
対象 

小学校就学直前（１月）から小学２年生（１２月）ま

で。 

活動目標 

ビーバースカウトの活動目標は、遊びを通じて幼

児期の自己中心的な生活から脱却し、社会のルー

ルや人とのコミニュケーションを体験することで、基本

的生活技能や表現力を身につけることです。そのた

め、この年代の特性や成長をふまえて、主に次の３

つのことをねらいにおいて活動します。

活動内容 

ビーバー部門ではその年齢特性に合わせて考え

られたプログラムを通して、あいさつをする、食べ物

の好き嫌いをなくす、自然の材料で遊び道具を作る

など、健康管理から生活の基本知識に至るまで幅広

い様々ことを学びます。その具体的な活動プログラム

としては、戸外や自然の中でのゲームやスポーツを

したり、自然観察やピクニック、社会見学などを体験

します。またチャレンジ目標として《生活・健康・自然・

社会・表現》の５つの進歩課目を設け、達成するとバ

ッジ（章）がもらえ努力や進歩が励まされます。 

活動は土曜や休日の余暇を利用して行われ、月１

回の全員が集まる隊集会を中心に、団、地区の行事

にもできるだけ参加します。このビーバー部門では

安全や生活面の配慮から、各集会にできる限り保護

者の方の参加をお願いしています。 

ビーバースカウトの最終的な目標点はその上のカ

ブ隊に上進することです。ビーバー年代ではできな

かった興味ある体験を得ることができます。 

発生費用 

・例年、1 回は遠方（舎営）に行くことがあり、個別に

参加費を徴収しています。また月々の集会におい

ても、隊費の内で処理できない場合や、付き添いの

方には、個別に最低限の参加費を徴収することが

あります。

月 プログラム 場所
9 入隊式 青少年センター

10 運動会 東宮グランド

芋掘り 市内農園

公園遊び 桑田公園

クリスマス会 青少年センター

お餅つき 山本農園

1 消防署見学 消防署

2 舎営 滋賀県　朽木村

3 ハイキング 竜王山

募金 JR・阪急茨木

体験入隊DAY 市役所前グランド

ビーバーカーニバル いましろ大王の杜

苺狩り 山本農園

6 グループパレード 万博

七夕工作 青少年センター

ハイキング 箕面

8 お別れ会 生涯学習センター

ビーバー隊の年間活動実績例　（2015年度）
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・みんなと仲良く遊ぶ。

・自然に親しむ。

・楽しさや喜びをわかちあう。



 

 

 

対象 

小学２年生（１月）から小学５年生（１２月）まで。 

活動目標 

「カブ（CUB）」とはかわいい動物の子供を意味しま

す。動物の子供はじゃれあったりしながら、狩りの方

法や自分を守ることを覚えます。すなわち、この部門

では、楽しく遊びながら、自分で考え、自分のことは

自分ですること、みんなでルールを作って仲良く遊

ぶこと、自然や社会とふれあうこと、などを活動目標と

しています。こうして、フェアプレイ、正義、忍耐、誠

実、友愛、協調、責任などを学び、自立心や創造力

を養います。そのために、カブスカウトは次の「やくそ

く」と「さだめ」を守ることにしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動内容 

学年の異なる者でグループ（組）組織をくみ、動物

にたとえてリス、ウサギ、シカ、クマと年齢区分してい

ます。活動範囲は地元地域を中心に、県外へ出か

けることもあります。集会を通じて、年齢に応じた様々

な一般知識や技能を始め、動植物の観察や気象、

天文などの専門知識を養い、その課目をクリアすると

チャレンジ章がもらえます。 

全員が集まる月１回の隊集会（土曜や休日の余暇

時間）以外に、その隊集会のための事前練習や準備

の場として、各組による組集会があります。この組集

会は隊の指導者ではなく組のお世話をしていただく

保護者の方（デンリーダー）が必要です。また活動に

よっては、宿泊を伴うものや遠方へ出かけることもあり、

ビーバー隊同様、集会にはできる限り保護者の方の

参加をお願いしています。 

カブスカウトの最終的な目標点はその上のボーイ

隊に上進することです。カブ部門で経験したことや学

んだことのその多くが次のボーイ部門の活動で生か

されます。 

発生費用 

・例年、夏の行事（舎営）については、遠方に行くこと

があり、また準備、運営にも費用が発生しますので、

個別に参加費を徴収しております。また月々の集

会（例えば、電車賃、記念品代、等）においても、隊

費の内で処理できない場合は、個別に最低限の参

加費として、徴収することがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月 プログラム 場所
上進・入隊式 青少年センター

スカウトの日 市民グランド周辺

10 ウオークラリー 万博記念公園

11 京都散策 京都

12 クリスマス会 青少年センター

1 もちつき 田中神社

ﾊｲｷﾝｸﾞ 天王山～柳田観音

ＢＰ祭 いましろ　大王の杜

3 サイクリング 茨木、吹田、摂津

緑の羽根募金 JR・阪急茨木

体験入隊DAY 市民ｸﾞﾗﾝﾄﾞ南

5 ミニ舎営 いわふね自然の家

ホタル観賞 西河原公園

ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞカー製作 青少年センター

7 料理 畑田コミセン

夏舎営 彦根荒神山

お別れ会 畑田コミセン

カブ隊の年間活動実績例　（2015年度）
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「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」 ・カブスカウトは進んで良いことをします。

・カブスカウトは自分のことを自分でします。

・カブスカウトは他の人を助けます。

・カブスカウトは幼い者をいたわります。

・カブスカウトはすなおであります。



 

 

 

対象 

小学５年生（１月）から中学３年生（３月）まで。 

活動目標 

ボーイスカウトの活動目標は「ちかい」と「おきて」

の実践です。名誉にかけて各自がこの目標に「ちか

い」をたてることから始まります。信仰を重んじ、他

人への援助、そして自己の心身を鍛えながら、日々

の行動すべてが、社会の模範となる様に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動内容 

ボーイスカウト運動全体の中心的な部門で、活

動に必要な技能や知識は、キャンプやハイクと言っ

た野外活動を通じて訓練し、「ちかい」「おきて」の

実践を目標に、ビーバーやカブ部門とは違った形

での規律や社会性、自主性等を遊びの延長線とし

て、体験学習していきます。またその活動範囲は広

がり、国内はもとより海外にまで及ぶこともあります。 

ボーイ部門の特長は、班制度と進歩制度にあり

ます。年齢の異なった者で構成されたグループ

（班）を活動の単位として、班長、次長といった役割

分担と協調性、責任感を持って行動します。また各

自がやり遂げた課題や興味あることの追求を、「進

歩」という形で奨励し、バッジ（ターゲットバッジ・技

能章）としてその成果を得ることが出来ます。 

集会としては、土曜や休日の月１回全員が集合

する隊集会以外に、班だけでの集会、章を取るた

めの講習会などがあります。保護者の方につきまし

ては、他部門同様にご協力願う事もありますが、思

春期とも言われるこの年代層の活動には、ビーバ

ーやカブ部門とは異なり、特に後方からのご支援、

ご協力をお願いしています。 

発生費用 

・隊独自の費用として「隊費」を徴収しています。

（実績：500円／月程度） 

・例年、夏の長期キャンプ等については、遠方に行

くことが多く、また準備、運営にも費用が発生しま

すので、個別に参加費を徴収しております。また

月々の集会（例えば、電車賃、キャンプの食事代、

等）においても、隊費の内で処理できない場合は、

個別に最低限の参加費として、徴収することがあり

ます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月 プログラム 場所
上進式 青少年センター

新入歓迎キャンプ 吹田野外センター

10 夜間ハイキング 伊丹方面

11 秋期キャンプ 箕面野外センター

団クリスマス会 青少年センター

隊望年（忘年）会 ボーリング場他

1 耐寒ハイキング 六甲山

2 冬期訓練スキー 福井県・今庄

サイクリングキャンプ 琵琶湖一周

緑の羽根募金 阪急JR茨木

4 ハイキング 菊水・鍋蓋山

5 CS合同キャンプ 交野いわふね

社会体験見学 堺・大仙公園

団グループパレード 万博公園

7 準備キャンプ 銭原野外センター

夏期長期野営（キャンプ） 福井県・三国海浜公園

備品整理と反省会 青少年センター
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ボーイ隊の年間活動実績例　（2015年度）

「ちかい」 1. 神（仏）と国とに誠を尽くしおきてを守ります。

1. いつも、他の人々をたすけます。

1. からだを強くし、心をすこやかに、徳を養います。

「おきて」 1．スカウトは誠実である。

2．スカウトは友情にあつい。

3．スカウトは礼儀正しい。

4．スカウトは親切である。

5．スカウトは快活である。

6．スカウトは質素である

7．スカウトは勇敢である。

8．スカウトは感謝の心をもつ。



 

 

 

対象  中学３年生（３月）から１８才まで。 

活動目標／内容 

この部門では年長スカウトとして今までの経験を

フルに活用して、行動計画の立案から実施、報告

までのすべてを行う実務的な能力を養います。自

発的な活動をベースに、幅広い視野（Look Wide）

を持ち、自分の行動に責任を持って活動を展開し

ます。 

ボーイ部門までの固定した班（グループ）での活

動とは異なり、実施計画するプロジェクト（目的）ごと

にメンバーを組んだり、または個人で実施すること

になります。プロジェクトの内容も固定的なものでは

なく、個人の技能や能力、興味に応じた様々なもの

を実施することができます。そのため、海外を含む

幅広い範囲が彼らのフィールドになります。このプロ

ジェクトを達成するとアワード（章）を獲得でき、日本

のボーイスカウト進歩制度の最高峰である「富士ス

カウト」に到達することができます。また活動の一面

として、他部門や地域社会への奉仕を実践するとと

もに、日常的にＲＳやＢＳの先輩後輩との接点をも

つことで、自己の目標や成長を知る機会にもなりま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象 

１８才以上～２５才まで。 

活動目標／内容 

青年として、大人として、そして自らを磨く活動と

して、奉仕活動や社交活動を、より積極的に、しか

も自発的に実践する部門です。また先輩としてのボ

ーイ、ベンチャーの指導的立場になり、自己能力の

追求や社会への奉仕などが活動の基本となります。

ボーイスカウト運動の最終目標である「よりよい社会

人」になるための最終段階でもあり、世の中の出来

事や自己を取り巻く環境、自分の進路、そしてこの

運動の活動意義などについて深く考え、悩み、乗り

越えることで、成人としての資質を身につけていき

ます。 

 

 

 

 

 

分野 プログラム 場所
大阪マラソン 大阪市内

国際女子マラソン 大阪市内

選抜高校野球大会 甲子園球場

遠征計画 屋久島

北海道プロジェクト 北海道内

フリーマーケット出店 茨木市内

登山 富士山

ベンチャーキャンプ 小豆島

地区スカウトフォーラム 地区内

ベンチャー隊の年間活動実績例

奉仕

隊活動

個人or
ｸﾞﾙｰﾌﾟ

ボーイ隊指導者奉仕 震災街頭募金活動

団・地区行事への主催・協力 海外行事（ｽﾀｯﾌ）参加

全国集会（ﾛｰﾊﾞｰﾑｰﾄ）参加 海外青年協力隊

ローバー隊の年間活動実績例




