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１ ボーイスカウト活動（運動）とは 

ボーイスカウト活動は、１９０７年にイギリスで行われたキャンプから始

まりました。それは都会育ちの少年たちに夢と冒険を与えるすばらしいキ

ャンプでした。翌年の１９０８年、創始者ベーデンパウエル卿により、 

本格的なボーイスカウト運動がスタートしました。 

ベーデンパウエル卿は、イギリスの将来を担う立派な少年たちを育てよ

うというビジョンのもとに「スカウティング・フォア・ボーイズ」という

本を著し、少年たちに自然観察やグループでの遊びの楽しさ、すばらしさ

を教えました。これに魅せられた当時の少年たちは、野山を駆け回り、い

ろいろなことを学んでいきました。以来、ボーイスカウト運動は世界中に

広がりました。創立後まもなく日本にも伝わり、現在も変わることなく受

け継がれているのです。 

ボーイスカウト活動は、健全な青少年育成を目指した世界的な社会教育運

動です。少年たちの好奇心や探究心に答える活動を通して、心身ともにバ

ランスの取れた人格の形成をめざしています。 

ボーイスカウト活動の目的 

ボーイスカウト運動は、青少年がその自発的活動により、自らの健康を築

き、社会に奉仕できる能力と人生に役立つ技能を体得し、誠実、勇気、自

信及び国際愛と人道主義を把握し、実践できるよう教育することを目的と

しています。 

子どもたちにとって楽しく魅力的なプログラムに、五感をフル活用して取

り組む中で、体験することを通じて知らず知らずのうちに、自立に向かっ

て多くの大切なことを学んでいくのです。そうして「人格・健康・技能を

備えて、それを通じて社会に奉仕する」よい社会人に育てることを、「行う

ことによって学んで」いきます。 

ボーイスカウト活動の特徴 

① 年齢別のグループ 

ボーイスカウト活動では、それぞれの年齢に合わせて、 

また興味に合わせて、いろいろな体験ができるようになっています。 



 - 2 -

部門 年齢 

ビーバースカウト 小学校１年生から小学校２年生まで 

カブスカウト 小学校３年生から小学校５年生まで 

ボーイスカウト 小学校６年生から中学校３年生まで 

ベンチャースカウト 高校 1 年生から１８歳まで 

ローバースカウト １８歳から（大学生年齢）25 歳まで 

指導者 ２０歳以上 

 

② 「ちかい」と「おきて」の実践 

スカウトは自分自身に対して、神（仏）・国・ボーイスカウト運動への務

め、社会・仲間への務め、そして自分自身への務めについて、自分のベス

トを尽くすことを「ちかい」ます。そして「おきて」をまもり、自分の行

動を律することを、スカウト運動の基盤としています。 

③ 班制教育 

子どもたちの自然な集まりである 6～7 人の班(組)での活動が基本です。 

� 遊びの仲間により作られた、異なる

年齢の集団 

� 全員が明確な役割を分担する班（組）

＝自治のグループ 

� 仲間の一人にリーダーシップを取ら

せ、指導力と責任感を養成する場所

になります 

④ 進歩制度 

進歩制度は、子どもたちによりよく成長して欲しいという大人の願いと、

楽しいこと、面白いことをいつも何かしていたいという子どもたちの希望

との両方を満足させるために取り入れられています。 

信仰とたしなみ、健康と安全、技能と野外活動、社会生活、スポーツ、文

化・趣味といった各分野で、子どもたちが必ず身につけるべき共通のもの

（修得課目）と、各個人の得意な技能や興味を伸ばすもの（選択課目）が

あり、活動を通じて課目の修得に努力して行きます。 
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修得課目が各学年に合わせて設定されているのに対して、選択課目 

（カブ部門ではチャレンジ章、ボーイ部門ではターゲットバッジ）は学年

に関係なく、各自の興味や特技に従って選択し、技能を修得していきます。 

修得すると、仲間の前で記章（ワッペン）が授与・表彰されます。 

これにより子どもたちのやる気を引き出していきます。 

⑤ 野外活動 

単なる戸外での活動ではなく、もっと広いもっと大きな大自然から学ぶこ

とで、人知を超えた力を感じ、信仰が芽生え育っていくこと、信ずること

ができる絶対的なものを持てるようになっていきます。 

⑥ 行うことによって学ぶ 

地域清掃活動や募金・慰問活動を通じ社会と関わることで「人の役に立ち

たい」という気持ちが芽生え、よき社会人となるためのふるまいが自然と

身についていきます。 

また、団体活動を通じ「時間を守る」「忘れ物をしない」「整理整頓を心が

ける」などを意識する場面が多く、「身辺自立」への気持ちが自然と育まれ

ていきます。また、活動を継続していくことで「体力」はもとより、「協調

性」「忍耐力」「思考力」「リーダーシップ」など幅広い力が身についていき

ます。 

⑦ 大人の支援 

各世代にあわせて、指導者・保護者が活動をサポートしていきます。 

サポート方法、スカウト技能についての大人向け教育も充実しています。 

ビーバースカウト カブスカウト ボーイスカウト 

   

大人と一緒に遊ぶ 大人にリードしてもらい

ながら、自分達で決める 

自分たちで決め、 

大人に認めてもらう 
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ボーイスカウトの組織 

各世代の「隊」は、地域や支援団体単位での「団」に所属して、 

団をサポートする「育成会」に支えられながら活動しています。 

「団」は近隣の団と共に「地区」に、「地区」は各県ごとの「県連盟」、「県

連盟」は「日本連盟」に所属し、「日本連盟」は「世界スカウト機構」の一

員として活動しています。このような組織の中で、地域に根差した 

活動と、世界につながる活動を両立しています。 

スカウト達は団の中で縦のつながりを持つと同時に、成長に伴ってどんど

んと活動のフィールドを広げ、仲間のネットワークを広げていきます。特

にボーイ隊以上になると、ジャンボリー（スカウトの大会）への参加や、

海外派遣プロジェクトへの参加等、通常の学校生活では体験できない、 

スカウトならではの経験をすることができるようになります。 
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２ カブスカウトって？ 

カブスカウト活動の始まり 

イギリスにおいて、【スカウティング・ 

フォア・ボーイズ】が飛ぶように売れて、少年

たちの熱望によって始まったボーイスカウト

運動ですが、ボーイスカウト年齢に達しない大

勢の子どもたちが、創業者ベーデンパウエル

に「ぼくたちもいれてほしい」と頼みにきたり、

手紙を書いたりしました。少年たちの熱心さに、

ベーデンパウエルは、その年齢の子どもたち

にあった活動を考えました。そのとき、教育の

専門家であるバークレイ女史の協力を得なが

ら、モンテッソーリの幼児教育を研究し、インドで親交のあったラジャー

ド・キップリングの「ジャングルブック」の物語をバックグラウンドにし

て、ウルフカブを創案しました。そして【ウルフ・カブス・ハンドバック】

を書き、これが今のカブスカウト活動の土台になっています。まさに、ボ

ーイスカウト運動もカブスカウト運動も、少年たちの自発的活動によって

生まれました。 

カブスカウト（隊）の活動 

標準的なカブスカウト隊は、６名程度の組×４組から構成されます。 

組はスカウトから選ばれた、組長・次長と、組員によって構成され、 

保護者から選ばれたデンリーダー(DL)が、常に組の活動を支援します。 

活動によっては、ボーイスカウト隊からデンコーチ(DC)がお兄さん・ 

お姉さんとして派遣され、良いお手本・憧れの存在になります。 

デン（組）とは、カブスカウト活動の中心で、動物の巣という意味を持っ

ています。隊（パック）は、隊長、副長、副長補、インストラクターによ

ってサポート（運営）されます。 

組の活動を基本とし、組同士が集まる事（＝隊活動）、その中で組ごとに

競い合う事で、一層仲間意識を高め、意欲をもやして参加することに 

より、活動の効果を高めています。 
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カブスカウトの進歩制度 

進歩（課程） 内容（年代） 

りすスカウト 新入隊時に、まずはカブスカウトとしての

ルールや仕組みを修得します。 

うさぎスカウト 小学校３年生 

しかスカウト 小学校４年生 

くまスカウト 

月の輪スカウト 

小学校５年生 

小学校５年生の１月から 

スカウトは、各課程のカブブックを履修します。カブブックは、家庭で行

うもの、集会で行うものに分かれていて、家庭と隊で履修確認サインをす

るようになっています。 

くまスカウトは５年生の１月になると、ボーイ隊への上進の準備のため、

月の輪章をつけ、ボーイ隊初級の課目に挑戦します。 

カブスカウトのやくそくとさだめ 

カブ隊には、カブスカウトのやくそくがあります。 

世界中のカブスカウトは、仲間に共通した精神を、それぞれの言葉で表現

して、みな同じことをやくそくしています。 

＜やくそく＞ 

� ぼく（わたし）はまじめにしっかりやります。 

� カブ隊のさだめを守ります。 

＜さだめ＞ 

１. カブスカウトは、すなおであります。 

２. カブスカウトは、自分のことは自分でします。 

３. カブスカウトは、たがいに助け合います。 

４. カブスカウトは、おさなきものをいたわります。 

５. カブスカウトは、すすんでよいことをします。 

＜モットー＞  ＜スローガン＞ 

いつも元気！   日々の善行 
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カブスカウト（隊）のプログラム 

カブ隊のプログラムは以下の目標にそって組み立てられています。 

・ 神（仏）をうやまい、自分への責任を認識させる 

・ 自然に親しみ愛護する心を育てる 

・ 小グループの中で、相互に影響し合う機会を提供する 

・ 所属意識を伸ばし、目的を達成した時の充実感を感じさせる 

・ 自ら考えを判断し、決断する力を養う 

・ 健康と安全について認識させる 

・ 好奇心と冒険心を満足させる 

・ 体の動きを高め、創造力を伸ばす 

・ 体験を通じて学ばせる 

・ フェアプレイの精神と正義感を養う 

・ 愛と感謝の心を育てる 

隊リーダーが立案するプログラム（隊集会と組集会）を通じて、家庭で履

修しようとする意欲を刺激したり、グループでなければ実践・体得したり

することができない活動を行っています。 

カブスカウトの選択課目「チャレンジ章」 

カブ世代の子どもたちの生活の幅を広げ、個性を伸

ばすのに役立たせるものとして、「できた」ことが実

感でき、継続して「やる気」を起こさせるような「社

会生活」「自然と野外活動」「技術」「スポーツ」「文化・

趣味」の 5 区分・40 課目が用意されています。130

団では例年、40 個全部を制覇した「スーパーカブ」

が数名誕生！背中までびっしり貼られたワッペンは

壮観です。 

＜チャレンジ章の例＞ 

社会生活 自然と野外活動 技術 スポーツ 文化・趣味 

国際 ハイカー 写真博士 運動選手 料理家 
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３ ボーイスカウト横浜１３０団について 

3 ページ目にあるとおり、私たち横浜 130 団は、神奈川連盟横浜地区に

所属し、田園都市線の市が尾～青葉台～すずかけ台周辺を中心に活動を行

なっている団で、30 年にわたって活動しています。 

団によっては、宗教法人や学校法人が支援団体（育成会）となっていると

ころもありますが、私たちは特定の支援団体は持たず、保護者が主体とな

り、地域の方のご支援を得て運営している、地域密着型の団です。   

在籍・OB スカウトの小学校区（一部 近隣の団と重複しています） 

［青葉区］青葉台小、あざみ野第一小、あざみ野第二小、市ヶ尾小、 

榎が丘小、恩田小、桂小、鴨志田第一小、鴨志田緑小、鉄小、黒須田小、

嶮山小、さつきが丘小、田奈小、つつじが丘小、奈良小、奈良の丘小、 

東市ヶ尾小、藤が丘小、みたけ台小、もえぎ野小、谷本小 

［緑区］いぶき野小、霧が丘小、十日市場小、長津田小、長津田第二小、

新治小、三保小、山下小、山下みどり台小 
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主な活動拠点（*印の 3 か所は、地域の方のご厚意で貸して頂いています） 

 

地域外での主な活動拠点 

屋外活動からの学びを大切にしているボーイスカウト活動において、 

キャンプはそのすべての要素を含む学びの宝庫です。130 団カブ隊では原

則年 3 回のキャンプを、下記のような施設で行っています。 

＜春・秋：1 泊 2 日＞ 

・くろがね青少年野外活動センター  ・三浦ふれあいの村 

・三ツ沢公園青少年野外活動センター  ・愛川ふれあいの村 

・こども自然公園青少年野外活動センター ・足柄ふれあいの村 

＜夏：3 泊 4 日＞ 

・国立信州高遠青少年自然の家 ・山梨県立八ヶ岳少年自然の家 

・静岡県立富士山麓山の村  ・他 近隣キャンプ場 



 - 10 -

活動について 

130 団カブ隊は、組集会・隊集会・団行事など概ね月に２～３回程度、

原則日曜日に活動しています（半日～1 日：キャンプ等は除きます）。 

また年に数回、地区や県の行事にも参加します（これらも原則日曜日）。 

保護者の役割・責務 

ボーイスカウト活動は、保護者も共に楽しみながら学ぶ教育運動です。

130 団カブ隊では、保護者の皆様に以下の役割・責務を担って頂きます。 

① カブブックへのサイン 

家庭で行う課目について、保護者の皆さまにスカウトへの働きかけをお

願いしています。また履修した課目についてスカウトと情報共有し、会

話のきっかけとなるよう、カブブックにサインをして頂いています。 

② 活動への参加 

スカウトの自主性を引き出すため、活動中は直接お子様と接することを

控えて頂いておりますが、プログラムによってはご参加頂いて、他のお

子様を含めたサポートをお願いしています。 

③ カブ連絡・育成会連絡、出欠・遅刻の連絡 

カブ隊の活動に関する連絡（カブ連絡）と育成会関係の連絡の受信、及

び活動への出欠・遅刻等の連絡を、本人の代わりにお願いしています。 

④ スカウトの持ち物記名 

特に制服類は全員同じものを使っていますので、記名（目印でも OK）

の徹底をお願いしています 

⑤ 育成会員として、団行事への奉仕（バザーや餅つきなど） 

年に数回バザーや餅つきなどの団行事を行っています。これらは活動Ｐ

Ｒや活動資金を得る場として、また、子どもたちの育ちに必要な「大き

な家族」となるべく、保護者同士の絆を強めていく場として開催されて

おり、保護者の皆さまの積極的な参加をお願いしています。 

⑥ 研修への参加 

子どもたちの学びをより深めるため、活動を理解するための基本的な講

習会「ボーイスカウト講習会」に、各家庭一人以上参加頂いています。 
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⑦ ＤＬ・みどり委員・隊リーダー・育成会役員・団委員としての奉仕 

当団は保護者の方々で運営されています。新入隊の保護者の皆さまにも

活動に慣れて頂いた後、これらの役務を分担して頂きます。 

特に DL（デンリーダー）は組（デン）の保護者役ですので、カブスカウ

トの保護者の中から選任しています。 

一見すると保護者の負担が非常に多いように見えるかもしれませんが、

「わが子を、周囲の子どもたちと一緒に育てることが、より教育効果をあ

げられると思う」、「わが子の成長に無関心だったり、子育てをひとまかせ

にしたりするのではなく、異年齢集団の中のわが子がどう成長していくか

を見守りながら、その成長をともに喜んでいける」、そして「自分の大切な

子どもと同じくらい、どの子も大切であることを知っている」保護者であ

れば、きっと楽しく活動していただけますので、ご安心ください。 

これらの役務は、特殊な才能のある人でなければできないようなものでは

決してありません。入隊後、隊長から着任を打診されました際には、 

ぜひ、快くお引き受けいただきたいと思います。 

持ち物（ 士

さむらい

道具） 

毎回の活動では基本的に以下のものをリュックに入れて持参します。 

（下線のものは隊から入隊時にお渡しします）リュックは BS 純正の 

「ハバザック」がおすすめですが、お手持ちのものでも OK です。 

カブブック（各学年用）・チャレンジ章ブック・カブ歌集・ボーイ歌集・

ロープ・ノート 2 冊・筆記用具・雨具・ヒップトーン（地面に座る際の下

敷き）・軍手・タオル・ハンカチ／ティッシュ・水筒（中身は必ず「水」） 

その他入隊時に用意するもの 

隊で用意するもの（入隊時にお渡しします） 

[持ち物] 

・チーフ（スカウト用１枚、保護者用１枚）・チーフリング 

[記章類]（制服に縫い付けます） 

・所在地章（ＹＯＫＯＨＡＭＡ）・県名章（神奈川）・団号章（１３０） 

・りすバッジ・組章・ステップ章 
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個人で用意するもの 

・制服（半そで上着、半ズボン） ・カブキャップ（帽子） ・ベルト 

 （これらはレンタルも可能です。ご相談ください） 

・たすき  ・カブストッキング（＝靴下：キャンプ時などに備え２足） 

・ハバザック（リュックサック） ・他、前述の[持ち物]を参照下さい。 

４ 費用について 

130 団は、保護者と地域の皆さんのボランティアで運営しておりますの

で、それぞれの隊が活動するための資材費・交通費・記章などの実費、キ

ャンプのための積み立てなど、最低限度のみの費用負担をお願いしていま

す。他の活動や習い事などと比べて頂いても、比較的少ない費用のご負担

で済むことがおわかりいただけると思います。 

＜活動費（年額）：年 3 回の分納＞ 

隊費 18,000 円 

各隊の活動費実費です。 

（ビーバーは 12,000 円） 

育成会費(１家族)* 13,200 円 

団の運営や備品の購入、指導者養成、

及び各隊がキャンプ・遠征する際の

補助等に使われます 

日本連盟登録費 3,000 円 

各上位団体での行事費用や、指導者

教育の計画・実行に使われます。 

なお、日本連盟登録費には、活動中

の事故に対する傷害保険料が含まれ

ます 

神奈川連盟費 1,000 円 

横浜地区費 1,200 円 

臨時隊費 約 15,000 円 

年 3 回のキャンプの際、不足分を 

追加徴収することがあります 

計 約 51,400 円 （約 4,300 円/月） 

年度途中入隊の場合は一部減額 

＜入隊時諸経費＞ 

ネッカチーフ代 3,000 円 2 枚分（本人＋保護者） 

スカウト会館費 2,000 円  

入団費(１家族)* 7,000 円  

制服等 BS 用品 約 11,500 円 レンタルあり 

その他用品 約 5,000 円 手持ちのものでかまいません 

計 約 28,500 円  

*印の 2 項目については、兄弟で入隊される場合、上の子のみのご負担となります。 
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５ 先輩保護者の声 

130 団で活動するスカウトの保護者の声を集めました。 

入隊をご検討いただく参考になれば幸いです。 

� 入隊して５ヶ月になります。毎週日曜日になると「今日は行く日？」と

聞き、活動日じゃないと知ると、がっかりするほど楽しみにしています。

入隊当初は、隊列から離れるなどなかなか団体行動が取れませんでした

が、お兄さん・お姉さんに混じり活動をするうちに、自然と身について

きました。親としてその目を見張る成長ぶりに喜びを噛み締めつつ、入

隊させて本当に良かったなと実感しています。 

（男子小学生のお父さん） 

� 娘はとてもマイペース。「集団行動が出来るように」と入団しました。

小さな弟妹もおり、同伴する事に最初は不安がありましたが、弟妹組で

絵本を読んだり、たまには活動に参加したりもして家族で楽しめていま

す♡ 

また、隊の「自分の子でなく他の子に注意する」という方針は子どもも

素直に注意をきけ、親もイライラせずに済んでいます。おかげで活動を

楽しみながら、自然に集団活動が出来るようになってきたと感じていま

す(*´∀`*) 

（女子小学生のお母さん） 

� 息子の入隊をきっかけに、親である自分もリーダーをしています。子ど

もたちとの関わりの中で、ボーイスカウト活動はただ楽しいだけの活動

ではないことに気付きました。仲間との助け合い、慈しみ、規律、この

活動には社会で必要なこと、自然の中で強く生きていくこと、様々な要

素が組み込まれていることがわかりました。 

毎回親子でボーイスカウトの活動に行き、帰って来たら二人で活動の振

り返りを楽しく話しています。 

（男子小学生のお父さん） 

� 散らかし放題の男児でしたが、活動で身につけた整理整頓力で自室はい

つも快適な環境に。ご飯を炊く、簡単な料理、皿洗い、洗濯、縫い物な

どが抵抗なくできるため、私も一安心。仕事にも出やすくなりました。 

隊活動では、「報・連・相」はもとより、後輩への指示の出し方、組織
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のまとめ方も経験させていただき、社会に出る準備が一つずつ整ってき

ていると実感しています。上下関係をわきまえ、敬語もバッチリ。入隊

してよかったです！ 

（男子中学生のお母さん） 

� ネット社会で人と人との関わりが希薄になっている今日、大自然の中、

寝食を共にし、成長できる場は貴重です。仲間と汗を流し協力しあう大

切さ、人のために尽くす尊さなど多くの学びが得られます。息子は、リ

ーダーや先輩に対し感謝の思いを抱きつつ、後輩に対する自分の役割も

考えながら頼もしく活動中。多くの仲間と出会い、友情も育めました。

絆を深め、大きな力を得ていくスカウトたちは、常に自信に満ちた表情

をしています。 

（男子高校生のお母さん） 

� ボーイスカウト活動では様々な人との出会いも大きな魅力です。娘はベ

ンチャー隊になると横浜地区カラーチーム、韓国・台湾スカウトとの交

流プログラム、韓国ホームステイ、日本や世界のスカウトと活動するジ

ャンボリーなどに参加し、スカウト仲間との交流がどんどん広がってい

きました。海外スカウトとも SNS で連絡をとり合い、遊びに行きまし

た。三月にはタイとカンボジアのスカウトを訪ね一緒にアンコールワッ

トを見学する予定です。 

（女子大学生のお母さん） 

 

スカウトたちの笑顔が一番の証拠です！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご不明な点はお問い合わせください  

kabutaichou130@yahoo.co.jp 隊長：坂口まで 


