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第７３回水口高校鹿深祭（学園祭）の実施につきまして（お知らせ）
猛暑の候 保護者の皆様にはますますご健勝のこととお喜び申しあげます。
平素は、本校の教育活動に格別のご理解・ご協力を賜り、誠にありがとうございます。
さて、７月初旬に実施を予定しておりました「第７３回水口高校鹿深祭」につきましては、新型コ
ロナウイルス感染症の影響により、延期しておりましたが、下記要領、および、別添プリント「第７
３回鹿深祭について（概要）」ならびに「令和２年度水口高校学園祭実施のための『ガイドライン』
（確定）」に記載しました要領により、規模を縮小し、８月下旬に実施することといたしました。
新型コロナウイルス感染症への警戒、熱中症への心配をはじめ、第３学年の進学や就職試験が近づ
いてくることなど、様々な懸念要素はございましたが、学校行事の持つ教育力の大きさ、本年度はこ
れまで多くの学校行事や部活動の大会が失われたこと等も考えあわせ、授業だけでは培うことのでき
ない大切な力、学校行事を通しての見えない力の育成を大きな目的に、実施の決断をいたしました。
つきましては、「令和２年度水口高校学園祭実施のための『ガイドライン』（確定）」を特別に作
成し、準備期間、当日ともに、具体的な留意事項や安全対策のガイドラインを設け、新型コロナウイ
ルス感染症、熱中症、食中毒をはじめとした危険因子に対し、万全の対策を立て、お子様方の安心・
安全を最優先に対応していくことを考えております。
保護者の皆さま方には、別添プリント「第７３回鹿深祭について（概要）」ならびに「令和２年度
水口高校学園祭実施のための『ガイドライン』（確定）」をご覧いただき、本校の学園祭への取組み
に対しまして、格別のご理解を賜りますよう、よろしくお願いします。
あわせて、夏季休業期間中および土曜日に設定しております合計２０日間の授業日に関しまして
も、新型コロナウイルス感染症対策、熱中症対策、食中毒対策はもとより、お子様方の負担が過重と
なっていないか等を常に配慮してまいりますので、何卒、ご協力のほどをお願いいたします。
記
【学園祭日程等】
○準備期間（日曜日を除く、２９日（土）は授業日で登校）
８月２６日（水）～８月２９日（土）
：４日間（各日：授業および準備を行う）
○学園祭（当日）
８月３１日（月）
：１日間
◆なお、
「ガイドライン」にもありますように、８月２６日（水）朝の時点で地域の新型コロナウイル
ス感染レベルが２以上の場合、学園祭は中止とし、２学期始業式で生徒の皆さんにお伝えします。
◆地域の新型コロナウイルス感染レベルの詳細については、滋賀県のホームページをご覧ください。
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第７３回水口高校鹿深祭について（概要）
鹿深祭の目的
○ 生徒自身が考え、充実した学校生活を創造することと、生徒の主体性を育む。
○ 集団行動を通して、学校やクラスへの帰属意識を高め人間関係の形成や協調性を育む。
鹿深祭の公開と情報管理について
○本年度は一般には非公開とする。そのため、感染症対策の観点から、内容を休校中の映像授業のように配
信したり、後日ＤＶＤを作成し、配布したりする。
○鹿深祭準備期間は授業時間帯であるため、携帯電話等ならびに教員が特別に認めた機器は、許可証を出し
た上での使用を認める。
鹿深祭のテーマ
○現在、生徒会執行部にて検討中
鹿深祭のクラス編成
○従来の鹿深祭と同様、ブロック対抗制を基本的に適用する。ただし、ブロックアピールは実施しない。
（ブロックは、学年をクラスごとに縦割りし６色に分配した６つのブロックとする）
鹿深祭の活動時間
○準備活動は午後 6 時までとする。学年か担任の許可・監督があれば最大 7 時まで認める。
鹿深祭の日程 【準備から実施まで】（原則として 15 時に SHR、以後放課）
7 月 3 日（金） Ｔシャツ係担当決定→ブロック・色決定
7 月 14 日（火） Ｔシャツデザイン第１案締切
7月
日（ ） 1，2，3 年鹿深祭特設ＬＨＲ（演目）
8 月 26 日（水） 学園祭準備（PM）
8 月 27 日（木） 授業・学園祭準備
8 月 28 日（金） 授業・学園祭授業
8 月 29 日（土） 授業・学園祭準備
8 月 31 日（月） 学園祭当日（発表会 鑑賞）
9 月 1 日（火） 学園祭予備日（台風等による臨時休校があった場合のみ）
9 月 2 日（水） 学園祭予備日（台風等による臨時休校があった場合のみ）

☆映像制作
従来のブロックアピールから形態を変更し、短編映像の制作を行う。
・ブロックごとにテーマを決め、テーマに沿った内容でクラスごとの制作とする。
・映像は最大６分程度とし、内容はテーマに沿ったものであれば、演劇、ダンス等、自由とする。
ただし、団ごとに統一感のあるものにすること。
・ブロック全体での大まかな流れは３年生が担当し、１・２年生はそれに合わせて作成する。
また、１・２年生の制作にも３年生が「助言」という形で参加する。
・作品はクラスごとに撮影し、編集までを準備期間に行う。
・編集を担当する生徒の負担が増えることを避けるため、音楽を合わせるだけなどの内容とし、なる
べく簡単な編集で済むように計画すること。
・全員が必ずしも出演しなくてもよいが、撮影や裏方など、クラス全員に役割を持たせること。
・１学期中に企画案を完成させ、２学期にはすぐに準備・撮影に取り掛かれるようにする。
・準備などは基本的に教室など室内で行うが、必要に応じてグラウンドでの撮影も可とする。
その際、テントの設置ガイドラインに沿った形で行い、感染症、熱中症に注意しながら行う。
・８/３１の学園祭当日の発表会は鑑賞のみとし、体育館でスクリーンを使い、各団ごとに鑑賞する。
ただし、作品は発表会に審査についても行う。
・完成した作品は後日、ＤＶＤとして配布し、保護者の方にも見ていただけるようにする。

鹿深祭つくりもの
・ブロックＴシャツのデザイン
T シャツのデザインは従来の B４サイズ内の大判の版に加えて、10cm 四方のミニ版を追加します。
T シャツの胸部や背中、そで、などにブロック単位ならば自由に配置できます。
「手書きでの後加工」は認めません。
（業者プリント後、そのまま着用すること）
全体の会計について
・学園祭の準備金はクラスごとに管理をすることとし、生徒一人当たり 1000 円を学年会計から支出する。
（例：40 名クラスの場合準備金は 1000 円×40 人＝４万円）
※Ｔシャツ、ビニールシートなどは、生徒会より配布する。
絵具、筆などの道具類、大道具、小道具の材料などはクラスで購入すること。

☆鹿深祭の注意事項
・体育の授業時の服装、または、ブロックＴシャツ等、華美でないＴシャツを着用すること。
但し、本番撮影時においては異装を認める。
（異装にかかる費用は、それを着用する者の個人負担とする）
・練習中や観覧では、人の「密」を避けるよう注意する。
・各発表にて、差別的・暴力的表現や凶器の使用、誹謗中傷等を禁ずる。
・各発表のための制作物や作り物において「スプレー塗料」の使用を禁止する。
・いかなる場合も校舎壁部へのテープ等の貼り付けや絵具の塗布を禁ずる。
・校舎や公共物に手を加えることや、学校備品、校舎器材の使用を禁ずる。
・顔や腕など、身体へのペイントを禁ずる。
・異装したままの下校は禁止とし、規則違反の場合は来年以降の制服の貸し借り禁止等も検討する。
・準備期間中の生徒の買い出しは、感染症・熱中症予防の観点から行わないこととする。
代わりに企画案作成の時点で、必要な材料や道具をリストアップし、教員が買い出しを行う。
特別教室等の使用について
・熱中症予防の観点から、撮影場所として、各ＨＲ教室のほか、空調設備のある各階講義室６部屋、
第２CAI、セミナーハウス３部屋、大会議室、そのほか体育館、被服室、美術室などを活用する。
ただし、特別教室の使用の際は教員が監督することを原則に、使用の注意や片付け等の指示を行う。
また、必要に応じてグラウンドでの撮影も認めるが、テント等の準備の関係から企画の段階で報告を
行うこと。
準備期間について
・準備期間中は、原則として、３時間授業、３時間準備とする。
新型コロナウイルス感染症対応としての進路・学力保障の観点、時間の効率的活用等の観点から、
３時間ごとにクラスを分け、前半３時間を授業、後半３時間を準備に充てることも検討する。
・活動時間は授業と同じく、１コマ 45 分・休み 15 分とし、活動中にも必ず１回以上の水分・塩分補給
等の休憩を入れる。
審査基準について
・テーマに沿ったものになっているか。テーマに合わせたメッセージ性のあるものとなっているか。
・団内での統一のとれたものになっているか。３学年でまとまった内容となっているか。
・笑いを取るだけの内容となっていないか。
・公序良俗に反した内容となっていないか。
・
（過度な編集となっていないか。
）
・その他
文化部の展示・発表について
・文化祭は文化部の大切な発表の場であることから、昨年度までの文化祭で行っていた文化部の発表を
行う。ただし、当日のパフォーマンスは行わず、作品の展示のみとする。
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令和２年度水口高校学園祭実施のための「ガイドライン」
（確定）
■行事の概要
【日 程】
１学期：１学期中に学園祭企画のための特設ＬＨＲを確保し、企画書を作成し、準備を進める。
準備日：8 月 26 日（水）
、27 日（木）
、28 日（金）
、29 日（土）
※授業と学園祭準備を並行しながら、準備で効率よく進めていく。
本 番：8 月 31 日（月）
※準備日、本番の間に台風等による臨時休校があった場合のみ、９月２日（水）を最大延長
として延期する。
【内 容】
・例年のような３学年の団の形態をとると「密」が懸念されるため、
「テーマ」は３つの縦の学
年で共有するが、学級単位での活動とする。
・例年の「ブロックアピール」は実施しない。
※詳細は、生徒会担当作成「第 73 回水口高校鹿深祭について（概要）
」参照
（１）開催の有無等に関するガイドライン
①県教育委員会から、新型コロナウイルス感染拡大による学校行事等の自粛の指示などがあっ
た場合は、学園祭は実施しない。
②地域の新型コロナウイルス感染レベルがレベル１の時のみ実施。レベル２以上で中止とする。
③熱中症対策として、準備日、本番ともに、会場（体育館）の気温が３５度を超えたとき、活動
は休止または中止とする。屋外での活動も同様の基準とする。
④イベント開催の目安（8 月 1 日以降）屋内：収容率５０％以内人数上限なし。
屋外：十分な間隔（できれば２ｍ）人数上限なし。
（２）実施にあたって行うべきこと
①保護者へ通知文を作成し、１学期中に生徒を通して配布し、保護者の理解を求める。
②学校医に実施内容の詳細を予め連絡しておき、実施のための留意事項等のアドバイスを得る。
③１学期中（できるだけ早期に）には、各学級において「企画書」を作成、必要な準備物の手
配等を行い、実施にあたっての留意事項を共有する。
（３）準備期間中、当日の留意事項
①新型コロナウイルス感染症対策として、本年度学園祭は「無観客」とし、保護者、地域住民、
卒業生の参観はご遠慮いただくこととする。
②準備期間中および当日は授業時間中であるため、携帯電話等ならびに教員が特別に認めた機
器は、許可証を出した上での使用を認める。
③当日の各学級の演技等を動画で配信し、スマホ等でリアルタイムに閲覧できるよう検討する。
④実施内容をＤＶＤに編集し、１人１枚ずつ、あとで配布し、保護者も見られるようにする。
（４）開催に向けての安全対策
○熱中症対策

①時間帯は午前中実施とし、熱中症対策を十分に行う。
②日陰、涼の確保された準備場所と発表会場を設定し、随時、教員が巡視を行う。
③期間中の服装は、体操服や華美でないＴシャツとする。
④休憩時間を十分に確保するよう、時間割を組む。
⑤活動時間は１回４５分以内とし、最低１５分の休憩を取る。
⑥屋外での活動の際は、帽子を着用し、適宜水分・塩分の補給をする。
○感染症対策
①期間中も健康観察を継続して行い、以下の事項に該当する場合は自発的に参加を見合わせる。
・体調がよくない場合。
（例：発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合）
・同居家族や身近な知人に感染が疑われる人がいる場合。
・過去 14 日以内に政府からの入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等へ
の渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合 ※特に夏季休業中の動静に注意。
②保護者本人から感染の不安により参加を控えたい旨の連絡があった場合は、参加を強制せず、
意向を尊重すること。その際は、
「出席停止」の扱いとする。
③原則マスクを着用すること（撮影時、運動時は外してもよい）
。
④こまめな手洗いや洗顔をする。
⑤作業時も人との距離を保つ（できれば 1 メートル以上）。休憩時間中もお互いの体が接触す
るような遊びや接触は行わない。
⑥大きな声で発生をしない。声を出す際は、２メートル以上離れるか、マスク（フェイス・シ
ールド）を着用する。また、できるだけ対面の状況を避ける。
⑦屋内において多数の生徒が集まり呼気が激しくなるような運動や大声を出すような活動は
避ける。
⑧器具・用具の共用を避ける。共用する際は、使用前後の消毒と手洗いをする。
⑨食べ物はシェアせず、給水用のボトルやコップ、タオルの共用をしない。
⑩使用した教室等の清掃と消毒を毎日行う。
⑪屋内では十分に換気をする。エアコン使用の場合は１時間ごとに 10 分間窓を全開にする。
⑫ごみはゴミ箱に捨てる。飲みかけの飲み物を放置しない。
⑬水分補給以外の飲食は、時間を守って行い、距離を取って対面を避け、会話は控えめにして
食事をとる。
○食中毒対策
①食中毒対策とて、弁当の食材は腐敗しにくいものにするよう連絡しておくとともに、保冷材
の使用を呼び掛けておく。
②教室のエアコンは終日運転し、冷涼な環境を保ち、弁当は教室に置きできるだけ早く食べる。
参考資料
・6／26 高体連： 滋賀県高等学校夏季体育大会の実施について
・6／16 文科省：学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル Ver.2
・6／11 県教委：学校における新型コロナウイルス感染症対策と学校運営に関するガイドライン
・6／１ 県教委：各教科の学習および学校行事、部活動における留意事項について
・5／14 スポーツ協会：スポーツイベントの再開に向けた感染拡大予防ガイドライン

