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はじめに 

スカウト運動は、進歩・進級に関する運用が的確になされてこそスカウト達が嬉々として集会に参

加するようになると考えています。 

そこで福島連盟プログラム委員会は、隊・団・地区に参考となる進歩・進級に関する手引書を研究 

して参りました。 

各隊において、スカウトの個人記録の整備、保管がしっかりなされることは、進歩制度の重要な部

分にもつながると考えられます。 

本書は上述のような背景から、スカウトの進歩・進級に大きく関与する面接会の実施と必要な事務

手続きに関する資料「面接の手引き」として発行致します。 

福島連盟プログラム委員会としては、今後とも継続的に多くの方によるご指導、ご協力により、更

に良き手引書になるように努力して参りたいと考えております。 

また、菊スカウト章、隼スカウト章、富士スカウト章の「面接・認証申請書」記入時の注意事項を

参考にしていただき、より充実したスカウト活動記録の手助けとなれば幸いです。 
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所定の課目の考査に合格したスカウトは、進級条件としての面接を経て各級スカウトに 

進級します。 

福島連盟プログラム委員会は、教育規程に準じ、進級条件としての面接を行うため、 

地区面接委員会及び団の面接会の設置と運営の基準を次のとおり定めます。 
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1． 面接の原則 

面接員が面接を行う際には、以下の原則を踏まえて実施してください。 

（１）隊長の責任においてなされた考査の結果を認証し、スカウト各個に自信を得させるもので

あり、決して試験あるいは再考査するために行うものではありません。 

（２）技能面だけでなく「ちかい」と「おきて」の実践に最善をつくしているか、隊や班の活動

に積極的に参加しているかを認証し、なお一層の進歩向上を図るための奮起をうながし、

激励をあたえるものです。 

（３）隊長から申請があった場合、スカウトの意欲を損なわないよう、速やかに面接を実施しま

しょう。 

 

2． 面接の区分 

各団が行う面接については、地区コミッショナーや地区プログラム委員長の指導助言を受け、 

十分な成果があがるように実施してください。 

（１）初級スカウト章、２級スカウト章および１級スカウト章は、スカウトとして当然 

   進むべき課程なので、その面接は各団に委任しています。 

（２）菊スカウト章および隼スカウト章は、スカウトが特段の努力をして得た結果であり、 

より大きな立場からより大きな激励与えることがふさわしいので、福島連盟 

   プログラム委員会の責任において、各地区にその実施を委任しています。 

（３）富士スカウト章の面接は、福島連盟プログラム委員会の責任において福島連盟面 

   接委員会が行います。但し、富士スカウト章の県連盟申請の前段として、地区も 

面接を実施し激励の場としてください。 

 

   区分 

   内訳 
団 地区面接委員会 県連面接委員会 

ボーイスカウト 各進級章 菊スカウト章  

 

ベンチャースカウト 

 

各進級章 

 

菊スカウト章 

隼スカウト章 

富士スカウト章 

 

富士スカウト章 
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3． 構成 

 

（１）団の面接員の構成は、「1.面接の原則」を念頭におき、各団において人選してください。 

以下は例となります。 

・団委員長または副団委員長 

・スカウト教育（進歩）担当団委員（司会、進行を兼ねます） 

・育成会の役員 

・各隊の隊長 

上記のほか、来賓（例えば、町内会長、児童委員、青少年指導員等）に臨席していただいて

激励をうけることは効果的と考えます。保護者に参席していただくことも効果的です。 

所属隊長は同席してください。 

 

（２）地区面接委員会の構成は次のとおりとします。 

・地区委員長 

・地区コミッショナー 

・地区副コミッショナー 

・（団担当コミッショナー） 

・地区プログラム委員長（面接委員が多ければ進行役に専念することも可） 

・地域の有識者（数名委託しておき、都合のついた方に出席していただく） 

上記のほか来賓（例えば、学校長や担任）に臨席していただいて激励を受けたり、 

保護者に参席をお願いしたりすることも効果的です。 

 

（３）県連盟の構成は次のとおりとします。 

・福島連盟理事長もしくは副理事長 

・福島連盟コミッショナーもしくは副コミッショナー 

・福島連盟プログラム委員長もしくは副委員長（進行役） 

所属隊長は同席してください。保護者の同席も可能です。 

 

 

 

  



p. 5 

 

役割 

区分 

司会 

事務処理 

主として 

進歩関係 

主として 

生活態度・激励 構成 

 

団 

団委員 

スカウト教育関係 

隊長・副長 

正副団委員長 

団委員 

（団担当 

コミッショナー） 

（お招きしたい） 

正副育成会長 

育成会役員 

地区役員 

地域の方々（校長、等） 

左の内から 

5～６名程度 

が良い 

 

地区 

 

地区プログラム委員長 

またはプログラム委員 

地区正副コミッショナ

ー 

地区プログラム委員長 

またはプログラム委員 

地区委員長 

地域の方々（校長、等） 

 

同上 

 

 

県 

 

県連盟プログラム委員長 

またはプログラム委員 

 

県連盟コミッショナー 

県連盟プログラム委員

長 

またはプログラム委員 

県連盟理事長 3 名程度 

 

 

4． 事務処理 

【団の場合】 

団委員会は、団の面接に関する手続き、役割分担などをあらかじめ決めておき、次の事柄 

について処理してください。 

（１）面接資料の準備 

（２）会場、日時の決定（会場は、町内会館、公民館、学校、スカウトハウスなど） 

（３）面接委員の招集、事前打ち合わせ 

（４）面接委員に対して依頼します。（団関係者以外の地域の方々に対しては、面接と 

  認証の趣旨を説明し、理解を得ておく） 

（５）国旗その他を準備し、面接にふさわしい会場作りに努めましょう。 

（６）面接結果の検討と報告 

（７）面接修了後、団委員と面接委員が協議し、その結果を報告書にまとめ、団委員長 

   が地区プログラム委員会に送付します。 

（８）隊長及び保護者の同席を推奨します。 

 

【地区の場合】 

地区プログラム委員会は、地区面接委員会に関する手続き、役割分担などをあらかじめ決めてお

き、次の事柄について処理します。 

（１）団（団委員会、隊長）と協議し、日時、会場、面接委員を決定します。 

（２）面接委員に対する依頼と資料の作成をします。 

（３）面接委員はプログラム委員と事前の打ち合わせを行います。 
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（４）面接会場作りは早めに完了し、スカウトの到着を待ちます。 

（５）面接終了後、地区プログラム委員会は面接結果を、所定の申請書をもって福島連盟プログ

ラム委員会に報告します。 

（６）隊長及び保護者の同席を推奨します。 

 

※地区プログラム委員会を地区コミッショナーと読み替えることができる。 

 

【県の場合】 

富士スカウト面接実施要項に従います。 

 

5． 隊長への助言 

隊長は、スカウトに面接の準備を指示するとともに、特に進級記録等の内容もチェックします。 

（特に時系列や必要な技能章等の不足がないことを確認） 

又、隊の記録関係についても面接に必要となるので、（進級記録、出欠表、その他）を点検・ 

整備しておきます。 

（１）スカウトの経歴書または個人の進級記録簿などを点検し、提出します。 

（２）スカウトに特別な事情（身体的、能力的あるいは家庭的など）がありそれを克服して 

面接にまで到達したような場合には、隊長はあらかじめ文書等に記載し、申請書と共に 

提出し、そのことを面接委員に知っておいてもらうようにします。 

（３）質の高いスカウトを面接会におくることは、隊長の誇りであることを自覚してもらいま

す。 

（４）面接委員を待たせること等のないよう、時間に余裕を持って会場に到着させます。 

（５）スカウトは制服で出席させます。記章類の正しい着用をお願いします。 

（６）隊長は面接に同席することが望ましいです。 

 

6． 実施上の留意点 

（１）和やかな雰囲気で行う 

●スカウトがあまり堅苦しくならずに、思っていることがすらすらと話せるように配慮 

してください。 

●面接委員の態度、表情、言葉遣いが、面接会の雰囲気を大きく左右するものである 

ことを理解してください。 

（２）面接は公平に 

●スカウトが不平や不満があると感じるような面接の仕方は、もっともよくない下手な 

方法です。 

●面接者への不信感は、ひいては、スカウティングに対して不信感を与えます。 

（３）質問は難易のバランスをよく考えて 

●あまりむずかしい言葉での質問は、意欲をそぐ結果となり、やさし過ぎることは、 

進級への感激を減少させます。所定の技能が応用できる能力があるかどうか、又 

その事への努力をしているかを質問の程度とする。 
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（４）再考査にならないようにする 

●考査を受けた結果を確認し、その努力を認め、さらに向上しようとする意欲を 

そそる動機づけの場にしてください。スカウトにとって、スカウティングへの 

感激を味あわせ、より一層の精進と努力を心に誓うという場にしたいものです。 

（５）面接は個人個人に対応してください。 

●スカウトは一人一人に個性があり、特質を持っているので、そのスカウト個々に 

応じた接し方をしてください。 

（６）事前の連絡 

●スカウトには、身体的・能力的・家庭的にそれぞれの事情の場合があり、しかも、 

それを克服して面接に到達した者については、隊長はあらかじめ、そのことを事前に 

書面で面接委員に知らせておく必要があります。 

（７）所属隊長への配慮 

●面接は、スカウトが、指導者（面接委員を含む）への信頼と尊敬を深めるよう配慮 

して行ってください。 

（８）服装と礼儀 

●スカウトはもちろん制服を着用して面接を受けます。そして態度や言葉遣いに留意 

して失礼のないように努めます。 

●面接委員は正装を基準とし、役職名、氏名をテーブルに表示して、初対面のスカウトに

その人がだれであるかを知らせ、親密感を持たせるようにします。 

（９）進級とは、奉仕の準備であることを強調します。 

●「ちかい」と「おきて」を実践した（する）ことによって、進級に対する最も 

正しい考え方が培われるのです。実際に、¨善行をする¨という能力について、 

自らが行うことによって学んできたスカウトは、単に進級章の取得だけを目的と 

する者よりも、はるかに本当に役立つ者になります。 

 

7． 準備するもの 

面接委員会の任務を円滑かつ有意義に遂行するためには、人材の確保はいうまでもなく、環境、 

施設資材及び資料にも充分配慮する必要があります。 

（１）面接・認証申請書及び活動に関する関係書類のファイル 

（２）スカウトの名簿（氏名、学校、学年、所属団など） 

（３）国旗、机及び椅子（スカウトと隊長は椅子だけでもよい） 

（４）面接委員及び来賓の記名札（役職名、氏名を記し、机上に置く） 

（５）認証印及び朱肉、その他事務用品など 

 

8． 面接の手順 

面接員は、以下の手順を考慮した上で面接の次第を作成し、事前に各自の役務分担を明確 

にします。 

（１）スカウトに、所属団（隊、班、役務）氏名を自己紹介させます。 

（２）スカウト経歴書または個人の進級記録帳などを提出させます。 



p. 8 

（３）質問してそれに答えさせます。（「9.質問事項の例」を参考にしてください。） 

（４）スカウト経歴書または個人の進級手帳などに認証年月日を記入するとともに認印 

    を押します。（提出資料の返却は伝達時や事務処理後となります。） 

（５）ねぎらいと激励の言葉を与えます。 

（６）隊指導者への謝意を伝えます。 

（７）保護者に感謝を伝えます。 

（８）事務処理（指摘事項等があればスカウト退席後に行うよう配慮します。） 

 

9． 質問事項の例 

面接委員における質問の基準例 

これは基準であるので、⑴～⑻の各項目に質問が及ぶように配慮し、面接員の質問が重複しないよ

うにします。質問はあまりに長時間にわたらないよう、次の例を参考に、質問は簡潔に行います。 

また、面接委員は教育規定に準じた項目について質問する際には、内容を間違わないように十分注

意をして下さい。 

（１）スカウトに自己紹介を求めます。 

（２）家庭生活について※これによって気分を和らげることができます。 

●住所、面接会場までの道順、距離、時間、交通機関等 

●家族、兄弟、 

●家族のボーイスカウトに対する理解 

●家族構成と家族の一員としての役割、家族とは 

●最近の話題（家族共通の話題や団らん時の会話） 

（３）学校生活について 

●現在、○○校○年 

●学校の建学理念、校風、又それについての感想 

●得意な学科、好きな学科、嫌いな学科、その理由 

●クラブ活動やサークルについて（動機、現在のレベル、今後の目標） 

●ボーイスカウトに入隊していることについて、先生や友人が知っているか、 

 又どのように感じとられているか 

（４）個人生活について 

●自分の一番良いところ（アピールできること） 

●自分の短所を補うために、どのように努力しているか 

●趣味、特技、放課後の過ごし方 

●交友の範囲、友達を選ぶ条件 

仲のよい友人は何人か、その友人の性格、趣味、特技 

●交友についての心得 

交際の仕方、誘惑への拒絶法、交友の必要性 

●好きな作家や最近読んだ本、見た映画、その感想 

●尊敬する人（身近）、生き方に憧れる歴史上・現代の人物 

●ゲーム、パソコンへの興味や好きなテレビ番組、漫画 
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●バイトや塾と学校やスカウトと活動との兼ね合い 

●健康に気をつけていること 

●携帯電話のマナーについて 

（５）社会生活について 

●善行で感心した話（身近なところで、メディアから） 

●社会の一員としてどのように奉仕するか 

●愛国心について 

●環境・リサイクルについて 

●外国語について 

●国際社会への貢献について 

●希望の職業について  

●自動車、バイクの運転免許について 

●交通ルールについて 

●災害復興への現地支援や募金等について 

（６）スカウト活動について 

●入隊以来現在までのスカウト活動や進級に対する感想 

●入隊の動機（親のすすめ、友達がいる、兄弟がいる） 

●考査課目についての感想、スカウト技能の中での得意とするものは 

●スカウトとしての心構えや役務について 

●世界のスカウトとの交流について 

●苦労したこと、楽しかったことについて 

●スカウト活動をしていて良かったことについて 

（７）宗教について 

●家の宗教、自分の信仰について、開祖や中興の祖、協議、菩提寺 

※自分の信仰と宗教章の選択は同一である必要はありません。 

●神社やお寺、教会などの行事に奉仕や参加したことは、その感想 

●世界の主な宗教、日本の宗教、宗派について 

●「神（仏）に誠を尽くす」とは（ハンドブックの範囲内に留める） 

●自然の偉大さを感じる時は 

（８）ＶＳプロジェクトや技能章について 

●ベンチャーへの上進、隼スカウト章および富士スカウト章挑戦の動機 

●プロジェクト選択の動機と受けた支援など 

●プロジェクトプロセス全般：自己課題の設定と目標、評価の方法 

●プロジェクトの取り組みで得たものは何か、人間的に成長したか 

●技能章チャレンジ計画と取得までのプロセス 

●指導員・考査員との関わりと、学んだこと、感銘を受けたこと 

●今後取り組みたい活動、目標、将来への夢や計画など 
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10． 進級記章交付の申請 

進級記章交付の申請は、次の区分に従って行います。 

【１級スカウト章まで】 

●隊長から団委員長に申請します 

●団委員長の責任において記章を購入します 

 

【菊スカウト章および隼スカウト章】 

●隼スカウト章はベンチャースカウトのみ申請が可能です 

●団の面接終了後、団委員長より地区に申請を行い地区面接を実施します 

●地区プログラム委員長を経由して県連盟に面接認証申請を提出します 

●通常は県連受領日から１週間以内に団委員長に郵送します。 

 

【富士スカウト章】 

●富士スカウト章は隼スカウトのみ申請が可能です 

●団の面接終了後、団委員長より地区に申請を行い地区面接を実施します 

●地区プログラム委員長を経由して県連盟に面接認証申請を提出します 

●県連盟開催の面接を実施し、その後日本連盟に申請を行います 

●通常は日本連盟申請確認後、最短で開催される県連盟理事会にて伝達が行われます 

 

11． 進級記章の授与 

進級記章の授与は、スカウトの努力と成果に対して行うもので、スカウトにとって栄誉のしるし 

であり、名誉です。スカウトの努力に報いる工夫のされた授与セレモニーは、名誉感を高め、 

次の課題に立ち向かう自発活動の原動力になり、また、他のスカウトの刺激にもなります。 

授与の方法は規定されていませんが、団においても、地区や県連盟においてもスカウトの栄誉を 

讃えるにふさわしい「ボーイスカウト運動の目的・方針」に合致する最高の場となるよう配慮し 

ます。 

会場は室内・野外を問いませんし、授与式の日を決めて実施するのも、団や地区・県連盟の行事 

の中に取り入れて行うのもよい方法です。 

スカウトにとって生涯で一度の名誉ある授与が、速やかに厳粛に行われ、感激を強く持てるよう 

に配慮します。 

授与式について配慮する事柄を以下に提示します。 

●会場の設定 

野外、室内共に、名誉ある記章授与にふさわしい雰囲気を作るように、物的、人的の配慮、 

配列の工夫をします。 

●セレモニーの工夫 

セレモニーが長いとかえって感激を失う場合があるので、授与されるスカウトも参列者が 

最高の感銘をもてるよう、簡潔になるように配慮します。 

「連盟歌」や「そなえよつねに」、「永遠のスカウト」などの歌を適宜入れることは、 

セレモニーの雰囲気を盛り上げるのに効果があります。 
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セレモニーの主催者からは、努力に対しての賞賛と励ましの言葉を与えます。 

来賓として保護者、教育委員会の関係者、学校の先生等にも参列して貰い、進級記章を胸に 

つける際に保護者に手伝ってもらうことなどの配慮も有効です。 

●スカウトの努力を称える 

授与されるスカウトの業績を発表したり、プリントして配布したり、ときには苦心した 

エピソードなどを語らせるのもよいでしょう。 

●班や隊を尊重する 

スカウティングの基本である班や隊が無視されることのないように、スカウトの進級を 

手助けした班や隊の仲間や、スカウトを導いた隊長や指導者を紹介するなどへの配慮も 

大切です。 

 

激励の会も、今後のスカウト活動を盛り上げる要素として活用すべきです。 

各団、隊において、その年度に進級したスカウトと、地域の有識者や来賓、両親と共に会 

食をすることは、本人にとってなお一層の励みになります。他にも、県連盟または地区の 

主催によって、１年間に進級した富士スカウトが一同に会して、地域の人々に親しく接し 

て励ましの言葉を受け、さらに一段と社会に役立つ人となるためにふさわしい‶お話″を 

聞くことなどは、ぜひ行うべきでしょう。そういった会合を準備する運営委員会が、うれ 

しい悲鳴をあげるほど進級者が増え、盛大になってほしいと期待します。 

 

12． 申請に必要な添付資料 

面接員がスカウトの日頃の活動状況を把握し、スカウトに対して適切な質問をすると共に、激励と

評価を行う為に、申請書にそれぞれ必要な資料を添付して下さい。 

尚、それぞれの資料に関しては、以下の２点に留意し、作成するようにして下さい。 

   1）写真、表、グラフなどを挿入し、閲覧者に理解し易くする。 

   2）全ての添付資料を一冊にファイリングし、インデックスを付ける。 
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《菊章面接添付資料》 

申請書項目 No. 項目内容 添付資料 

1. 信仰奨励章 申請書の控え 

1. 宗教章 宗教章授与証のコピー 

2.-1.-(3) B-P のラストメッセージを読み、隊長とその

内容について話をする。 

記録簿（話し合った内容を簡潔に記述したも

の） 

2.-1.-(4) 外国のスカウトの「おきて」を調べる。でき

れば外国スカウトや指導者に直接教えてもら

う。 

レポート 

2.-3.-(2) 班長や次長（グリンバー）として班キャンプ、

またはジュニアリーダーとして隊キャンプの

計画を行い１泊以上の固定キャンプを実施し

隊長に報告書を提出する。 

企画書、計画書、報告書 

2.-5.-(1) 信仰奨励章を取得する。 申請書の控え 

 

《隼章面接添付資料》 

申請書項目 No. 項目内容 添付資料 

1. 宗教章 宗教章授与証のコピー 

2.-1.-(1) 自分を含めた 2 人以上のベンチャースカウト

で、安全と衛生及び環境に配慮した 2 泊 3 日

以上の移動キャンプ（歩行距離 20Km、自転

車 100Km 以上）を計画し、隊長の承認を得て

実施、報告する。 

企画書、計画書、報告書 

2.-3.-(1) 『スカウティング・フォア・ボーイズ』のキ

ャンプ物語 21、22 および 26 を読み、内容を

隊長と話し合う。 

記録簿（話し合った内容を簡潔に記述したも

の） 

2.-4.-(1) 他部門の活動へ 6 か月以上にわたり奉仕し、

その実績を報告する。 

実績報告書 

2.-4.-(2) 社会的弱者（高齢者、障がい者等）への支援

活動を積極的に行い、隊長に活動記録を提出

する。 

活動記録報告書 

2.-5.-(1) 自分の所属または興味をもった教宗派の歴史

と教えを知る。 

レポート（知りえた内容をまとめる） 

2.-5.-(2) 自分の所属または興味をもった教宗派の宗教

行事について知る。 

レポート（知りえた内容をまとめる） 

2.-6.-(1) チームプロジェクトのチーフか主要な役割と

してプロジェクトを計画、実施し、隊長に報

告書を提出する。または、3 泊 4 日以上の隊

キャンプの実施計画書を作成し、実際に運営

を行い、隊長に報告する。 

企画書、計画書、報告書 
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《富士章面接添付資料》 

申請書項目 No. 項目内容 添付資料 

1. 宗教章 宗教章授与証のコピー 

2.-1.-(2) 現在の自分の考えと将来の進路についてまと

め、その内容について隊長と話し合う。 

レポート（考えと進路についてまとめたもの） 

記録簿（話し合った内容を簡潔に記述したも

の） 

2.-2.-(2) 自ら設定する課題により、2 泊 3 日以上の単

独キャンプ（固定または移動）を計画し、隊

長の承認を得て実施後、評価を報告書にまと

め隊長へ提出する。 

企画書、計画書、報告書 

2.-3.-(1) 『スカウティング・フォア・ボーイズ』を読

み、感想文を提出する。 

感想文 

2.-4.-(1) 地域社会や学校などで奉仕活動を企画し、隊

長の承認を得て実施、報告する。 

企画書、計画書、報告書 

2.-4.-(2) 地区、県連盟、日本連盟の行事等に奉仕し、

その実績を報告する。 

実績報告書 

2.-4.-(3) 奉仕の意義について理解し、自身の今後の人

生においてどのように社会に対して奉仕貢献

できるかを文章にまとめて隊長と話し合う。 

レポート（意義を理解し、自分の考えをまとめ

たもの） 

記録簿（話し合った内容を簡潔に記述したも

の） 

2.-5.-(1) 宗教章を取得するか、取得に対して努力した

ことを隊長に認めてもらう。 

宗教章授与証のコピーまたは、 

努力した内容をまとめた報告書 

2.-6.-(1) 隼スカウトとして自己の成長と社会に役立つ

ための課題を設定し、」個人プロジェクト（研

究、製作、実験など）を自ら企画して隊長の

承認を得たうえで、少なくとも１か月以上に

わたって実施、完成させ、隊長に企画書、計

画書、報告書を提出。 

企画書、計画書、報告書 

※途中経過が分かるように報告書を作成する。 

 （例：経過毎に報告書を作成するなど） 
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【面接・認証申請フロー】 

 

 

  

①

② ③

⑤ ⑬

①

②

③ ▼
④

⑤

⑥ ▼
⑦

⑧

⑨ ▼
⑬

▼

進級証・記章の発送
面接終了日より１０日以内
に発送

隊

菊・隼スカウト章

団委員 団委員長

団

プログラム委員会

福島連盟役員

福島連盟

隊長 スカウト

④

⑦

伝達

伝達（認証の可否）

地区

⑧

プログラム委員会

地区役員

進級証・記章の発送

地区受付日より２週間以内

に開催

⑥、⑨

地区面接会開催

県への申請

承認と伝達の委嘱

隊長による認定

団面接会開催

地区面接会開催

団委員長への報告、申請依頼

隊長による認定

団面接会開催

地区への申請

地区面接会日程調整

面接終了日より３日以内に

伝達
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①

② ③

⑥

①

②

③ ▼
④

⑤

⑥ ▼
⑦

⑧

⑨ ▼
⑩

⑪

⑫ ▼
⑬

▼

進級証・記章の発送
日本連盟から届いてから

１０日以内に県連より発送

進級証・記章の発送

隊長 スカウト

承認と伝達の委嘱

伝達

団

④

地区

プログラム委員会

地区役員

団委員 団委員長

地区面接会開催

県への申請

県面接会日程調整

県面接会開催

日本連盟への申請

地区面接会開催

県連盟面接会開催

伝達（認証の可否）

地区受付日より２週間以内

に開催

県連盟受付日より２週間以

内に開催

日本連盟申請確認後、３
日以内に伝達

日本連盟

⑩ ⑪
⑨、⑫、⑬

隊長による認定

団委員長への報告、申請依頼

団面接会開催

地区への申請

隊長による認定

団面接会開催
地区面接会日程調整

福島連盟

⑦
プログラム委員会

⑤、⑧

福島連盟役員

富士スカウト章

隊
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【菊スカウト 面接・認証申請書記入時の注意事項】 

(用紙1/3) 

・ 申請書は両面コピーを使用しない 

・ 申請書への記入はボールペンを使用する（消せるボールペンは使用しない） 

・ 申請書提出年月日を西暦で記入する。 

・ 連盟・地区名を記入する。 

・ 所属団・団委員長名(自筆で署名)を記入し捺印をする。 

・ スカウト氏名・フリガナ・年齢(西暦)(年齢は申請書提出日の年齢とする)・登録番号を 

指定場所に記入し性別に〇をする。 

・ 所属を記入する。 

・ 住所を記入する。 

・ ちかいをたてた日 初級スカウトでちかいをたてた日(西暦)・場所を記入する。 

・ 団の移籍(西暦) 

 

1. 進歩の記録(西暦で記入する) 

・スカウト歴 

入  隊  年月日を西暦で記入する。(日付を追記する) 

進  級  CS隊の進級は履修したものに〇を付ける。 

年月日を西暦で記入する。(日付を追記する) 

信仰奨励   授与年月日を西暦で記入する。(日付を追記する) 

信仰奨励章申請書の控えを提出する。 

宗 教 章   取得している場合には、宗教授与証のコピーを提出する。 

授与年月日を西暦で記入する。(日付を追記する) 

取得していない場合には、空欄とする 

・スカウトの役務歴 

CS隊・BS隊で申請スカウトが行った役務の期間を記入する 

・隊(班)活動参加状況 

出席日数/全集会日数を記入する。(BS に上進してから現在までの累計で記入する。) 

参加率(小数点以下は四捨五入して計算する。)80%以上が望ましい。 

・奉仕活動 

BS上進後のもので、最新のものが最下段になるように記入する。 

例：ビーバー・カブラリー奉仕、赤い羽根・緑の羽根募金、障害者スポーツ大会奉仕、 

他団体への奉仕など(日付を追記する) 

・大会・訓練参加 

BS上進後のもので、地区以上の大会・訓練を、最新のものが最下段になるように記入 

する。(日付を追記する) 

例：第〇〇回スカウトジャンボリー、第〇〇回地区ラリー 

〇〇地区救急法講習会、福島連盟〇〇技能大会 
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・海外派遣 

BS上進後のものを、記入する。(日付を追記する) 

例：第〇〇回ワールドスカウトジャンボリー 

・表彰 

BS上進後のもので、地区以上の表彰を記入する。 

例：地区優秀スカウト、 

・その他 

BS上進後のものを、記入する 

 

(用紙2/3) 

2. 進級課目の履修 

1．基  本  認証年月日を西暦で記入する。 

2．健 康 と 発 達  認証年月日を西暦で記入する。 

3．スカウト技能  認証年月日を西暦で記入する。 

※(2)の項目については、隊長が承認した日付を西暦で記入する 

・ 技 能 章  隊長認定以外の技能章については、技能章考査員の氏名を記入する。 

4．奉 仕  認証年月日を西暦で記入する。 

5．信 仰 奨 励  取得年月日を西暦で記入する。(信仰奨励章申請書の控えを提出する) 

6．班 長 会 議  認証年月日を西暦で記入する。 

 

3. 隊の推薦 

・班長会議のコメント 記入者氏名は記入した班長の自筆で氏名を記入する。 

・隊長の評価 年月日(西暦)、隊長の氏名を自筆で記入し捺印する。 

 

(用紙3/3) 

4. 学 校 

・学校名は所定の場所に、○○市立○○中学校のように、正式な名称で記入する 

 

5. 本人に対する家族のコメント 

・(続柄)、氏名を自筆で記入する。 

 

6. 面 接 

・日 時  西暦で記入 

・場 所  実施場所を記入 

・面 接 委 員  氏名・役務を自筆で記入する 

・面接認証者  地区委員長が自筆で記入し捺印する 

 

7. 菊スカウト進級証の交付と記章の授与  
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【隼スカウト 面接・認証申請書記入時の注意事項】 

 

(用紙1/3) 

・申請書は両面コピーを使用しない 

・申請書への記入はボールペンを使用する（消せるボールペンは使用しない） 

・申請書提出年月日を西暦で記入する。 

・連盟・地区名を記入する。 

・所属団・団委員長名(自筆で署名)を記入し捺印をする。 

・スカウト氏名・フリガナ・年齢(西暦) (年齢は申請書提出日の年齢とする)・登録番号を 

指定場所に記入し性別に〇をする。 

・所属を記入する。 

・住所を記入する。 

・ちかいをたてた日 ちかいをたてた日(西暦)・場所を記入する。 

・団の移籍(西暦) 

 

1. 進歩の記録(西暦で記入する) 

・スカウト歴 

入    隊    年月日を西暦で記入する。(日付を追記する) 

進    級    年月日を西暦で記入する。(日付を追記する) 

信仰奨励    授与年月日を西暦で記入する。(日付を追記する) 

宗 教 章    授与年月日を西暦で記入する。(日付を追記する) 

取得している場合には、宗教授与証のコピーを提出する。 

取得していない場合には、空欄とする 

・スカウトの役務歴 

BS隊、VS隊で申請スカウトが行った役務の期間を記入する(日付を追記する) 

・奉仕活動 

VS期間のもので、最新のものが最下段になるように記入する。 

例：ビーバー・カブラリー奉仕、赤い羽根・緑の羽根募金、障害者スポーツ大会奉仕、 

他団体への奉仕など(日付を追記する) 

・大会・訓練参加 

VS期間のもので、地区以上の大会・訓練を、最新のものが最下段になるように記入。 

(日付を追記する) 

例：第〇〇回スカウトジャンボリー、第〇〇回地区ラリー 

〇〇地区救急法講習会、福島連盟〇〇技能大会 

・海外派遣 

VS期間のものを、記入する。(日付を追記する) 

例：第〇〇回ワールドスカウトジャンボリー 
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・表彰 

VS期間のもので、地区以上の表彰を記入する。(日付を追記する) 

例：地区優秀スカウト、キャンドルチーフリング 

・その他 

VS 期間のものを、記入する(日付を追記する) 

  

(用紙2/3) 

2. 進級課目の履修 

1．基        本    認証年月日を西暦で記入する。 

2．スカウト技能    認証年月日を西暦で記入する。 

・ 技 能 章    隊長認定以外の技能章については、技能章考査員の氏名を記入する。 

3．スカウト精神    認証年月日を西暦で記入 

4．奉 仕    認証年月日を西暦で記入する。 

5．仰 奨 励    認証年月日を西暦で記入する。 

6．成 長 と 貢 献    認証年月日を西暦で記入する。 

 

3. 自己の評価・隊長の推薦 

・隼スカウト章挑戦で得たこと、感じたこと 自筆で記入する 

・隊長の評価 年月日(西暦)、隊長の氏名を自筆で記入し捺印する。 

 

(用紙3/3) 

4. 学 校 

・学校名は所定の場所に、○○県立○○高等学校のように、正式な名称で記入する 

・職業の欄は、学生は職業でないので記入しない 

 

5. 本人に対する家族のコメント 

・(続柄)、氏名を自筆で記入する。 

 

6. 面 接 

・日 時  西暦で記入 

・場 所  実施場所を記入 

・面 接 委 員  氏名・役務を自筆で記入する 

・面接認証者  地区委員長が自筆で記入し捺印する 

 

7. 隼スカウト進級証の交付と記章の授与 
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【富士スカウト 面接・認証申請書記入時の注意事項】 

 

(1/3) 

・申請書は両面コピーを使用しない 

・申請書提出年月日を西暦で記入する。 

・連盟・地区名を記入する。 

・所属団・団委員長名(自筆で署名)を記入し捺印をする。 

・スカウト氏名・フリガナ・年齢(西暦) (年齢は申請書提出日の年齢とする)・登録番号を 

指定場所に記入し性別に〇をする。 

・所属を記入する。 

・住所を記入する。 

・ちかいをたてた日 ちかいをたてた日(西暦)・場所を記入する。 

・団の移籍(西暦) 

・写真は制服で、上半身・無帽・近影 

 

1. 進歩の記録(西暦で記入する) 

・スカウト歴 

入    隊    年月日を西暦で記入する。(日付を追記する) 

進    級    年月日を西暦で記入する。(日付を追記する) 

信仰奨励    授与年月日を西暦で記入する。(日付を追記する) 

宗 教 章    授与年月日を西暦で記入する。(日付を追記する) 

取得している場合には、宗教授与証のコピーを提出する。 

取得していない場合には、「努力中」と記入する。(日付を追記する) 

・スカウトの役務歴 

BS隊、VS隊で申請スカウトが行った役務の期間を記入する(日付を追記する) 

・奉仕活動 

VS期間のもので、地区以上の奉仕を、最新のものが最下段になるように記入する。 

(日付を追記する) 

例：ビーバー・カブラリー奉仕、赤い羽根・緑の羽根募金、障害者スポーツ大会奉仕、 

他団体への奉仕など 

・大会・訓練参加 

VS期間のもので、地区以上の大会・訓練を、最新のものが最下段になるように記入。 

(日付を追記する) 

例：第〇〇回スカウトジャンボリー、第〇〇回地区ラリー 

〇〇地区救急法講習会、福島連盟〇〇技能大会 

・海外派遣 

VS期間のものを、記入する。(日付を追記する) 

例：第〇〇回ワールドスカウトジャンボリー 

・表彰 
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VS期間のもので、地区以上の表彰を記入する。(日付を追記する) 

例：地区優秀スカウト、 

・その他 

VS 期間のものを、記入する。(日付を追記する) 

 

(用紙2/3) 

2. 進級課目の履修 

1．基 本    認証年月日を西暦で記入する。 

2．スカウト技能    認証年月日を西暦で記入する。 

・ 技 能 章    隊長承認以外の技能章については、技能章考査員の氏名を記入する。 

3．スカウト精神    認証年月日を西暦で記入する。 

4．奉 仕    認証年月日を西暦で記入する。 

5．信 仰 奨 励    宗教章のコピーを提出する 

取得していない場合には、努力中と記入して、その証明できるものを 

提出。 

6．成 長 と 貢 献   ・プロジェクトの名称またはテーマを記入する。 

・プロジェクトの手法に、〇をつける。当てはまるものがない場合には 

その他の欄に記入する 

・プロジェクトの概要をわかりやすく書く。 

 

(用紙3/3) 

3. 自己の評価・隊長の推薦 

・富士スカウト章挑戦で得たこと、感じたこと 自筆で記入する。 

・隊員の推薦を記入し、文章の最後に○○君を富士スカウトに推薦しますと記入し 

氏名を自筆で記入する 

・隊長の評価・推薦を記入し、文章の最後に○○君を富士スカウトに推薦しますと記入し 

年月日(西暦)、隊長の氏名を自筆で記入し捺印する。 

 

4. 学 校 

・学校名は所定の場所に、○○県立○○高等学校のように、正式な名称で記入する 

・職業の欄は、学生は職業でないので記入しない 

 

5. 本人に対する家族のコメント 

・(続柄)、氏名を自筆で記入する。 

 

7. 面 接 

・福島連盟で記入する。 

 

8. 富士スカウト進級証の交付と記章の授与  
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【富士スカウト章 面接実施要項】 

項目 担当 内容（流れ・注意事項・準備物） 

準備 プログラム委員会 国旗、面接認証申請書（本紙＋コピー３部）、スカウト提出物：１式、 

質問事項参考、本実施要項を準備する。会場の設営。 

コピー、資料は面接員に提示し、面接順序を伝える。 

当日の出席者の到着確認（本人・指導者）と面接順番開示を行う。 

開会式 

 

 全員整列させる 

「只今より富士スカウト章スカウト面接会の開会式を行います。」 

国旗儀礼  「国旗儀礼をおこないます。国旗に正面・礼・直れ・元の位置」 

ソング  「ソング」：「花はかおるよ」を歌いだす 

面接員の紹介  「本日の面接員を紹介します。 

・（         ）福島連盟理事長もしくは理事長代理 

・（         ）県連盟コミッショナーもしくは副 

・（         ）プログラム委員長もしくは副 

以上の方々で面接を行います。 

本日の進行は、プログラム委員会の○○○○が務めます。 

どうぞ宜しくお願いします。」 

※プログラム委員長が司会を兼ねる場合は、面接員紹介でのプログラ

ム委員長の紹介は省き、自己紹介とする。 

理事長挨拶 

 

 「面接員を代表いたしまして、（    ）理事長 ご挨拶をお願い致しま

す。」 

「きをつけ・礼」（理事長挨拶）「礼」 

「ありがとうございました」 

開会式終了  「以上を持ちまして面接会の開会式を終了します。」 

複数の面接の場合は以下。 

「それでは１名づつ順に面接を行います。一度全員退出いただき順番に

入室をお願いします。」 

面接開始  順番に誘導し入室を促す。 

リラックスできるように配慮する。 

面接会開始 

自己紹介 

 「着席ください。 

それでは面接を開始します。○○さん、氏名、所属団、学校、家族構成

など自己紹介をお願いします。」 

隊長の推薦  「次に隊長からみた○○さんのひごろの活動状況やエピソードなど推薦

の言葉をお願いします。」 

質問の開始  「それでは、面接員より質問をお願いします。」 

理事長⇒コミッショナー⇒委員長の順 
「質問は以上でよろしいでしょうか？よろしければ以上を持ちまして○○

さんの面接を終了します。 

○○さんは一度退室して閉会式までお待ち下さい。」 

閉会式準備  全員終了後、会場づくりを実施 

全員を整列させる 

閉会式  「只今より富士スカウト章面接会の閉会式を始めます。」 

県コミ激励  「（     ）県連盟コミッショナーより激励のお言葉を頂戴します。」 

「きをつけ・礼」 （コミッショナー挨拶） 「礼」 

「ありがとうございました。」  

伝達について  「次に伝達について連絡します。」 

※プログラム委員長より伝達日程、場所の説明 

国旗儀礼  「国旗儀礼をおこないます。国旗に正面・礼・直れ・元の位置」 

閉会式終了  「皆様にはご多忙の中、ご参集いただき有難うございました。以上を持

ちまして富士スカウト章のスカウト面接会を終了します。解散」 

※申請書以外の資料はスカウトに返却する 

事後処理  会場の片づけ、国旗の返却、申請書コピーのシュレッダー処理を実施。 

申請書への署名、押印を行ない、事務局へ日連申請手続きを依頼。 
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《会場レイアウト：セレモニー》 

 

 
 

 

《会場レイアウト：面接》 

 
 

  

出
入
口
⇔☺ ☺ スカウト

🤓🤓🤓 指導者・保護者

☺

面接員 ● 司会

出
入
口
⇔

🤓

☺ スカウト

🤓 指導者・保護者

● 司会

面接員

※机と椅子を準備

■■■
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【外国のスカウト連盟ホームページアドレス】 

 

連盟名（英字） 国名・地域名 HP アドレス 

THE SCOUT ASSOCIATION イギリス https://members.scouts.org.uk/ 

BOY SCOUT OF AMERICA アメリカ https://www.scouting.org/ 

SCOUTS AUSTRALIA オーストラリア https://scouts.com.au/ 

KOREA SCOUT ASSOCIATION 韓国 http://english.scout.or.kr/index.do 

BOY SCOUTS OF THE PHILIPPINES フィリピン https://scouts.org.ph/ 

SRI LANKA SCOUT ASSOCIATION スリランカ https://www.scout.lk/index.php/en/ 

NATIONAL SCOUT ORGANIZATION OF 

THAILAND 
タイ http://www.scoutthailand.org/ 

THE NATIONAL SCOUTING ORGANIZATION 

OF INDONESIA 

（GERAKAN PRAMUKA INDONESIA） 

インドネシア http://www.pramuka.or.id 

THE NATIONAL SCOUTING AND GUIDING 

ASSOCIATION INDIA 

（THE BHARAT SCOUTS AND GUIDES） 

インド http://www.bsgindia.org/User/Home.aspx 

THE SINGAPORE SCOUT ASSOCIATION シンガポール http://scout.sg/ 

PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA マレーシア http://www.pengakapmalaysia.org/portal/ 

THE SCOUT ASSOCIATION MALDIVES モルディブ https://scout.mv/ 

THE GENERAL ASSOCIATION OF SCOUTS OF 

CHINA 
台湾 http://scouting.edu.tw/ 

SCOUTS CANADA カナダ https://www.scouts.ca/ 

BOY SCOUT BRAZIL ブラジル https://www.scout.org/ 

GUIDING AND SCOUTING IN BELGIUM ベルギー https://guiding-scouting.be/ 

 

※WOSM 加入連盟に限定 

 

 

  

https://members.scouts.org.uk/
https://www.scouting.org/
https://scouts.com.au/
http://english.scout.or.kr/index.do
https://scouts.org.ph/
https://www.scout.lk/index.php/en/
http://www.scoutthailand.org/
http://www.pramuka.or.id/
http://www.bsgindia.org/User/Home.aspx
http://scout.sg/
http://www.pengakapmalaysia.org/portal/
https://scout.mv/
http://scouting.edu.tw/
https://www.scouts.ca/
https://www.scout.org/
https://guiding-scouting.be/
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【外国の「ちかい」と「おきて」】 

 

 ちかい（Promise,Oath） おきて（Law） 

イ
ギ
リ
ス 

On my honour, 

I promise that I will do my best 

to do my duty to God and to The Queen, 

to help other people 

and to keep the Scout Law. 

 

A Scout is to be trusted. 

A Scout is loyal. 

A Scout is friendly and considerate. 

A Scout belongs to the world-wide family of Scouts. 

A Scout has courage in all difficulties. 

A Scout makes good use of time and is careful of 

possessions and property. 

A Scout has self-respect and respect for others. 

ア
メ
リ
カ 

On my honor I will do my best to do my duty to God and 

my country and to obey the Scout Law; to help other 

people at all times; to keep myself physically strong, 

mentally awake, and morally straight.  

A Scout is  

Trustworthy 

Loyal 

Helpful 

Friendly 

Courteous 

Kind 

Obedient 

Cheerful 

Thrifty 

Brave 

Clean 

Reverent. 

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア 

On my honour, I promise 

To do my best, 

To be true to my spiritual beliefs, 

To contribute to my community and our world, 

To help other people, 

And to live by the Scout Law. 

OR 

On my honour 

I promise that I will do my best 

To do my duty to my God, and 

To the Queen of Australia, 

To help other people, 

And to live by the Scout Law. 

Be Respectful 

Do What is Right 

Belive in Myself 

カ
ナ
ダ 

On my honour; 

I promise that I will do my best; 

To do my duty to God and the Queen; 

To help other people at all times; 

and to carry out the spirit of the Scout Law. 

A Scout is helpful and trustworthy, 

Kind and cheerful, 

Considerate and clean, 

and wise in the use of all resources. 

フ
ィ
リ
ピ
ン 

On my honor, I will do my best                

To do my duty to God and my country, The Republic of 

the Philippines, and to obey the Scout law.        

To help other people at all times,              

To keep myself physically strong, mentally awake, and 

morally straight. 

A Scout is 

Trustworthy  

Loyal  

Helpful  

Friendly  

Courteous  

Kind  

Obedient  

Cheerful  

Thrifty  

Brave  

Clean  

Reverent  
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ス
リ
ラ
ン
カ 

On my Honour I promise 

To do my best to do my duty to my religion and my 

Country 

To help other people at all times 

And to obey the Scout law. 

A Scout is Trustworthy. 

A Scout is Loyal. 

A Scout is Friendly and Considerate. 

A Scout is a brother to every other Scout. 

A Scout is Courteous. 

A Scout is Kind. 

A Scout is obedient. 

A Scout is Cheerful. 

A Scout is Thrifty. 

A Scout is Clean in Thought, Word and Deed. 

イ
ン
ド
ネ
シ
ア 

On My Honour, I promise that I will do my best to: 

Fulfill my obligation to God and the Republic of Indonesia, 

and to obey Pancasila 

Help other people and get involved in community building 

Obey the Scout Law. 

Believe in God the Almighty 

Preserve nature and love each other 

Be an affable and knightly patriot 

Be obedient and collegial 

Help others with compliance and resilience 

Be diligent, skilled and cheerful 

Be provident and simple 

Exercise discipline, be brave and faithful 

Be accountable and trustworthy 

Have purity in mind, word and act 

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル 

On my Honour I promise that I will do my best 

To do my duty to God and the Republic of Singapore 

To help other people and 

To keep the Scout Law 

A Scout is to be trusted 

A Scout is loyal 

A Scout makes friends, establishes and maintains harmonious 

relations 

A Scout is disciplined and considerate 

A Scout has courage in all difficulties 

マ
レ
ー
シ
ア 

On my honour, I promise that I will do my best, 

To do my duty to God, King and Country 

To help other people at all times 

To obey the Scout Law  

A Scout's honour is to be trusted 

A Scout is loyal towards the King and other rulers, towards 

the Scout Masters, parents, employer and the people under 

him. 

A Scout is to make himself useful and helpful at all times. 

A Scout is a friend to all of any States, rank or any other 

religion. 

A Scout is good and kind and will always do good. 

A Scout is good and kind to animals. 

A Scout always follow his parents',Leaders' orders without 

any questions. 

A Scout is always patient and smile during difficulties. 

A Scout is thrifty. 

A Scout is clean and pure of thoughts, words and actions 

モ
ル
デ
ィ
ブ 

On my honour, I promise that I will do my best, to do my 

duty to Allah and the country; to help other people at all 

times and to obey the Scout Law 

A Scout’s honour is to be trusted. 

A Scout is loyal. 

A Scout’s duty is to be useful and help others. 

A Scout is friend to all and a brother/sister to every other 

Scout. 

A Scout is Courteous. 

A Scout is Environmental Friendly. 

A Scout obeys orders of his/her parents, Patrol Leader or 

Scout Leader. 

A Scout smiles and whistles under all difficulties. 

A Scout is thrifty. 

A Scout is Clean in Thought, Word and Deed. 

 


