。ウイルスは粘膜に入り

込むことはできますが、健康な皮膚には入り込むことができず表面に付着するだけと言われてい

ます。物の表面についたウイルスは時間がたてば壊れてしまいます。ただし、物の種類によっては

24 時間～72時間くらい感染する力をもつと言われています。 

 手洗いは、たとえ流水だけであったとしても、ウイルスを流すことができるため有効ですし、石け

んを使った手洗いはコロナウイルスの膜を壊すことができるので、更に有効です。手洗いの際は、

指先、指の間、手首、手のしわ等に汚れが残りやすいといわれていますので、これらの部位は

特に念入りに洗うことが重要です。また、流水と石けんでの手洗いができない時は、手指消毒

用アルコールも同様に脂肪の膜を壊すことによって感染力を失わせることができます。 



藤華祭校内活動場所一覧 

4F 

 3－C、ホール……クイズ PJ 発表         降りるとき 

 3－B……昼食会場⑤               西側階段を使って 

 音楽室……エンディング PJ 控え          ください。 

 生徒会室……藤華委控え 

3F 

 2－C、ホール……附属の学び PJ 発表           昇るとき 

 2－B……昼食会場④                   東側階段を使って 

 多目的室……D 組即売＆教室発表             ください。 

2F 

 1－C,ホール……全体参加 PJ 発表 

 1－B……美術部展示発表 

 調理室、被服室……バザー会場 

1F 

 技術室……ステージ A・BPJ 控え 

 美術室……ステージ C・オープニング控え 

 小中学校ランチルーム……昼食会場①② 

 実習生室……昼食会場③ 

 



昼食会場について 

 

 今年の藤華祭では新型コロナウイルス感染拡大の影響により奇数・偶数の 2 グル

ープに分かれての行動となります。また昼食はさらに複数に分かれての食事とな

るのでこの紙で別れ方の確認をしていてください。 

 

昼食会場①(小学校ランチルーム) 

奇数グループ 

 エンディング PJ、全体参加 PJ、体育館装飾 PJ 

偶数グループ 

 エンディング PJ、ステージ APJ、昼食場所装飾 PJ 

 

昼食会場②(中学校ランチルーム) 

奇数グループ 

 ステージ APJ、ステージ CPJ、広報 PJ、藤華委 

偶数グループ 

 ステージ CPJ、広報 PJ、藤華委 

 

 

 

 



昼食会場について② 

 

昼食会場③(実習生室) 

奇数グループ 

 玄関・一階装飾 PJ、昼食会場装飾 PJ 

偶数グループ 

 玄関・一階装飾 PJ 

 

昼食会場④(2-B 教室) 

奇数グループ 

 ステージ BPJ(全員) 

偶数グループ 

 全体参加 PJ、体育館装飾 PJ、オープニング PJ 

 

昼食会場⑤(3-B 教室) 

奇数グループ 

 オープニング PJ、クイズ PJ、附属の学び PJ 

偶数グループ 

 クイズ PJ、附属の学び PJ 

  

 



藤華祭によせて                  附属札幌中学校校長 萬谷隆一 

 

いよいよ藤華祭が今月末に迫ってきました。待ち遠しい人も多いことでしょう。プロジェクトで、準備に忙

しいことと思います。 

日本国民なら誰しも、「中学校・高校時代の思い出は？」と尋ねられれば、修学旅行に並んで、やはり「文

化祭」と答えるでしょう。長い時間をかけて、クラス全員でひとつのものを創り上げることが、何物にも代え

がたい経験となるのでしょう。また分担を決めて、さまざまに思いを巡らせて企画を全員で考え尽くし準備を

して臨む文化祭は、たいへん貴重な体験となるでしょう。 

私の中学校・高等学校での文化祭の思い出も、やはり忘れることができないもので、中学校では、地域の町

内行列があり、あんどん・山車（だし）作りに、それこそ寝食を忘れるほどに没頭しました。友らと自宅に作

成工場を作り、「お城」のあんどんを作りあげました。いよいよ完成し、学校近くの町内のパレードに出発！

殿様と家来のコスチュームを着て、皆で意気揚々と歩きました。しかし、城の設計施工が悪く、行程の途中で、

徐々に城が崩れてゆくのが悲しい思い出でした（涙）。 

 大学時代にも文化祭があり、私は、その時「実行委員会」の一員でした。各種の企画は、大変盛り上がって

いました。しかし、一部の企画担当者のマナーが悪く、時間は守らないし、会場教室が汚されてしまったり、

たいへん困惑したという経験もありました。楽しい行事の裏で、多くの人が黙々と役割を果たし、支えている

ことも、ぜひ忘れないでほしいことです。 

 いずれにせよ、藤華祭は、必ずや、皆さんの思い出に残る青春の 1 ページになります。 

何もとらわれのない中で、自由な発想で発表、作品を、皆で創るプロセスはこの上もなく素晴らしい思い出に

なるでしょう。 

私たちの毎日には、「定型」と「創造」があります。決まったパタンに従って、何も考えずに淡々とこなす

営みと、ゼロから発想し、創りあげてゆく営みです。 

藤華祭は、もちろん後者。 範はありません。己の中にあるものを探し、形にしてゆくのです。そのプロセ

スは、産みの苦しみがつきまとい、答えはありません。しかし、「何を表現しても良い」ことは、なんと嬉し

いことでしょうか。型にはまらず、自由に発想し、真っ白なキャンバスに筆を走らせるように、創造していっ

てください。 

 

発想が宙、方法も宙、結果は無限大。 

 

 

 

 

 

 



 

第９回藤華祭「宙」の開幕へ向けて 

役員会会長  郡司 さやか 

 

  待ちに待った藤華祭の開幕がもう目の前まで来ています。皆さんは今、どんな気持 

ちでいますか。緊張や期待、喜び…様々な気持ちで藤華祭を迎えようとしているので 

はないでしょうか 

 

 今年度は、これまでとは違った環境下での PJ 活動となり、思い通りにいかないこと 

がたくさんあったと思います。しかしこのような状況であったからこそ、「コロナなん 

かに負けない！絶対に藤華祭を成功させる！今までに考えもしなかったことをやる！」という思いで頑

張ってきたのだと思います。 

 

  第９回藤華祭テーマ「宙」。このテーマには、よき伝統を引き継ぎつつ、「宙」のように限りない豊富

なアイデアを集結させ、より素晴らしくより新鋭な学校祭を創り上げよう、という皆さんの思いが詰ま

っています。そういう思いが、実際の PJ 活動で多く見られたのは言うまでもありません。3 年生に限ら

ず、１・2 年生も多くの意見をあげており、一人一人が積極的に参加していました。これから始まる藤

華祭では、附中生全員の思いが形となったものを見ることができます。すごく楽しみですね！！ 

  さあ、第９回藤華祭「宙」が開幕します。第 73・74・75 期生の私達らしい最高で最強の藤華祭を創

り上げましょう 



 



 

 



 

 



 

 



 

 





 



 



MEMO 

 今年の藤華祭は昨今の事情によりこれまで経験したことのないものとなってしまいました。しかし附中生

のみなさんはそんな中でも今日という日のために頑張ってきました。きっとこれまで以上のものができたは

ずです。このページはこれまでの頑張りの集大成である学祭をいつまでも憶えていて欲しいと思い作りまし

た。ここに書き込んだことをまたいつか眺めて、この藤華祭を思い出してくれたら嬉しいです。 

 



 

第九回藤花祭テーマソング 

スターライトパレード／SEKAI NO OWARI 

作詞 深瀬 慧 

作曲 中島 真一 

 

Welcome to the “STARLIGHT PARADE” 

星が降る 眠れない夜に 

もう一度 連れて行って あの世界へ 

 

眠れない僕たちは いつも夢のなか 

太陽が沈む頃 僕らはまた一人だね 

僕の一つの願いは 綺麗な星空に 

また消えていくんだ 

 

Welcome to the “STARLIGHT PARADE” 

星が降る 眠れない夜に 

僕たちを 連れて行った あの世界 

Please take me the “STARLIGHT PARADE” 

星が降る 眠れない夜に 

もう一度 連れて行って あの世界へ 

 



時間が止まったような あの夜も 

笑ってた君は もうここには いないんだね 

聖なる夜に“world requiem”を謳うと 

星に願うんだ 

 

Welcome to the “STARLIGHT PARADE” 

星が降る 眠れない夜に 

僕たちを 連れて行った あの世界 

Please take me the “STARLIGHT PARADE” 

星が降る 眠れない夜に 

もう一度 連れて行って あの世界へ 

 

Welcome to the “STARLIGHT PARADE” 

星が降る 眠れない夜に 

僕たちを 連れて行った あの世界 

僕たちは 探していくんだ 

夜空の星が 射す方へ 

もう君がいなくなった この世界で 

 

それはまるで僕たちの文明が奪った 

夜空の光の様に 



 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


