
令和２年～令和３年度  ボーイスカウト隊  活動計画 【案】 １/２

※ （　　）＝実施予定日（想定） 年間テーマ ：　大いなる冒険へ

令和２年９月 １０月 １１月 １２月 令和３年１月 ２月

テーマ 名誉にかけて 未来にひらける 風をうけてゆこう はるかな丘へ 白いキャンプ シーハイル

訓練目標

・リーダーシップを身につける。
・人生に有用な知識と技能を修
得する。

・自ら考え判断する力を養う。
・人生に有用な知識と技能を修
得する。

・班活動を通じて、自分の役割と
責務を果たすことを学ぶ。
・自ら考え判断し決断する力を養
う。

・健康の増進につとめ、身体を強
健にする
・自ら考え判断する力を養う。

・神をうやまい、自分のつとめを行う
。
・愛と感謝する心を養う。

・好奇心と冒険心を満足する活
動を行う。
・国際理解について学ぶ。

ソング
そなえよつねに P17
名誉にかけて P18

この道を行くP24
山鳩 P48

どこまでもゆこう P55
わが旗かざし P52

あるけP46
ハイキングP43

楽しキャンプの朝 P60
谷間のキャンプ P76

世界の総長 P27
スキーイング P92

プ ロ グ ラ ム

団 スカウトの日( 13) ユニセフ募金 団クリスマス会(  ) - B-P祭(  )

隊
上進式(13)

基本訓練（テント・クラフト）(27)
救急法 サイクリング 長距離ハイキング 耐寒キャンプ スキー技能

班 基本技能 サイクリング技術
ハイキング技術
クリスマス準備

キャンピング技術 スキー技術

個　人 個人進級計画(更新） 2級挑戦ハイク

進　級　課　目

２級章 1.基本 2.健康と発達 3.(6)通信 3.(1)ハイキング・読図 3.(2)キャンピング,5.信仰奨励 1.基本(3)、5.信仰奨励

１級章 1.基本 2.健康と発達 3.(6)通信 3.(2)ハイキング・読図 3.(2)キャンピング,5.信仰奨励 1.基本(2)(3)、5.信仰奨励

菊　章 1.基本 2.健康と発達 3.(2)キャンピング,5.信仰奨励 1.基本(4)、5.信仰奨励

技能章 信仰奨励章(年間） 3.救急章 9.　スカウトソング章 8.ハイキング章、3.救急章 1.野営章 信仰奨励章

団・地区・県連
他団体行事

団資源回収（毎月）
野営場改善（適宜）

上総いちはら国府まつり(6) 講話会( １)
姉崎門前市(17)

地区協議会(  )
団クリスマス会(　)

月の輪開始
市原市ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ清掃（　）

当番班 バッファロー ハヤブサ バッファロー ハヤブサ バッファロー ハヤブサ

主担当リーダー

季節行事学校行事 上 中学前記期末試験 中 バザー、新人戦 中 中学後期中間試験 下 冬休み 上 冬休み 中 中学後期期末試験



令和２年～令和３年度  ボーイスカウト隊  活動計画 【案】 ２/２

※ （　　）＝実施予定日（想定） 年間テーマ ：　大いなる冒険へ

令和３年３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月

テーマ 勇みて進む われらはのびる ともに力をあわせ われらの力 つなぐこの手に ずっと友だちさ

訓練目標

・リーダーシップを身につける。
・人生に有用な知識と技能を修
得する。

・リーダーシップを身につける。
・野外活動により、大自然を知る
。

・神をうやまい、自分のつとめを
行う。
・愛と感謝する心を養う。

・リーダーシップを身につける。
・人生に有用な知識と技能を修
得する。

・野外活動により、大自然を知る
。
・人生に有用な知識と技能を修
得する。

・野外活動により、大自然を知る
。
・愛と感謝する心を養う。

ソング
歓喜に寄せる頌（うた） P20

森の仲間 P53
永遠のスカウト P23

年輪 P26
平和の騎士P28

いやさかわれら P36
岩をぶっちわりP78(P76)

懐かしの森へ P88
輝けスカウトP38

山鳩 P48
キャンプだホイ P65

静かな湖畔 P68

プ ロ グ ラ ム

団 - 上進式(  )
姉崎産業祭(  )
育成会総会(  )

- - -

隊
【決定】 パイオニアリング

上進式 ちかいの式
 歓迎キャンプ

奉仕活動 計測 野外料理
第 21 回千葉県キャンポリ

ー

班 結索技術
基本訓練
新人歓迎

公民 計測技術 野外炊事技術 総合技術

個　人 1級挑戦キャンプ 個人進級計画

進　級　課　目

２級章 3.(3)ロープ結び 1.基本　3.(2)キャンピング 4.奉仕 3.(5)計測 3.(2)キャンピング

１級章 3.(3)ロープ結び 1.基本 4.奉仕 3.(5)計測 3.(1)キャンピング

菊　章 3.(1)野営・野営炊事・リーダーシップ 4.奉仕 3.(2)隊キャンプ計画

技能章 6.パイオニアリング章 7.リーダーシップ章 5.公民章 11.計測章 1.野営章、4.野外炊事章 1.野営章、2.野営管理章

団・地区・県連
他団体行事

地区総会(  )
姉崎産業祭(  )

団育成会総会(  )

当番班 バッファロー ハヤブサ バッファロー ハヤブサ バッファロー ハヤブサ

主担当リーダー

季節行事学校行事 下 春休み 上 春休み　下 GW 上GW 中 中学前期中間試験 夏休み


