出会いと体験の森へリーダーズキャンプ

実施報告書

第６期（平成２９年）
「出会いと体験の森へ」実⾏委員会
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「出会いと体験の森へ」実⾏委員会
⼈を育てるキャンプに携わる５つの団体が実⾏委員会を構成して事業を実施しています。⻘少年の健
全な育成を願い、協働事業を実施しています。

第６期実⾏委員名簿
公益社団法⼈ガールスカウト日本連盟

︓⿊⽥ 潤子

公益財団法⼈東京ＹＷＣＡ

︓柳下 史織、谷川 真理

公益社団法⼈日本キャンプ協会

︓依⽥ 智義、五⽉⼥ 真弓

公益財団法⼈日本ＹＭＣＡ同盟

︓有⽥ 征彦

公益財団法⼈ボーイスカウト日本連盟

︓福嶋 正己、大浦 秀樹、渋谷 健太郎

実⾏委員会開催履歴 会場︓ボーイスカウト会館
第１回 ２０１７年４⽉１９日（⽔）

第２回 ２０１７年６⽉２７日（⽕）

第３回 ２０１７年１０⽉５日（⽊）

第４回 ２０１８年１⽉３０日（⽕）
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実⾏委員⻑あいさつ
第６期実⾏委員⻑

福嶋 正己

公益財団法⼈ボーイスカウト日本連盟

「出会いと体験の森へ」実⾏委員会が 2011 年に発⾜し、構成する５つの
団体がそれぞれの特⾊を⽣かした活動を毎年⾏なって参りました。2016 年
にはそれまでの活動を振り返る評価の年度として、意⾒交換を⾏ないまし
た。その結果として、各団体が他団体との交流や情報交換を要望しているこ
と、キャンプに関わる５団体が協働することで社会への発信⼒が強化され
ることから、本プロジェクトを継続実施していくこととなりました。
第２クールの第１弾である今期（第６期）は、ボーイスカウト日本連盟を
幹事団体として、５団体の指導者が各団体の特⾊ある教育⽅法を認識する
とともに、参加者のスキルアップと団体間の交流を深めることを目的としたキャンプの企画・検討を進
めてきました。その会場となる茨城・高萩スカウトフィールドは、ボーイスカウト活動の新たなメッカ
として開発・整備を⾏なっており、この新たなキャンプ場にユース年代の指導者 27 ⼈が全国から集結
しました。
今回のキャンプは、５団体がそれぞれの強みを⽣かして、⽣活やプログラムを構成して２泊３日を展
開しました。表情も少し堅い様子でしたが、日本キャンプ協会の皆さんによる素晴らしいアイスブレイ
クが⾏なわれし、他団体や２泊３日の⽣活を共にするグループ間の交流がスタートできました。
⽣活はボーイスカウト流として、⻑期キャンプ向けの丈夫なテントを使ったキャンプ、敷地内で確保
した薪を使った直⽕での野外料理を⾏ないました。おやつ作りはガールスカウト流で、飯ごうで蒸しパ
ンを、牛乳パックでカートントーストなど、大変美味しそうなものばかりでした。
最後の夜のキャンプファイアは、キャンプの歴史も⻑いＹＭＣＡが担当し、おもしろおかしく踊りや
歌を入れながら炎と共に盛り上がり、最後は厳かに⽕を囲みながら最後の夜を楽しみました。迎えた最
後の朝はＹＷＣＡを中⼼とした、参加者全員で歌える歌とゲームを⾏い、同じ歌でも団体で異なる動き
やイントネーションがあることを知り、交流が充分に深まったことを体感することができました。
スカウトフィールドはまだ新しいキャンプ場であり、本キャンプの期間中もご不便をおかけすること
となりましたが、キャンプやこういったアクシデントに慣れている皆さんだからこそ、それらを感じさ
せないチームワークで乗り越えていただきました。この地に集ったユース年代の指導者の皆さんが、⾃
ら体験、知り得たことを持ち帰り、それぞれの現場で待っている子どもや会員の皆様に対して、より良
い活動をお届けされることを⼼から願っております。
最後になりますが、本事業が無事に終了しましたこと、このような素晴らしい機会をいただきました
各団体の皆様のご理解とご協⼒に深く感謝を申し上げます。今後も「キャンプ」を通じた⼈づくり、町
づくり、社会づくりに少しでも貢献できるよう、共に進んでいきたいと思います。次年度の事業では、
より多くの参加を受けて、さらなる個々の交流と各団体のつながりを確認できる機会になることを期待
しています。ありがとうございました。
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事業概要・実績
事業目的

「出会いと体験の森へ」は、⼈を育てるキャンプに携わる 5 つの団体【日本キャンプ協会、
ＹＭＣＡ、東京ＹＷＣＡ、ガールスカウト日本連盟（GS）、ボーイスカウト日本連盟（BS）
】
が実⾏委員会を構成して事業を実施しています。
今回で６回目となるこの事業は、ボーイスカウト日本連盟が主管し、５団体の指導者が各
団体の特⾊ある教育⽅法を認識するとともに、各⾃のスキルアップと団体間の交流を深め
るキャンプを実践します。

事業名称

出会いと体験の森へリーダーズキャンプ

開催期間

平成２９年１１⽉３日（⾦・祝）〜５日（日）２泊３日

会場

大和の森「高萩スカウトフィールド」（茨城県高萩市中⼾川４１２）

参加対象

１８歳以上の日本キャンプ協会、ＹＭＣＡ、ＹＷＣＡ、ガールスカウト日本連盟、ボーイス
カウト日本連盟の会員および関係者

参加費
内容

5,000 円（施設使⽤料、⾷費、プログラム費、保険料等）
期間中は、小グループでのテント泊やかまどやを⽤いた野外炊事を⾏い、参加者同⼠でよ
り良いキャンプ⽣活ができるように⼯夫し、⾏動しました。
１日目︓設営（野外⽣活空間づくり）、野外炊事、ナイトゲーム
２日目︓選択プログラム（ハイキング、パイオニアリング、ネイチャートレイル、⽊こり体
験、クッキング）から２種類を選んで実施、野外炊事、ナイトゲーム
３日目︓参加者⾃主企画プログラム、野外炊事、撤営

参加者

⼥性１２⼈、男性６⼈、スタッフ１１⼈ 計︓２９⼈

グループＡ︓海野 友希乃（GS ⻑野県連盟）

加藤 惠津子（BS 千葉県連盟）

北村 美佳（GS 埼玉県連盟）

齋藤 憲翔（とちぎ YMCA）

丹⽻ 雅世（横浜 YMCA）

林 健児郎（広島 YMCA・広島県キャンプ協会）

グループＢ︓歌川 智紀（横浜 YMCA）

清⽥ 義隆（BS 東京連盟）

栗原 桃子（横浜 YMCA）

小林 庸子（GS 北海道連盟）

佐々⽊ 朝貴（GS 東京都連盟）

山本 有⾥佳（横浜 YMCA）

グループＣ︓稲川 聖也（とちぎ YMCA）

落合 由美（GS 神奈川県連盟）

⽥中 莉緒（GS 大阪府連盟）

野々上 隆之（広島 YMCA・広島県キャンプ協会）

宮城 遥（GS 千葉県連盟）

引間 紀江（東京 YWCA・埼玉県キャンプ協会）

スタッフ ︓福嶋 正己（BS 日本連盟・実⾏委員⻑）
⿊⽥ 潤子（GS 日本連盟）

五⽉⼥ 真弓（日本キャンプ協会）

柳下 史織（東京 YWCA）

有⽥ 征彦（日本 YMCA 同盟）

榊原 孝治（BS 愛知連盟）

杉浦 一弘（BS 茨城県連盟）

夏井 宏（BS 福島連盟）

千葉 智史（BS 東京連盟）

大浦 秀樹（BS 日本連盟）

渋谷 健太郎（BS 日本連盟）
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スケジュール
第１日（１１月３日）

第２日（１１月４日）

第３日（１１月５日）

7:00

7:00
7:00

7:00

7:30

7:30

起床
朝食（自炊） 他

起床
朝食（自炊） 他

90分

90分

8:00

8:00

8:30

8:30
8:30

8:30

朝礼・モーニングゲーム

30分

朝礼・モーニングゲーム

30分

9:00

9:00
9:00

9:00

参加者自主企画プログラム
選択プログラム
9:30

9:30

①パイオニアリング
②ハイキング
③アドベンチャーコース
ネイチャートレイル
④木こり体験

10:00

10:30

※初日に立案希望者を募り、
コーディネーターとともに
準備、自主企画プログラム
を実施する。

90分
10:00

180分

10:30
10:30

11:00

11:00

※③、④は約２時間
１時間休憩・打ち合わせ時間
11:30

11:30

撤営
135分
12:00

12:00
12:00

12:30

12:30

昼食
（簡単な自炊）

90分
12:45
13:00

13:00 13:00

参加者集合・受付
開会式・記念写真

30分

閉会式

15分
13:00

解散・昼食（弁当）

13:30

13:30
13:30

13:30

オリエンテーション
グループ作り

14:00

選択プログラム
14:00

60分

①パイオニアリング
②ハイキング
③アドベンチャーコース
ネイチャートレイル
④クッキング

14:30
14:30
15:00

野外生活空間づくり
（テント設営）
（キャンプクラフト：
（カマド、食卓、調理台等）

15:30

14:30

※日程や活動は状況により、
変更することがあります。
180分

120分

15:00

15:30

※③、④は約２時間
１時間休憩・打ち合わせ時間

16:00

16:00

16:30 16:30

16:30
16:30

17:00

17:00

17:30

17:30

夕食
（自炊）

夕食
（自炊）

150分

150分

18:00

18:00

18:30

18:30

19:00 19:00

19:00
19:00

ナイトプログラム
（ナイトゲーム）

19:30

ナイトプログラム
（キャンプファイア）

60分

60分

20:00

20:00
20:00

20:30

20:00

ふりかえり

60分

ふりかえり

60分

21:00

20:30

21:00
21:00

21:30

19:30

21:00

シャワータイム
就寝準備

60分

シャワータイム
就寝準備

22:00

60分

21:30

22:00
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高萩スカウトフィールドについて
会場概要

住所︓〒318-0104 茨城県高萩市中⼾川 412
平成 24 年に大和ハウス⼯業株式会社より、茨城県高萩市中⼾川地域に約 82 万坪の広大な
森林の寄贈を受け、茨城県、高萩市の協⼒を得て開発を⾏い、平成 29 年 8 ⽉にオープンし
ました。一般の⽅々も利⽤できる、地域社会と共⽣する施設です。
最寄りのＪＲ高萩駅から会場まで約１３ｋｍの距離があり⾃家⽤⾞で約２５分、常磐⾃
動⾞道高萩ＩＣ．からは約１１ｋｍの距離があり、⾃家⽤⾞で約２０分です。
当日は、ＪＲ高萩駅より貸し切りバスを運⾏して参加者を送迎しました。

高萩スカウトフィールド紹介
新平荘（管理棟）
約 40 ⼈が宿泊できる宿泊室、
⾷堂・厨房、会議室、研修室、
浴場、管理⼈室などがある建物

1,500 ⼈規模のイベントを開
催できる場所です。常設の照明
や音響はありません。

スカウトホール（野外講堂）
約 100 ⼈程度が入れる屋根付
きの講堂です。照明もあるので
夜間の利⽤も可能です。

キャンプサイト
800 ⼈程度がテント泊できる
場所です。地図の⻩⾊のエリア
をキャンプサイトとして利⽤
できます。

広場
約 20 個のプログラムブースを
展開できるスペースがあり、営
⽕場も近いです。

主な常設施設 管理棟／野外講堂／キャンプサイト／営⽕場／野外ステージ／
トイレ棟／シャワー棟／駐⾞場など。詳細はホームページ（www.scout.or.jp）
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キャンプとプログラムについて
１日目（１１⽉３日・⾦） プログラム︓開会式、アイスブレイク、設営、ナイトゲーム

これからのキャンプに期待と不安を織り交ぜながらの開会式。
宿泊テントや炊事かまどだって⾃分たちで。リーダーですから。
「出会いと体験の森へ」６回目の事業として、

今回の幹事団体であるボーイスカウトによる

５団体のユース年代指導者対象のリーダーズキ

開会式を⾏ない、⾃己紹介やアイスブレイクをひ

ャンプがボーイスカウトの新しいキャンプ施設、

ととおり終えた後、共に⾏動するグループに分か

高萩スカウトフィールドで開会しました。

れて、テント設営や炊事⽤かまどの作成といった

北は北海道、⻄は広島から２７⼈のリーダーが

⽣活エリアの確保を⾏ないました。声を掛け合い

集い、これから２泊３日の成⼈を対象としたキャ

ながら、作業を進める中で、次第に笑顔も増えて、

ンプが始まります。普段は子どもたちと触れあい、

普段の皆さんの動きになっているようでした。

活動している皆さんですが、子どもが 1 ⼈もいな

これからの２泊３日を楽しもうとする⼈、他団

いリーダーだけのキャンプに対して、少しの不安

体の指導者と積極的な交流を希望する⼈、背景も

と、様々な体験と得たスキルを持ち帰るのだとい

これまでの経験も違う指導者のためのキャンプ

う期待とが織り交ざっている様子でした。

が始まります。
- 6 -

開会式＆アイスブレイク
開会式（ボーイスカウト︓榊原、夏井）
１，０００⼈規模のイベントが開催できる野外ステージ前に集まり、キャンプの目的や参加団体の
簡単な紹介を⾏なった後、実⾏委員⻑による開会の挨拶でキャンプがスタートしました。
アイスブレイク（日本キャンプ協会）
１．かず数えゲーム（野々上）
全員で円を作り１から順番に 40 までの数を数えます。だんだん例のようなオプションを付けて難
易度を上げていきました。ただし、まちがえても広島弁で「ええが、ええが(いいから、いいから)」
と⾔って再スタート︕研修会のスタートとして、3 日間まちがえても許しあって活動していこうとい
う⾔葉を最後に残しました。
（例）3 の倍数と 3 の付く数字のときは、手をたたく。
4 の倍数と４の付く数字のときは、ジャンプをする。
２．出会い系デートゲーム（大浦）
朝⾷、昼⾷、おやつ、夕⾷を共にする相手を予約し、その時
間の合図で、予約した⼈と２⼈組になり、事前に作成した⾃己
紹介カードを使ってお互いが知り合いました。
３．グループ⾃己紹介（引間）
各⾃が、名札の⾊を⾒て一つのグループに集まるところからスタートして、今回の⽣活を共にする
グループであることを発表しました。その後、改めてこのグループの中で⾃己紹介を⾏ない、これか
ら３日間のキャンプに向けた思いや所属団体での取り組みなどを発表し合いました。
４．チームビルディング系（林）
他の⼈と協⼒して、上手くバランスを取りながら一緒に⽴ち上がります。それぞれ段階を踏んでバ
リエーションを⾏なっていきました。もみじまんじゅうを⾷べながら、⾃分の住む地域のおいしいも
のを出しながらの⾃己紹介でした。
・ ⼆⼈で向かい合って座り、お互いの手を持って⽴ち上がるか、チャレンジしてみる。
・ 背中合わせで、地⾯に手を着かずに⽴ち上がる。
・ 4 ⼈で向かい合って、4 ⼈背中合わせで、グループみんなで、チャレンジする。
参加者の声
 動いて、声を出して、緊張もほぐれました。
 参考になりました。是非、地元で試してみます。
 男⼥混合のキャンプをする経験があまりなかったた
め、緊張していたがいろいろ考える暇も無いほど連続
してのアイスブレイクで、すぐに皆さんと打ち解けら
れました。いろいろな団体のアイスブレイクを⾒られ
て良かったです。
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テント設営
各班で⾃由にキャンプサイトを決め、家型テント、タープを⽴
て、カマドを作り、２泊３日過ごす⽣活の拠点作りを⾏いました。
参加者の声
 初めてだったのでとても貴重な経験でした。
 設営の時、⾃分はテントを⽴てるのが初めてだったの
ですこし分かりづらかった。
 とてもしっかりしたテントで GS としては⽴て甲斐があ

今日の野外炊事
昼
⾷

弁当持参

夕
⾷

ポークビーンズのトマトソース煮
にんじんご飯、白髪ネギスープ、フルーツ

ナイトゲーム （ボーイスカウト︓大浦）
１．夜光キノコ狩り
指令書による宝探し兼捕獲式の班対抗のワイドゲーム
２．ナイトハイク
静かに夜の⾃然を一⼈で感じて俳句を詠むゲーム

参加者の声


夜光キノコ狩りは、真っ暗なキャンプ場を走り回ると
いう発想は今までになかったので新鮮でした。大⼈に
なってあんなに走ることはなかったので、楽しかった
です。



ナイトハイクは、暗闇と静けさの中では本当に一⼈ぼ
っちになった気がしてちょっと不安になりました。で
も、⽉明かりと⾃然の織り成す音⾊がとても美しく魅
了されました。バタバタするキャンプの一時に、こう
いった静かな時間があるといいなと思いました。



２つのゲームを通して、何事も固執せず柔軟な発想で
考えることが重要なのだと感じました。今後の参考に
したいと思います。
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キャンプとプログラムについて
２日目（１１⽉４日・土） プログラム︓選択プログラム、キャンプファイア

各団体の特⾊あるプログラムを体験、皆さん夢中になってます︕
朝礼・モーニングゲーム （ガールスカウト︓⿊⽥）
スカウト⽅式の朝礼（チーム内の状況報告、朝の⾔葉、一日の流れの伝達など。今回、歌や旗揚げ
は省略）に続き、朝のレクリエーションをおこないました。個⼈で 3 分間、静かに⾃然の声を聞く時
間を過ごしたら、今度はチーム対抗で「感じた⾃然を体で表現する」
、他のチームは当てる、というゲ
ームをしました。各チームとも仲間と協⼒して全⾝を使った素晴らしい表現⼒でした。

選択プログラム
パイオニアリング（ボーイスカウト︓夏井）
６ｍの縛材とロープだけで、巨大三角ピラミッドを制作、練
習した基本的なロープ結びを⽤いて、いざ⽴ち上げた時のスケ
ールの大きさは体験しないと分かりません。安全にも最善の注
意を払い、皆で協⼒して巨大構築物を作りあげました。
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ハイキング（ボーイスカウト︓渋谷）
高萩スカウトフィールドに程近く、不思議な形の「奇⽯」が
数多く点在している竪破山の山頂を目指すハイキングを⾏な
いました。ボーイスカウトの活動にはより楽しむための要素で
ある「想定」や現在地を地図上に数字で表現することのできる
「座標」を盛り込み、目的を持たせた登山を実施しました。指
導者役が道中に同⾏しないことも驚きだったようです。
アドベンチャー・ネイチャートレイル（ボーイスカウト︓榊原）
グループで歩きながら、植物や樹⽊の成⻑や状態を確認し、
直接”⾒て・聞いて・触って”学ぶプログラムを実施しました。
また、フィールド内に設置したアクティビティ（アスレチック）
に挑戦し、各々の得手不得手を補い合いながら、目的地を目指
すトレイルウォークを展開しました。
⽊こり体験（ボーイスカウト︓千葉）
フィールド内に数多く⾃⽣する杉の⽊を活⽤した⽊こり体
験のプログラムを実施しました。元⽊こりのインストラクター
の下、皆で協⼒する杉の⽊運び、個⼈で挑戦する丸太切りなど
都会では体験できない、森林ならではのプログラムを体験しま
した。
クッキング（ガールスカウト︓⿊⽥）
野外でいろいろな調理法にチャレンジ︕ をコンセプトに 6
品作りました。針⾦のハンガーを曲げてフライパン代わりにし
たり、空缶や牛乳パックを利⽤したり、ハンゴウで蒸したり、
熾⽕を利⽤したり。ちょっとワクワクするような調理法もあっ
て、お腹も⼼も満⾜な時間となりました。
メニュー︓かぼちゃ蒸しパン、カートントースト、巣ごもり玉
子、バナナボート、サモア、ゆで玉子
参加者の声
 あんな大きなものを組むことは早々ないので楽しかった。男手が必要かなと思ったけれど
も、お父さん⽅の参加などちょっと取り入れ⽅を考えていきたい。
 “想定”という考えに基づいたプログラムの組み⽅が⾯白くて是非参考にしたいと思った。
遠かったのと頂上につけなかったことは残念。
 手作りのアスレチックに１０ｍブランコ、怖かったですがとても気持ちよかった。グルー
プの⼈と協⼒しながらクリアすることができたのでとてもよかった。
 植物や⽊の実を探しながら、森の中を散策するのはとても気持ちが良かったです。地図を
作って植⽣を視覚で学ぶという⽅法はとても勉強になりました。
 普段⾏うことができない体験をすることができた。また、様々な技術を学ぶことができ、
充実したものだった。
 時短でものすごく多く、美味しい料理を作ることができました。ガールスカウト風ってこ
とだったが知らないことばかりでこんな野外料理のしかたがあるのかと思えた。
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今日の野外炊事
スパム定食

朝
⾷

みそ汁、納豆、海苔

昼
⾷

アーリオ・オーリオ・ペペロンチーノ
バケット、フルーツ

夕
⾷

伝家のほうとう鍋
焼きおにぎり、漬け物

参加者の声


とても美味しかったが、全体的に量が多かった。



知恵と発想がすごいなと思いました



⾃由に料理が作れて⾯白かった。ペペロンチーノを作
ったことがなかったのでよかった。



⾷事のコンセプトまできちんとあって美味しかった
し楽しかったし、よく考えられているなぁと思った。

キャンプファイア （ＹＭＣＡ︓[準備] 林、野々上 [進⾏] 栗原、歌川）
今回のキャンプファイアは、準備から進⾏までをＹＭＣＡが
担当して、歌やゲームを中⼼にしてにぎやかに演出しました。
じゃんけん列⾞、アブラハムと七⼈の子、チョチョギ星⼈と
いった体を大きく動かす遊びを⾏ない、普段は子どもたちと一
緒に⾏うことを指導者だけで全⼒で楽しみました。最後は皆で
⽕を囲み、肩を組んで厳かに終わりました。
参加者の声


⾃分たちで作り上げたキャンプファイアを他団体の
指導者に楽しんでもらえて良かった。



YMCA のキャンプファイアで出し物も⾯白かった。



⾃団体で⾏っているキャンプファイアとはまた違う
⽅法でしたが、こういうやり⽅もあるのだなと勉強に
なりました。



全団体が知っている歌でも節や動作が少し違ったり
して、あらたなアレンジ⽅法を⾒つけられたような気
がしました。

ふりかえり＆わかちあい （ボーイスカウト︓大浦）
選択プログラムで体験したグループで集まり、一日のふりかえ
りと感じたこと・思ったことのわかちあいを⾏い、共有しました。
その後、⽣活グループで集まり、同じく「ふりかえり＆わかちあ
い」を⾏い、今日の学びを深めました。
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キャンプとプログラムについて
３日目（１１⽉５日・日） プログラム︓合同プログラム、撤営、閉会式

いよいよ最終日。名残惜しいが、この学びを明日への糧に︕
２日目の「選択プログラム」では、数多くある

最終日は、ＹＷＣＡによる楽しい体操で頭と体

中から２つに参加して、普段は体験できない他団

の目を覚まし、参加者同志で話し合って内容を決

体のプログラムや進⾏の仕⽅、オリジナリティな
どを吸収する機会となりました。
素敵なキャンプファイアのあとの「ふりかえり
＆わかちあい」では⾃分が参加できなかったプロ
グラムの内容やその中で知り得たこと、気が付い
たことをお互いに共有しました。少しでも多くの
ことを持ち帰えろうと体験した時と同じように
真剣なまなざしでグループの話を聞いている姿
が印象的でした。
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朝礼・モーニングゲーム （東京ＹWＣＡ︓柳下）
ゲーム︓こんなこと・あんなこと
東京ＹＷＣＡ野尻キャンプでは、礼拝・旗揚げの後に、⾝体を動かすゲームから朝がスタートします。
参加者全員が輪を作って、一⼈ひとり⾝体の動きをプラスして、⾝体を動かし続けて、記憶⼒と筋⾁を
早朝からフル稼働させました。次々と動きを増やしていき、参加者全員の加えた動きができたらクリア
というルールも追加して、皆で盛り上がりました。

参加者自主プログラム （東京ＹＷＣＡ︓引間、柳下 ＧＳ︓海野、北村、落合、宮城、⽥中）
最後のプログラムを企画してくれるボランティアを募り、参加者がプログラムをつくりました。まず
は⼲⽀でラインナップ。⾝振り手振りで⼗⼆⽀を表す様子は、⾒ていてとても⾯白かったです。その後、
3 つの新しいグループを作り、3 日間のエピソードも加えての他己紹介と急造グループでの「⼈間知恵
の輪」で盛り上がりました。
ソング︓ロックマイソウル
みんなで歌える歌を歌おうと、各団体が普段から歌っているこの歌を全員が同時に歌ってみると、何
か違和感が。改めて団体ごとに歌ってみると、団体によって振り付けや音の延ばす位置、音程も少しず
つ違うことを発⾒しました。
予想していなかった展開でしたが、⾃分たちの知っている歌や踊り、ゲームすべてが共通のものでは
ないことに改めて気が付くことができる機会となりました。
ソング︓ゆうじょうの輪
最後は、団体を代表してガールスカウトがお別れの時に⾏う「ゆうじょうの輪」を組んで再開を誓い
ました。進⾏の後に続いて、みんなが一つの輪を作り、歌って解散です。

今日の野外炊事
朝
⾷

身も心もホットサンド
サラダ、ヨーグルト、バナナ、牛乳

昼
⾷

スティックライス
（レトルトパウチ⾷品）

閉会式
毎朝の朝礼やプログラムで使⽤した広場で、期間中のプログラムを振り返りながら閉会式を⾏ないま
した。閉会後には、全体での記念写真の他、⽣活を共にしたグループ、所属団体で写真を撮りながら、
高萩スカウトフィールドでの３日間をみんなの⼼に刻みました。
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キャンプ全体の評価 （参加者の声）
各団体の特色ある教育


ガールスカウトとボーイスカウトは活動内容が一緒
なのでスケジュールに違和感もなく過ごしてたら
YMCA.YWCA の⼈達に「毎回こんなスケジュールな
の︖」って聞かれたのが凄い印象的でした。



同世代や上の世代と一緒にキャンプをできたことは
良い経験になりました。



他団体のノウハウを知ると同時に同じ仲間でも⼯夫
をしている点など学ぶことが多かった。

各自のスキルアップ


楽しかったです。雨やトラブルで大変な時もありまし
たが、全て貴重な経験となりました。



3 日間、非常に充実したキャンプだった。野営⽣活、
プログラム共に充実していた。



他団体の⼈との交流を通して様々な⾯で成⻑できた。
あと寒かった︕



楽しく、⾊々な経験ができてよい学びになりました︕



⾃団体だけでは⾒えてこなかったものを知ることが
でき、プログラムを体験する中で視野が広がり、引き
出しを増やすことができました。積極的に外部の活動
にも参加し、引き出しを増やしていきたいです。



今回のキャンプを通して様々なことを体験し、学ぶこ
とができました。またほかの県の⽅々、YMCA だけで
はなく他団体の⽅々との交流もあり、充実した 3 日間
となりました。

団体間の交流を深める


いろいろな団体の⽅と一緒にキャンプができて、とて
も新鮮でした。他団体の活動についていろいろお話を
聞けたり、また実際に体験させていただいたことで、
新しい発⾒や気づきがあり、学ぶことも多く、とても
有意義で楽しいキャンプでした。



キャンプ経験の少ない⼈からベテランまで、団体を超
えて一緒に活動できたことが良かった。



他団体のやり⽅を多数学べたことが収穫だった。一参
加者としてキャンプをするのは非常に楽しかった。



他団体の⼈と話す機会となり非常に勉強になった。
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事業評価・コメント
■本事業の目的達成について■
１．各団体の特⾊ある教育⽅法を認識する
・ ボーイやガールの三⾷⾃炊、⾃作のキャンプクラフトといったアウトドアスキル、キャンプ協会
や YMCA、YWCA のソング・ゲーム・グループワークのそれぞれの体験ができたことは良かった。
・ 会場の関係でボーイスカウトのキャンプ内容が中⼼ではあったが、プログラムを各団体が担当し
たことは、団体のアピールにもなった。目標は達成できたと感じる。達成度は高かっただろう。
２．各⾃のスキルアップと団体間の交流を深める
・ ⻑いキャンプになると疲れが表情に出る⼈もいるが、笑顔
が続いており、雰囲気は良かった。
・ 参加者が大⼈だったこともあり、余暇を活⽤して、様々な
情報交換・交流ができたと感じる。様々な場⾯（設営、野
外料理）で⾃然と交流が⾏われていた。
・ 今後指導者になるユース年代の参加者にとっては、全てが
スキルアップにつながったであろう。
・ ボーイとガールにとってもは“いつものやり⽅“だが、他のメンバーにとっては、目新しいことも
多く、スキルアップにつながったと感じる。

■募集方法■
・ 夏場は各団体での活動があるので、参加申込がギリギリになる。今回のキャンプも同時期にイベ
ントがある団体も多く、主催事業を優先とするなど仕⽅がない部分もある
・ 参加申込みを待つ募集ではなく、背中を押すなど積極的な
参加の促しが必要なのではないか。
・ 内容が良かっただけに参加者がもっと多く確保できたらよ
かった。一⽅で、募集⼈数に近い参加があった場合は、様々
な問題があったと思う。
・ ⼈数⽐３６％の達成率であるため、加盟員に直接的に情報
が発信できる⼯夫が必要だと思う。

■会場・施設・運営面■
・ 一般の子どもたちに活⽤してもらう際に、様々な掲示が必
要である。その一⽅で整備しきれていないからこそ、⾃然
や状況を満喫できたと思う。
・ 参加者は前向きにとらえてくださったが、施設として断⽔
や地震などの対処は不⼗分だった。地震が起こった時点で、
もう少し⾊々と点検をすべきだった。
・ ボーイとしては、新しい施設でまだ体制が作れていない部
分もあるため、他団体の実⾏委員も経験を活かして率先し
て動くべきだった。
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■プログラム内容■
・ 様々なプログラムを準備したが、そのうちの２つだけではやや⾜りないという意⾒も多かった。
・ 各団体の中に入っているからこそ、他団体のプログラムを知る機会としては非常に良かった。
・ 実⾏委員も参加できる形式であり、参加者だけでなく体験することができた。
・ ウォールアクティビティについては、指導者へ注意すべきポイントをあげておくと良かった。
・ 登山は、迂回ルートで時間制約があったこと、新たなルート取りで、多少難しい⾯があった。

■総評・コメント■
・ GS を体験するキャンプがあって、今回は BS の施設を使えたのが良かった。こういった他団体の
キャンプや施設を体験するキャンプ・事業を実施したらおもしろいのではないか。
・ 講演会やシンポジウムによる知識の研鑽と、キャンプやフィールドワークなどの体験とを織り交
ぜる事業展開も考えていく必要があると思った。
・ どの団体でも職員以外に『動ける』ボランティア会員の存在があって、活動ができているという
ことを改めて感じました。

テーマ・スケッチ
森に棲むものは、⽊と草と⽊漏れ日の五線譜。
ときどき⽊の間から顔を出して、不思議そうなまなざしを向ける小さな動物と
森の仲間の中でいちばん騒がしい、こどもたちの笑顔…
遊びが仕事のこどもたちと、こどものこころを持った大⼈たちが出逢ったら
それはそれは愉快でしあわせな冒険物語のはじまりです。
ある日、森の中で泣いているこどもがいました。
「なぜ泣いているの︖」
「虫が怖いの」
「虫も、きみを怖がっているかもしれないね」
こどもはにっこりして、仲間たちの⽅へ走っていきました。
そして、森に入ると少しだけお⺟さんを忘れて、風の子になります。
杉の子に負けないくらい、こどもたちはどんどん成⻑し、
やがて、寡黙だけれどこころ優しい⻘年となるのです。
明日は、旅⽴ちの春です。こんどは⾃分だけの森をめざして。
※ 本実⾏委員会の名称「出会いと体験の森へ」は、第１期実⾏委員会を編成する際、コピーライターの
大曽根 勇夫氏（ボーイスカウト東京連盟）から提案いただいたキャッチコピーとテーマ・スケッチか
ら命名しました。
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アンケート・参加者の声
n=14(参加者=18)

Ｑ．リーダーズキャンプへの参加動機を教えてください。

１位 他団体の⼈との交流がしたい
２位
３位

他団体のプログラムに興味あり

（71.4％）
（64.3％）

純粋にキャンプを経験したい、高萩ＳＦに興味がある （42.9％）

Ｑ．今回のキャンプ満⾜度を教えてください。
＜キャンプ全体の評価とコメント＞
ほかの地域の⽅、他団体の

35.7

⽅々との交流もあり、充実

%
楽しかったです。雨やト

した 3 日間となりました。
とても良かった

ラブルで大変な時もあ

良かった

りましたが、全て貴重な

64.3

経験となりました。

%

⾃団体だけでは⾒えなかったも
のを知ることができ、引き出しを
増やすことができました。

＜選択プログラムの評価とコメント＞
3.6%

様々な時短を活⽤して、種類も多

3.6%
ハ イ キ ング の 目 的地 ま
でが遠かったことと、頂
上 ま で 時間 内 に たど り
着けず残念でした。

17.9%

く、美味しい料理を作ることがで

とても良かった
良かった
普通
いまいち

75.0
%

きました。

インストラクターからの
お話がとても新鮮で、貴
重な体験ができました。

Ｑ．今後、参加したい分野・テーマを教えてください。

パネルディスカ
ッション（第１回で
実施）も楽しそう。

71.4% 子どもに対する指導
64.3% 各団体の活動内容
57.1% 野外活動のスキル・知識
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他団体のキャンプ体
験に加えて、ユース

や大⼈のキャンプ
もやってほしい。

第６期（平成２９年）「出会いと体験の森へ」実⾏委員会
出会いと体験の森へリーダーズキャンプ 実施報告書
２０１８年３⽉
発⾏

第６期「出会いと体験の森へ」実⾏委員会 事務局
公益財団法⼈ボーイスカウト日本連盟
〒113-8517 東京簿文京区本郷 1-34-3
TEL︓03-5805-2634 ／
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