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1． 実施概要 
1－1 日時・会場 
日時：平成29年10月7日（土）14:00 ～ 10月9日（月・祝）12:00 

場所：大阪府立少年自然の家 （〒597-0102 大阪府貝塚市木積秋山長尾 3350） 

※JR阪和線 和泉府中駅より会場直通のアクセスバスを運行した。 

 

1－2  テーマ 
「BLAZING THE TRAIL」 ～その一歩を踏み出す前に～ 

 

背景:  前回事業であるRCJフォーラム2015において、スカウト活動の設立者であるベーデン＝パウエル 

（以下、B-P）の言葉を用いてテーマを設定していたことから、前回事業との継続性を考慮して本

事業においてもB-Pに関連する言葉を用いることとした。 

本事業ではB-Pの言葉をまとめた“Blazing the trail”という本のタイトルを事業の目的や内

容に沿って「道しるべ」と日本語訳を解釈し、メインテーマとして設定した。 

サブテーマについては参加者がより本事業に親しみを持つことができるよう日本語とし、メイ

ンテーマである“BLAZING THE TRAIL”と関連付けながら本事業の目的や内容が端的に読み取れる

ように設定した。 

 

1－3 目的とねらい 
目的 

参加者が話し合いや交流を通して、スカウティングにおける課題解決のための契機となるようにする。 

 

ねらい 

本フォーラムへの参加によって、参加者が以下の事項を達成すること。 

・	スカウティングの本質について理解を深め、仲間が直面している課題の多様性を知る。 

・	様々な環境で活動しているスカウトと交流をすることで、活動の視野を広げる。 

・	他者との話し合いから、課題を解決するための手立てを得る。 

・	プログラムを通して得たことを自らのフィールドに還元する。 

 

1－4  実行委員名簿 

 

役  務 氏 名 所属県連盟 所属団 担当 

実行委員長 柳澤 彩紀 岩  手 盛岡第5団 実行委員長 

委 員 加藤 悠貴 東  京 練馬第15団 プログラム 

委 員 武藤 恵祐 和歌山 橋本第2団 プログラム 

委 員 枝迫 七海 東  京 世田谷第10団 記録・広報 

委 員 佐坂 美月 大  阪 茨木第3団 記録・広報 

委 員 神尾  尚 山  口 岩国第1団 生活 

委 員 戸谷 明寛 大  阪 堺第15団 庶務 

委 員 中村 友一 愛  知 北名古屋第2団  

委 員 高田 真志 兵  庫 西宮第3団  
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1－5 日程表 
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2． 名簿 
2－1 参加者名簿 

参加者No. 氏名 フリガナ 所属県連盟 所属団 

1 坂井 壯多 サカイ ソウタ 北海道 札幌第3団 

2 柴崎 勇人 シバサキ ハヤト 北海道 札幌第18団 

3 八重樫 友人 ヤエガシ ユウト 岩手 北上第1団 

4 加藤 大貴 カトウ ダイキ 岩手 盛岡第5団 

5 千田 恵 チダ メグミ 岩手 釜石第2団 

6 八巻 皓仁 ヤマキ ヒロト 宮城県 白石第1団 

7 阿部 由菜 アベ ユウナ 秋田県 秋田第31団 

8 安達 保乃香 アダチ ホノカ 山形県 天童第1団 

9 大沼 環 オオヌマ タマキ 山形県 寒河江第1団 

10 藤本 佳奈子 フジモト カナコ 茨城県 日立第8団 

11 亀山 諒 カメヤマ リョウ 茨城県 日立第5団 

12 髙谷 詩織 タカヤ シオリ 茨城県 日立第6団 

13 齋藤 貴浩 サイトウ タカヒロ 群馬県 高崎第8団 

14 佐々木 真帆 ササキ マホ 群馬県 前橋第3団 

15 池上 太悟 イケガミ ダイゴ 埼玉県 埼玉第10団 

16 木村 祐介 キムラ ユウスケ 埼玉県 久喜第1団 

17 折原 慶喜 オリハラ ヨシノブ 埼玉県 久喜第1団 

18 泉田 駿 イズミタ シュン 埼玉県 熊谷第2団 

19 草間 明浩 クサマ アキヒロ 埼玉県 草加第3団 

20 四至本 鈴香 シシモト スズカ 埼玉県 川口第1団 

21 越智 茉未子 オチ マミコ 埼玉県 さいたま第1団 

22 飯塚 妙 イイツカ タエ 千葉県 柏第1団 

23 中山 尭登 ナカヤマ アキト 千葉県 印西白井第1団 

24 中村 和奏 ナカムラ ワカナ 千葉県 柏第1団 

25 片山 純 カタヤマ ジュン 千葉県 船橋第14団 

26 出口 裕理 デグチ ヒロミチ 千葉県 船橋第5団 

27 佐々木 裕太 ササキ ユウタ 千葉県 君津第2団 

28 山口 輝 ヤマグチ ヒカル 千葉県 船橋第14団 

29 ホワイティング・キンバリー ホワイティング・キンバリー 千葉県 船橋第5団 

30 片寄 颯人 カタヨセ ハヤト 千葉県 八千代第2団 

31 岡崎 麻美 オカザキ アサミ 神奈川 横浜第130団 

32 平子 巧 ヒラコ タクミ 神奈川 藤沢第21団 

33 三橋 明莉 ミツハシ アカリ 神奈川 横浜第61団 

34 山岸 野明 ヤマギシ ノア 神奈川 横須賀第4団 

35 福留 可唯 フクドメ カイ 神奈川 相模原第7団 

36 山野井 心 ヤマノイ ココロ 神奈川 藤沢第19団 

37 近藤 恭平 コンドウ キョウヘイ 神奈川 横浜第130団 

38 木村 直登 キムラ ナオト 東京 昭島第1団 

39 眞柄 勇徳 マガラ タケノリ 東京 国分寺第1団 

40 笹野 治 ササノ オサム 東京 国分寺第1団 

41 増間 智昭 マスマ トモアキ 東京 練馬第7団 

42 丸山 拓也 マルヤマ タクヤ 東京 台東第1団 

43 髙山 有里奈 タカヤマ ユリナ 東京 千代田第7団 

44 遠藤 勇元 エンドウ ユウゴ 東京 千代田第7団 

45 川原田 昌徳 カワハラダ マサノリ 東京 千代田第7団 

46 飯島 雅也 イイジマ マサヤ 東京 千代田第11団 

47 堀 優人 ホリ ユウト 東京 千代田第11団 

48 山内 祐輝 ヤマウチ ユウキ 東京 千代田第11団 

49 鳥海 航輝 トリウミ コウキ 東京 江戸川第2団 

50 沼上 志帆 ヌマカミ シホ 東京 中野第8団 
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参加者No. 氏名 フリガナ 所属県連盟 所属団 

51 本 紗希 モト サキ 東京 中野第8団 

52 西村 福太 ニシムラ フクタ 東京 杉並第11団 

53 中田 億人 ナカダ オクト 東京 板橋第9団 

54 関口 翔悟 セキグチ ショウゴ 東京 板橋第9団 

55 内田 椋太 ウチダ リョウタ 東京 杉並第3団 

56 望月 海 モチヅキ カイ 東京 杉並第9団 

57 渡辺 創 ワタナベ ハジメ 東京 調布第10団 

58 細貝 綾香 ホソガイ アヤカ 新潟 新潟第7団 

59 山本 悠平 ヤマモト ユウヘイ 富山県 高岡第9団 

60 酒井 良介 サカイ リョウスケ 富山県 上市第1団 

61 籠瀬 菜衣 カゴセ ナエ 富山県 魚津第2団 

62 遠渡 佑輝 エンド ユウキ 富山県 滑川第1団 

63 金子 歩 カネコ アユミ 岐阜県 可児第1団 

64 小松 弘明 コマツ ヒロアキ 岐阜県 岐阜第8団 

65 後藤 真実 ゴトウ マミ 岐阜県 岐阜第8団 

66 野原 康平 ノハラ コウヘイ 岐阜県 揖斐第1団 

67 佐藤 諒右太 サトウ リョウタ 静岡県 熱海第11団 

68 西山 あかり ニシヤマ アカリ 静岡県 沼津第19団 

69 服部 祐奈 ハットリ ユウナ 静岡県 清水第13団 

70 三田 あかね ミタ アカネ 静岡県 三島第5団 

71 藤川 剛司 フジカワ タケシ 静岡県 浜松第12団 

72 袴田 真由 ハカマタ マユ 静岡県 浜松第12団 

73 魚住 沙弥果 ウオズミ サヤカ 愛知 一宮第5団 

74 砂田 憲廣 スナダ ノリヒロ 愛知 みよし第2団 

75 山根 莉沙 ヤマネ リサ 愛知 名古屋第87団 

76 磯原 良介 イソハラ リョウスケ 愛知 名古屋第66団 

77 玉井 鈴野 タマイ スズノ 愛知 北名古屋第2団 

78 宮田 光一 ミヤタ コウイチ 愛知 北名古屋第1団 

79 佐伯 駿 サエキ シュン 愛知 小牧第1団 

80 佐藤 遥 サトウ ハルカ 愛知 小牧第1団 

81 土本 拓弥 ツチモト タクヤ 愛知 清須第1団 

82 犬塚 偉大 イヌヅカ タケヒロ 愛知 西尾第2団 

83 伊藤 健太 イトウ ケンタ 愛知 大治第1団 

84 中嶋 路央 ナカジマ ジオ 愛知 みよし第1団 

85 加藤 大季 カトウ タイキ 愛知 名古屋第87団 

86 池田 章浩 イケダ アキヒロ 愛知 名古屋第87団 

87 伊藤 一貴 イトウ カズタカ 愛知 稲沢第10団 

88 杉浦 哲平 スギウラ テッペイ 愛知 西尾第1団 

89 原 槙生人 ハラ マオト 愛知 瀬戸第6団 

90 梶谷 光平 カジタニ コウヘイ 愛知 長久手第1団 

91 佐野 佑樹 サノ ユウキ 愛知 名古屋第12団 

92 成瀬 明日香 ナルセ アスカ 愛知 名古屋第8団 

93 島村 真人 シマムラ マサト 愛知 犬山第7団 

94 清水 拓馬 シミズ タクマ 愛知 豊田第16団 

95 伊藤 理香子 イトウ リカコ 三重 桑名第3団 

96 淺井 駿太 アサイ シュンタ 滋賀 湖南第1団 

97 山本 菜生 ヤマモト ナオ 滋賀 守山第1団 

98 菱田 樹 ヒシダ タツキ 滋賀 草津第17団 

99 松井 健悟 マツイ ケンゴ 京都 京都第7団 

100 廣山 萌 ヒロヤマ メグミ 京都 田辺第1団 

101 神生 柚貴 シンセイ ユタカ 兵庫 姫路第16団 

102 政所 重智 マンドコロ シゲトモ 兵庫 西宮第22団 
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参加者No. 氏名 フリガナ 所属県連盟 所属団 

103 宮崎 亮輔 ミヤザキ リョウスケ 奈良 大和郡山第1団 

104 柿花 仁志 カキハナ ヒトシ 和歌山 橋本第2団 

105 吉岡 舜 ヨシオカ ヒトシ 和歌山 橋本第2団 

106 長岡 貴裕 ナガオカ タカヒロ 和歌山 那賀第1団 

107 小馬 加奈子 コウマ カナコ 大阪 高槻第4団 

108 中野 翼 ナカノ ツバサ 大阪 東大阪第6団 

109 浅田 真之介 アサダ シンノスケ 大阪 大阪第122団 

110 星川 恭賛 ホシカワ キョウスケ 大阪 大阪第85団 

111 山東 佑紀 サンドウ ユウキ 大阪 枚方第9団 

112 保澤 颯稀 ホザワ サツキ 大阪 高石第3団 

113 安福 翔輝 アブク ショウキ 岡山 浅口第1団 

114 尾坂 詩苑 オサカ シオン 岡山 西大寺第5団 

115 溝部 光優 ミゾベ ミツヒロ 岡山 岡山第17団 

116 國實 美紗子 クニザネ ミサコ 広島県 広島第24団 

117 竹原 希美 タケハラ ノゾミ 山口県 徳山第4団 

118 兼石 幸弥 カネイシ ユキヤ 山口県 岩国第1団 

119 宮本 颯 ミヤモト ハヤテ 山口県 柳井第3団 

120 神尾 学 カミオ マナブ 山口県 岩国第1団 

121 柴田 和浩 シバタ カズヒロ 愛媛県 新居浜第2団 

122 吉川 直希 ヨシカワ ナオキ 愛媛県 新居浜第2団 

123 津田 祥太郎 ツダ ショウダロウ 福岡県 福岡第32団 

124 LEPCHA Pema Tshering レプチャ ペマ ツェリング 大分県 由布第2団 

125 内田 早紀 ウチダ サキ 大分県 由布第2団 

126 鬼束 香奈 オニツカ カナ 宮崎 宮崎第11団 

127 永綱 彬 ナガツナ アキラ 鹿児島県 鹿児島第18団 

128 吉原 玖美子 ヨシハラ クミコ 沖縄県 那覇第12団 

※本名簿は本事業エントリー時の参加者による記載を元に作成した。 
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2－2 所属連盟別一覧 
 

 県連盟 
参加者 県別 

合計 

実行委員 県別 

合計 
県連盟 

男性 女性 男性 女性 

1 北海道 2  2   2 北海道 

2 青森   0   0 青森 

3 岩手 2 1 3  1 4 岩手 

4 宮城 1  1   1 宮城 

5 秋田  1 1   1 秋田 

6 山形 1 1 2   2 山形 

7 福島   0   0 福島 

8 茨城 1 2 3   3 茨城 

9 栃木   0   0 栃木 

10 群馬 1 1 2   2 群馬 

11 埼玉 5 2 7   7 埼玉 

12 千葉 6 3 9   9 千葉 

13 神奈川 4 3 7   7 神奈川 

14 山梨   0   0 山梨 

15 東京 17 3 20 1 1 22 東京 

16 新潟  1 1   1 新潟 

17 富山 3 1 4   4 富山 

18 石川   0   0 石川 

19 福井   0   0 福井 

20 長野   0   0 長野 

21 岐阜 2 2 4   4 岐阜 

22 静岡 2 4 6   6 静岡 

23 愛知 17 5 22 1  23 愛知 

24 三重  1 1   1 三重 

25 滋賀 2 1 3   3 滋賀 

26 京都 1 1 2   2 京都 

27 兵庫 2  2 1  3 兵庫 

28 奈良 1  1   1 奈良 

29 和歌山 3  3 1  4 和歌山 

30 大阪 3 3 6 1 1 8 大阪 

31 鳥取   0   0 鳥取 

32 島根   0   0 島根 

33 岡山 2 1 3   3 岡山 

34 広島  1 1   1 広島 

35 山口 3 1 4 1  5 山口 

36 徳島   0   0 徳島 

37 香川   0   0 香川 

38 愛媛 2  2   2 愛媛 

39 高知   0   0 高知 

40 福岡 1  1   1 福岡 

41 佐賀   0   0 佐賀 

42 長崎   0   0 長崎 

43 熊本   0   0 熊本 

44 大分 1 1 2   2 大分 

45 宮崎  1 1   1 宮崎 

46 鹿児島 1  1   1 鹿児島 

47 沖縄  1 1   1 沖縄 

合計 86 42 128 6 3 137 合計 

  
       

参加者:ボーイスカウト３２県連盟より１２８人 実行委員:７県連盟より９人 
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3． 事前準備 
3－1 会議 
★第1回実行委員会 

＜日時＞2017年6月11日 11:00～17:00 

＜場所＞ボーイスカウト会館 

＜内容＞ 

・フォーラムの方針決定（テーマとねらいの設定） 

・役割分担 

・今後のスケジュール確認 

 

★第1回Skype会議 

＜日時＞2017年6月30日 20:00～22:00 

＜内容＞ 

・参加者募集について（申込方法の確認、各ブロックの目標参加人数の把握） 

・ICTについて 

・記念品について（予算確認、品目決定） 

・プログラム編成 

 

★第2回Skype会議 

＜日時＞2017年7月6日 22:00～24:50 

＜内容＞ 

・Twitterについて 

・会場について 

・プログラムについて（特に他者へ依頼が必要なプログラム） 

 

★第3回Skype会議 

＜日時＞2017年7月13日 21:00～23:00 

＜内容＞ 

・プログラムについて（RCJ運営委員会からの意見も取り入れた） 

・記念品について 

・第2回実行委員会について 

 

★第4回Skype会議 

＜日時＞2017年8月10日 21:00～24:15 

＜内容＞ 

・Facebookについて 

・プログラム計画書について 

・記念品の進捗確認と動き確認 

・第2回実行委員会について 

・参加者輸送について 

  

★第5回Skype会議 

＜日時＞2017年8月22日 21:00～23:45 

＜内容＞ 

・日程案 

・プログラム計画書について 

・第2回実行委員会について 

・参加者確定通知について  
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★第2回実行委員会 

＜日時＞9月1日 14:00～2日15:00 

＜場所＞大阪府立少年自然の家 

＜内容＞ 

・駅から施設までの道確認 

・全プログラムの確認 

・使用予定の会場を確認、検討 

・施設の方と打ち合わせ 

 

★前日準備 

＜日時＞10月6日 14:30～ 

＜場所＞大阪府立少年自然の家 

＜内容＞ 

・全日程の確認 

・備品 終チェック 

 

3－2 ICT（Information and Communication Technology）の利用について 
① Facebook 

本事業の周知とそれに伴う参加者の増加、期間中の様子を公開することを主な目的として、前回

事業のページを継続して利用した。また、前回事業との差別化を図るため、Twitterと共に「＃RCJF

2017」というハッシュタグを用いた。 

Facebookはスカウト関係者が多く利用しているため情報共有という面では非常に有効な手段であ

り、本事業においても参加していないスカウトや指導者にまでフォーラムの様子を伝えることがで

きたと考えられる。ただ、参加者が必要としている情報の提供ができていない場面も多々あったた

め、参加者の必要とする情報をしっかりと吟味し書き方などにまで工夫をすることでより効率よい

利用ができたのではないかと考える。 

ハッシュタグについて、ユーザーが事後の投稿を行うことが多いFacebookでは事前の情報共有と

いう面でのハッシュタグ使用はあまり向いていないと考えられる。また、実行委員側から参加者に

向けたハッシュタグ使用への働きかけが弱かったこともあって、参加者が事前にハッシュタグを用

いて投稿をする様子あまり見られなかった。 

 

② Twitter 
ローバースカウト年代だけでなくボーイスカウト年代、ベンチャースカウト年代に向けての情報

発信のために利用した。しかし、海外派遣の際のログインが原因で認証できなくなり、事前にメー

ルアドレスを登録していなかったためTwitter社とのやり取りもできずに途中で利用ができなくなっ

てしまった。ただ、Twitterは「つぶやき」として細かな情報も伝えやすく、Facebookやサイボウズ

よりも参加者の目に入る頻度が比較的高いため、非常に使い勝手が良かった。今後の事業でも使用

を検討することを提案する。 

 

③ サイボウズLive 

実行委員内での情報共有、ならびに参加者への事前の情報提供、参加者間交流を目的として利用

した。グループでの情報共有に非常に優れたツールであり、実行委員用・参加者用のどちらについ

ても基本的に全てのファイル管理・タスク管理をサイボウズLive上で行った。操作性もさほど難し

くなく、特に大きな問題もなく情報共有を行うことができた。 

ただ、使用に慣れていない参加者が一部見られたことに加え定期的に見るという習慣がなかった

ため、参加者全員に登録や情報共有を行うのには時間がかかったように感じる。 

サイボウズLiveは2019年4月15日をもってサービス終了することが決定されているので、今後は他

のグループウェアを使用する必要があるだろう。  
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4． 制作物 
4－1 ロゴマーク 
本事業ではボーイスカウト日本連盟全加盟員を対象にロゴマークの公募を行い、寄せられた6作品の中か

ら実行委員会内での選考の結果、以下のロゴマークを決定した。 

ここでは作成者の所属・氏名と、作成者から寄せていただいたロゴマークに込めた想いを記す。	

 

作成者: 愛知連盟尾張西地区一宮第5団 魚住沙弥果 

 

作成者より: 

本フォーラムのテーマから思い浮かべたのは、 

計画書や地図といったものだった。これからの 

一歩を踏み出すための土台の一部を築くフォー 

ラムという機会を、計画書や地図を書くための 

ペン・白紙・インクに見立て、デザインした。 

  

 

 

4－2 記念品 
本事業では、以下の４点を記念品として参加者へ配布した。 

 

① ワッペン 

発注先:ボーイスカウトエンタープライズ 

発注数:150 

サイズ:7cm×8cm 

 

[備考] 

ロゴマークを基にワッペンを作製した。色が限られているた

めデザインの色を忠実に再現することは難しく、制服に縫い付

けた際に目立つようにという配慮から、濃い目の色で発注し

た。配色を行う際にはロゴマークのデザインを尊重した。 

 

 

 

 

 

② リングファイル 

発注先:武井文進堂 

発注数:150 

サイズ:30.5cm×23.5cm（A4） 

 

[備考] 

フォーラム期間中に、参加者が本事業での成果物として作り上げる

ポートフォリオをまとめるための一助となることを目的として選定し

た。そのため、資料がまとまるように２つ穴の紙をまとめるタイプの

ファイルとした。ロゴマークは一色プリントで発注し、イラストレー

タを用いる必要があった。  
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③ タンブラー 

発注先:株式会社カプセルボックス 

発注数:150 

サイズ:350ml 

 

[備考] 

参加者がプログラム中に使用するためとして選定した。飲み物を何度も

取りに行く手間を省き、会場移動（内・外）も楽に行うことができた。運

営側の紙コップ用意・回収の手間も省けた。一部の記念品の底から飲み物

が漏れだすトラブルがあり、残部と交換を行った。ロゴは一色で発注し、

その際イラストレータを用いる必要があった。 

 

 

 

 

 

④ ステッカー 

発注先:アドプリント 

発注数:300 

サイズ:4cm×8cm 

 

[備考] 

本事業のロゴマークがプリントされている他の記念品だけではな

く、参加者が個々の持ち物に気軽に貼ることができ、本事業の広報

活動に一役買ってほしいという願いから選定した。  
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5． プログラム概要 
5－1 背景 
第1回実行委員会において「参加者が話し合いや交流を通して、スカウティングにおける課題解決のため

の契機となるようにする。」という本事業の目的のもと、全体の採択や提言などを取りまとめる提言型の

フォーラムではなく、自己のスカウティングを振り返り、話し合いを通して自らの課題解決を目指してい

く形式のフォーラムとする方向性を実行委員全体で確認した。 

 

前回事業であるRCJフォーラム2015でも本事業と同じ課題解決型のフォーラムを展開していたが、プログ

ラム中にワールドカフェを多く取り入れて「参加者間の意見共有」を中心に全体のプログラムを設定し、

これからのローバーリング（ひいてはスカウティング）で取り組みたいことを発見していくことを重視し

ていた。前回事業によって参加者はローバーリング（ひいてはスカウティング）におけるある種の目標を

獲得することができたようであり、参加者の満足度も非常に高かった。 

しかし取り組みの発見に大きな時間を割いていたため、目標に対する具体的なプロセスを考えることが

できなかったとの意見が事後実施したアンケート等からも少なからず見られた。 

 

そこで、本事業は前回大会よりもさらに課題解決的な内容に踏み込んだものとし、参加者個人が抱えて

いるスカウティングにおける課題についてフォーカスした。このプログラムでは徹底的に自己を見つめ直

すことだけでなく、同じ課題を持った参加者との話し合いを行うことで「自らの課題に向き合う」ことを

重要視し、自己研鑽的な側面を持つものとして設定した。 

 

5－2 展開方法 
フォーラム展開はプロジェクト法を参考に、自らの課題への意識付けを行って「なぜ課題解決をするの

か」を明確にした上で、グループ内で課題に対する目標（あるべき姿・ありたい姿）を設定し、次にどの

ようにして設定した目標に到達していくのか（障壁の考察や障壁排除のためのアクション）を考え、 後

にグループの意見を自らの課題に還元することで課題解決の道筋を立てていく流れとした。以下は本事業

全体の流れを模式的に表したものである。 

 

[本事業の流れ] 

 
 

 

このような流れを採用したのは、プロジェクト法がボーイスカウト以降ベンチャースカウト、ローバー

スカウトまで継続して活動の中で学んでいるものであるため、本事業の参加者が現状と異なる課題を抱え

た時にも単純かつ基本的な手法で課題解決のきっかけをつかむことができることに気付くことができるよ

うにするためである。 

課題への意識付け [WHYの明確化] 

•課題の解決方法を考えて自己の課題について見つめ直し、自らが置かれている状況や課題
を再認識する。

目標の設定

•課題に対する目標（あるべき姿）をグループ単位で話し合いを行って設定する。

解決方法の設定・具体化

•目標到達までのプロセスを考え、その中で生じる障壁や新たな課題を発見する。

実行に向けての準備

•グループでの話し合いを個人の課題に還元し、課題解決の方法を探る。

•課題解決の実施に向けて、5W1Hの観点から具体的に設定する。
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5－3 プログラム設計 
前述の内容を踏まえ、プログラム構成上の目標を「参加者の抱える課題解決方法が本事業を通して変容

すること」と設定した。 

その上でフォーラムプログラムを「悩メ」「語レ」「進メ」の3段階に分け、事業期間外で実施する事前

課題と事後課題を合わせ以下のフォーラムプログラム展開を設定した。 

 

[本事業のプログラム展開] 

  
 
またプログラム構成上の目標を達成するために、討議系プログラムごとにポートフォリオを作成するこ

ととした。ポートフォリオは参加者の本事業における「目に見える成果物」として位置付け、期間中自ら

の考えをまとめるために用いただけでなく、事後に本事業の振り返りを行なって、自らの考えが変容した

こと（またはより強固になったこと）を視覚的に実感できるようにするうえに、本事業での経験を自らの

ローバーリングひいてはスカウティングに還元ができるように作成したものである。 

 

プログラム構成上の目標に対する評価は、事後課題において設定した「あなたの課題に対する解決方法

は、本フォーラムに参加したことで変化（具体化・補強も含む）しましたか。」という設問に対する回答

を評価規準とした。結果については本項目ではなく、6-2 結果と考察（P.21） に示す。 

  

事前課題
• 自ら抱えている課題や意見、意識を発見する。

「悩メ」

• スカウティングの本質やローバーリングの現状や課題、実際の活動などを講演中
心に知り、これからのスカウティングを考える。

「語レ」

• 意見交換や交流などのプログラムを通して、他のスカウトの活動・意見を知るこ
とで自らの考えを深める。

「進メ」
• 他のスカウトと話し合った意見をまとめ、自身の活動に還元していく。

事後課題
• 自らの課題や意見、意識の変容を考える。
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5－4 活動内容 

5－4－1 討議プログラム 
先に示したフォーラムプログラムの大枠（「悩メ」「語レ」「進メ」の三段階）から、以下のフォーラ

ムプログラムを構成した。 

以下にはプログラムの内容とともに当日の参加者の様子やプログラム全体としての評価・改善すべき点

も同時に示す。なお、各プログラムではスライドを用いて説明・講演等を行ったが、そのスライドデータ

は本報告書に付録として共有用URLを掲載している。 

 

「悩メ」の段階 

○フォーラムオリエンテーション 

[実施時間・場所] 1日目 15:00〜15:30 ＠体育館 

[内容・参加者の様子など]  

参加者がフォーラムプログラムの展開や各プログラムの内容・

フォーラムを通して参加者に求めることを理解することができる

ようにするため、フォーラムオリエンテーションとして実行委員

長が講演形式で説明を行った。また、同時に生活オリエンテーシ

ョンとして施設利用にあたっての留意点や注意事項・本事業での

きまり等、生活に関わる部分を説明した。 

参加者はフォーラムが始まって間もないため、緊張した面持ち

で聞いていた。スライドを用いて説明したことは視覚的に捉える

ことができるきっかけになったと思われ、非常に良かった。 

  

○あなたもわたしもRCJ 

[実施時間・場所] 1日目 16:00〜16:15 ＠オリエンテーションホール 

[内容・参加者の様子など] 

RCJ（全国ローバースカウト会議:Rover Scout Council of Jap

an）について、設立の背景や現在の活動・今までの実績等の説明

を行なった。参加者全員がRCJについて理解しているわけではな

いため、「あなたもわたしもRCJ」というキャッチフレーズを用

いて説明を行い、一人一人が構成員としての自覚を持つことがで

きるように工夫した。 

結果としてこのキャッチフレーズは参加者のなかでとても印象

に残ったようであったので、取り組みとして非常に有効であると

考えられる。 

  

○基調講演 

[実施時間・場所] 1日目 16:15〜17:00 ＠オリエンテーションホール 

[内容・参加者の様子など] 

「社会から求められるローバースカウト」をテーマとして、中

村友一日本連盟プログラム委員より講演をいただいた。 

短い時間の中でローバースカウト世代がボーイスカウト全体か

ら何を期待され、社会から何を求められているのかをわかりやす

くお話いただけた。 

参加者は集中して講演を聞いていたようで、メモ等をとってい

る参加者も多く見受けられた。 
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○活動報告 

[実施時間・場所] 2日目 9:00〜10:30 ＠体育館 

[内容・参加者の様子など] 

全国で様々な活動を行う個人・団体に、活動についての報告発

表をしていただいた。ローバースカウトの活動が多岐にわたるこ

とを理解し、自らの活動に対する視野を広げる（「Look Wid

e」）ことができるように活動の規模・フィールド等を考慮して

以下の6団体に発表を依頼した。 

  ・「第13回世界スカウトユースフォーラム派遣団」 

  ・「第15回世界スカウトムート派遣団」 

  ・「愛知ローバース会議」 

  ・「APUローバース」 

  ・「東京連盟 昭島第1団RS隊プロジェクト:ScouTube」 

  ・「エディンバラアワード取得挑戦者」 

プログラムでは時間を区切って参加者が様々な活動の発表を聞

けるようにしたが、特定の団体に人数が偏ることなかったのは、

参加者が他のローバースカウトが実際に行なっている活動に興味

を持っていることの表れであると考えられ、非常に良かった。報

告の依頼に際して事前に実行委員会の意思決定にもたつきがあ

り、各団体に迷惑をかけてしまったことは反省点である。各団体

への通達事項は事前に実行委員内で共有し、伝達窓口を一人に絞

るなどして改善すべきである。 

 

「語レ」の段階 

○Preheat 

[実施時間・場所] 1日目 17:00〜18:15 ＠オリエンテーションホール 

[内容・参加者の様子など] 

日本のボーイスカウトにおける全国的な課題である「日本のス

カウト人口の減少」について、「日本のスカウト人口減少を止め

るために、ローバースカウトは何ができるのか」をテーマとして

話し合いを行った。 

テーマの決定に際してはRCJ運営委員会より提案をいただき、

参加者全員が共通して実際に直面しているテーマを設定すること

ができた。また、スライドを用いてイントロダクションを行なっ

たが、日本連盟にご協力いただいて正確な数値（データ）をもと

にスカウト人口の様子を提示できたことはとても良かった。 

参加者はテーマに対して積極的にグループ討議を行なってお

り、テーマに対する関心の高さと本事業への意欲が伺えた。 
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○分科会Ⅰ 

[実施時間・場所] ＜Part1＞2日目 10:30〜12:30 ＠体育館 

                 ＜Part2＞2日目 13:30〜15:00 ＠中研修室・大研修室 

[内容・参加者の様子など] 

「ローバースカウトに求められていることとは何か」について

ローバースカウト年代があるべき姿（目標）をまとめ、どのよう

な形で自らのグループの課題に還元していくのかについての話し

合いを行なった。自グループにおけるテーマの理想とする姿を本

プログラムに置いたことで話し合いが進んだグループが多く見ら

れたが、話し合いに幅を持たせるためにこの問いは抽象的なもの

であったので、話し合いが思うように進まないグループも見られ

た。グループ内のファシリテーションをしていた年長スカウトも

見られたが、思うように進まないグループには実行委員の方から

も討議の邪魔にならない範囲で助言をしたり、討議にある程度の

ゴール地点を提示したりするなど、参加者全員が討議に充実感を

持てるような取り組みをする必要があった。施設利用の関係から

移動等があったが、参加者協力のもとスムーズに移動ができたた

ことは非常に良かった。 

 

 

 

 

 

○分科会Ⅱ 

[実施時間・場所] 2日目 15:00〜18:00 ＠体育館 

[内容・参加者の様子など] 

分科会Ⅰでの話し合いを元に、課題解決のために取り組んでい

くことをグループごとに設定した。また、取り組みを実行してい

く上で生じる障壁をグループで話し合うことで共有し、それを取

り除くための方法を考えた。グループでの話し合いを通して課題

に対する様々な意見に触れ、自らの課題についても解決方法を具

体化した。 

分科会Ⅰで話し合った内容を発展させることができていたグル

ープが多く見られ、参加者も熱心に話し合いをおこなっていた。

３時間という非常に長い時間の討議であったため、参加者が討議

に集中できるように討議手法を提示するなどして制限したり、具

体的な時間配分などを提示したりするなどして話し合いがより発

展するような手立てをするべきだったと考える。 
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「進メ」の段階 

○まとめ 

[実施時間・場所] 3日目 9:00〜11:30 ＠オリエンテーションホール 

[内容・参加者の様子など] 

分科会Ⅰ・分科会Ⅱにおけるグループの話し合いを元に、自ら

の課題に対して「これからどのように取り組むのか」を個人単位

で考えた。その際個人で１行程度の採択文を作成する取り組みを

行った。なお、本プログラムで作成した参加者の採択文は本報告

書に付録として掲載している。 

個人採択文を作成したのちにグループ内・他グループでペアに

なり、採択文ならびに目標達成のためにこれからするべき取り組

みを共有する時間を設け、互いに採択と取り組みの問題点や課題

についてアドバイスをし合った。 

共有の時間に参加者が積極的に自らの討議の結果得たものを他

者と共有している様子が見られた。実際に参加者からも他者に説

明することで理解は深まったとの声が多かった。 

また、１行採択文は自らの取り組みを集約したものであり、よ

り自分の中で理解する上で有効であったと考える。 

 

 

 

 

 

 

5－4－2 交流プログラム 
本事業では討議プログラムのほかに、参加者間の交流を目的としたプログラムとして以下のプログラム

を設定した。討議プログラムの記述と同様に、以下にはプログラム内容とともに当日の参加者の様子やプ

ログラム全体としての評価・改善すべき点も同時に示す。 

 

○アイスブレイク 

[実施時間・場所] 1日目 14:20〜14:40 ＠つどいの広場 

[内容・参加者の様子など] 

受付時に参加者へ配布しておいた紙に書かれた番号ごとにチー

ムを組むように指示をし、1番組むのが遅かったグループが自己

紹介を行うというゲームを中心にプログラム展開をした。 

いくつかのゲームを通して初めて会ったばかりの参加者達も次

第に打ち解け、非常に良いアイスブレイクをすることができた。 

  ただ、次のプログラムへの時間が迫っていたにも関わらず、ゲ

ームのデモンストレーションを披露するために必要数以上の実行

委員を動員していたことが反省点としてあげられる。リスクマネ

ジメントの観点からも手が空いている委員は、先を見据えて行動

を取る必要があった。  



	 １９	

○夕食[BBQ] 

[実施時間・場所] 1日目 18:20〜19:15 ＠第2炊飯場 

[内容・参加者の様子など] 

セッションが中心となった1日目、緊張や疲れが溜まっていた

とは思うが、初めての参加者間交流を行なうプログラムであった

ため、活発に会話をしながらバーベキューを楽しんでいた。乾杯

の挨拶を福嶋日本連盟プログラム委員長よりいただき、ローバー

スカウトとしての自覚と責任、ローバーリングの可能性について

のお話をいただいた。 

準備等の大部分を日本連盟事務局職員や日本連盟プログラム委

員の方々にお願いしてしまう結果となってしまったのは、非常に

大きな反省点である。プログラムにゆとりを持つなどして実行委

員が準備をできるような体制を整えるべきであった。 

また、プログラムの関係上バーベキューの時間をあまり設ける

ことができず参加者を急がせてしまった。参加者にとっては期間

中唯一の野外での食事であったので貴重な時間であったと考え、

誘導等の工夫を行うべきであった。 

 

 

 

○ハーモニーナイト 

[実施時間・場所] 1日目 19:30〜21:00 ＠体育館 

［内容・参加者の様子など］  

 初日から行われた討議およびセッションの中で生じた参加者の

精神的な疲れや緊張感をほぐし、参加者間のつながりを強化する

ことで、参加者の融和を図ることを目的に実施した。 

 コンセプトを「運動会」とし、討議グループとは異なるグルー

プをランダムに作り、そのグループの対抗で頭を使ったり体を動

かしたりといったいくつかのゲームを行う過程で、フォーラムの

成功に不可欠である団結力、結束力を見出すことができた。さら

に、ゲームの勝敗によって得点制とし、上位グループには景品を

用意したことで、非常に盛り上がった。 

 また、グループ対抗でのゲームの他に有志の参加者がスタンツを２つ披露し、翌日の討議およびセッシ

ョンに向けてメリハリをつけることができた。全体を通して、交流プログラムとして良い雰囲気を作るこ

とができたと考える。 

 

○ローバーナイト 

[実施時間・場所] 2日目 19:00〜21:00 ＠大ファイヤー場 

［内容・参加者の様子など］  

 ２日目も朝から長く続いた討議およびセッションとのメリハリ

をつけ、参加者が全力で楽しむ場を共有することで一体感を得る

ことを目的に実施した。 

 事前アンケートにて披露を希望してくれた有志の参加者をはじ

め、実行委員より依頼した参加者によるスタンツ・パフォーマン

スはいずれも会場を大いに盛り上げてくれた。すべてのスタン

ツ・パフォーマンスが終了した後は参加者にマシュマロを配布

し、残り火で焼いて食べ、非常に良い雰囲気の中プログラムを終

えることができた。 

従来のボーイスカウトのキャンプファイヤーとは異なる形態である「ローバーナイト」という形態を新

たに模索した結果、ローバースカウトならではの雰囲気と活気が十二分に溢れ出る交流プログラムとして

目的を達成することができたと考える。 
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6． 参加者アンケート・課題 
6－1 アンケート・課題概要 
本事業では参加者に対して合計4つのアンケート・課題を設定した。 

アンケートについて、参加者にスカウティングに対するモチベーション、スカウティングにおける活動

満足度、本事業の期待度・満足度の３つの観点について5段階（１＝ない・満足していない →５＝ある・

非常に満足している）で現在当てはまるものを回答する形をとった。 

課題については原則全て記述式とし、設問ごとに文字数の下限を定めることで参加者が設問に対して一

定以上の文字数の回答を行うようにした。 

 

◎事前アンケート 

実施日[回答締め切り日]:2017年9月14日 

形式:Googleフォームを利用してアンケートを作成し、共有URLをサイボウズで共有した。 

回答数:133 （なお、以下の結果に反映したのは本事業当日参加者の回答のみである。） 

実施の意図：○参加者の活動状況や興味・関心を捉え、フォーラムプログラムに反映すること。 

○事前課題と共に本事業におけるグループ分けの資料とすること。 

○事業当日におけるプログラム協力者（指揮・ゲーム・スタンツ等）を募ること。 

 

◎事前課題 

実施日[回答締め切り日]:2017年9月23日 

形式:Googleフォームを利用して課題を作成し、共有URLをサイボウズで共有した。 

回答数:130 （なお、以下の結果に反映したのはフォーラム当日参加者の分のみである。） 

実施の意図：○自らのスカウティングにおける課題を書き表すことで発見すること。 

○事前アンケートと共に本事業におけるグループ分けの資料とすること。 

            ○本事業に対する参加者のモチベーション向上を図ること。 

	

◎事後アンケート 

実施日[回答締め切り日]:2017年10月9日 

形式:フォーラムプログラム終了後アンケート用紙を配布し、その場で記入のうえ回収した。 

回答数:128 

実施の意図 ：○参加者から本事業について評価を受けること。 

○次回事業へのフィードバックとして参加者の具体的な意見を残すこと。 

 

◎事後課題 

実施日[回答締め切り日]:2017年10月31日 

形式:Googleフォームを利用して課題を作成し、共有URLをサイボウズで共有した。 

回答数:122 

実施の意図：○本事業を通じた自らの課題における変化を発見すること。 

            ○参加者からプログラム構成の評価を受けること。 

備考:回答者数が参加者の90%に到達した時点で期間中に撮影した写真を公開することとし、2017年11月24

日に到達したため同日中にサイボウズ上で写真を公開した。 
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6－2 結果と考察 
本事業のプログラム構成上の目標についての結果考察と、本事業前と事後の参加者の3つの観点における

変化の結果考察を以下にまとめる。 

考察は結果を踏まえ、観点別に参加者が記載した「そのように回答した理由」から一部を抜粋し、参加

者に具体的にどの様な変化があったのかまで取り上げるものとする。 

なお、３つの観点におけるグラフの年齢は参加者がエントリー時に記載した年齢とし、グラフは左（青）

が事前アンケート、右（赤）を事後アンケートである。 

 

6－2－1 プログラム構成上の目標到達度 
本事業では事業の目的・ねらいに沿って、プログラム構成上の目標を「参加者の抱える課題解決方法が

本事業を通して変容すること」と設定し、事後課題における設問4-2「あなたの課題に対する解決方法は、

本フォーラムに参加したことで変化（具体化・補強も含む）しましたか。」の回答をもってその達成度を

評価することとした。(詳細は本報告書P.13〜P.14を参照) 

 

[事後課題設問4-2における解答比] 

  

[考察] 

全体の約87%の参加者が自らの課題に対する意識の変容を

感じることができたので、プログラム構成上の目標は概ね達

成されたと言え、本事業におけるプログラム展開は参加者の

課題意識の変容に有効であったことが伺える。 

 

13%の参加者が変容を感じることができなかった理由とし

て、課題を中心にしたグルーピングが適切に行われなかった

こと、また一部の参加者がグループ内でのファシリテーショ

ンを行うことになった結果自らの課題に対して満足のできる

討議を行なうことができなかったことが挙げられる。 

 

グループ分けについては基本的には事前課題で回答された参加者が抱える課題を元に行ったが、人数の

都合上止むを得ず課題ではなくこれまでの経歴や興味・関心を中心にグループ分けをした参加者もいた。

その参加者から特に多く変化をしなかったとの回答が比較的多かった。 

 

本事業においては特に制約を設けず自由に自らのローバーリング（ひいてはスカウティング）について

の課題を記入する形式だったためにそのような結果になってしまったと考えられる。対策として事前に課

題になり得そうな項目をいくつか設定しておき、そこから選択式にするなど参加者がより課題に対して当

事者意識を感じることができるような工夫をする必要がある。 
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6－2－2 スカウティングに対するモチベーション 

 
[考察] 

スカウト活動に対するモチベーションは、事前アンケートでは全体平均が3.55ポイントであったが、本

事業を通して全体平均が4.17ポイントと0.62ポイント上昇した。これは、参加者にとって本事業がこれか

らのスカウティングに対するモチベーションを向上させる契機になった結果であると言える。 

特に18歳から21歳のローバースカウト前半にあたる年代のモチベーションは事前アンケートから事後ア

ンケートにかけて平均0.71ポイントと大きく上昇した。 

本事業を通して、様々な環境で活動を行ってきた同年代のスカウトや経験豊富な年長スカウトとの関わり

から、これからのスカウティングに対する視野が広がったことが伺える。 

参加者コメントからは、全国事業に参加することで同年代のスカウトの存在を再認識し、モチベーショ

ンが向上した様子が伺えた。また、フォーラムプログラムを通して、課題が明確化し解決方法が見えてき

た。やるべきことが明確化した。といった意見も多く見られた。フォーラム参加を経て、ローバーリング

に不安を抱えていた人は他者との対話によって課題解決を獲得できたようである。また、自分の活動に自

信と誇りを持つことができたとの意見もあり、自己肯定感の向上にも寄与できたことが伺える。 

 

6－2－3 スカウティンングにおける活動満足度 

 
[考察] 

スカウト活動に対する満足度は、事前アンケートから事業を通していずれの年齢でもポイントが減少し

た。これは本事業が参加者の活動に対する視野を広げ、参加者自らができる活動がまだあることを実感し

た結果であると言える。 

これは特に18歳から21歳のローバースカウト前半期に当たるスカウトに顕著に見られ、事前アンケート

から平均で0.44ポイント減少した。ベンチャースカウトとローバースカウトの活動の違いを理解したり、

全国の活動に参加したことのないスカウトがより広く視野を持ったりすることに繋がったことが伺える。 

この結果には参加者からのコメントにも見られたが、現在一緒に活動できる仲間がいるか否かという観

点が関係しているように思える。ローバースカウト年代は他の年代よりも個人を活動主体とした活動が展

開されるべきであるが、この結果からはベンチャースカウトに至るまで長年に渡ってグループ単位で活動

してきた経験に慣れ、グループの活動に大きく依存してしまっている現状が伺える。しかし、ローバース

カウト世代でも完全に個人の活動は現実的に難しいため、この意識が一緒に活動できる仲間を見つけるこ

とができる場として本事業のようなRCJ事業にニーズがあることの裏付けとなっていると考えられる。 

参加者のコメントからは、指導者としての役務・仕事などとの両立・所属する組織の立て直しなど自身

を取り巻くスカウティングの環境への不満を多くの参加者が抱えていることが読み取れた。これはスカウ

トだけでは解決できない問題も多く、今のローバースカウト世代が先輩スカウトや指導者からの支援を必

要としていることの現れであると考える。 
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6－2－4 本事業の期待度・満足度 

 
[事後アンケートにおける回答比] 

 

[考察] 

比較的高い（4・5）と回答した参加者は全体の約90%に昇

り、参加者満足度の高いフォーラムになったことが伺え

る。ほとんどの年齢で参加者の期待度を満足度が超えるこ

とができており、全体としては0.23ポイント満足度が期待

度を上回る結果となった。 

 

RS後半期に当たる22歳と25歳で満足度が期待度を超える

ことができなかったのは、RS後半期のスカウトが討議グル

ープ内のファシリテーションをする機会が多く自らの課題

解決がうまく行われなかったことが考えられる。 

 

参加者からは、同じ悩みを抱える仲間と話すことが出来た。悩みを解決に導くことが出来た。というコ

メントが多く見られ、グルーピングや話し合いの流れについても評価されていた。交流プログラムに関し

ても、仲間の輪が広がったという記述もあり、本事業はフォーラムプログラムだけでなく、参加者間の交

流というニーズについてもある程度応えられたと言える。 

 

全国事業へ初参加という参加者については、様々なことを知り刺激を受けた。といった旨の記述が多く見

られた。参加前の段階ではまだこのような事業への参加に対して不安が見られたが、参加後にはまた参加

したいとのコメントも多く見られる。今回100名を超える参加者を得たこともあり、今後もRCJ事業への参

加が見込め、継続して事業を展開していく必要があると考える。 

また、前回や前々回のフォーラムにも参加経験がある参加者の満足度も比較的高かった。前回から採用

している課題解決型のフォーラムに対する参加者の違和感は少なくなってきたようであり、このようなフ

ォーラムの形が今のRCJ構成員に受け入れられていることが伺える。 
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6－2－4 ローバースカウト年代の興味・関心について 
事前アンケートにおいて、現在興味や関心のある活動についての設問を設けた。 

この問いは本事業における討議グループ分けの要素として設定したものであり、当初公表する予定はな

かったが、現在のローバースカウト年代における活動の興味・関心の動向についてのデータとして有効で

あると考えたため、以下に集計結果を示す。 

 

なお、設問は前事業のプログラム内で設定された「サブテーマ」を参考に、①自団での活動、②地区・

都道府県での活動、③大学ローバーでの活動、④全国でのローバー活動、⑤野外活動（キャンプ等）、⑥

屋内活動（フォーラム等）、⑦災害ボランティア、⑧海外派遣、⑨地域貢献・活性化、⑩他県連との活

動・交流 の計10種類の活動の中から重複無しで順位づけをするものであった。 

 

◎活動種類別平均順位と上位選択率 

活動（一部略） 自団 地区・都道府県 大学ローバー 全国ローバー 野外活動 

平均順位 3.9 3.5 7.9 4.4 3.9 

上位選択率 59.4% 61.7% 18.8% 45.3% 46.9% 

 

活動（一部略） 屋内活動 災害ボランティア 海外派遣 地域貢献・活性化 他県連交流 

平均順位 6.1 6.0 5.8 5.9 5.5 

上位選択率 14.1% 16.4% 27.3% 22.7% 24.2% 

※「上位」は1位〜3位までに選択されたことを指す。 

※若干名回答に誤りがあったが、全体の5%に満たないためそのまま集計した。 

 

[考察] 

本設問での回答には、「現在その活動をしている参加者」と「その活動をしたことはないが興味・関心

のある参加者」という2つのパターンが存在する。そのため参加者の純粋な興味・関心を図ることができる

ものではないが、現在その活動をしている参加者についてもその活動に興味・関心があるものとして結果

を捉え、他設問の集計結果での個人の経歴等も加味して考察を行う。 

 

まず、全国事業に参加するローバースカウト年代は自団や地区・都道府県、全国と活動領域レベルを問

わず、様々な領域での活動に興味を持っていることが伺える。地区・都道府県での活動が平均順位・上位

選択率ともにトップであったが、この結果はRCJの都道府県代表制・ブロック制による都道府県単位でのロ

ーバーコミュニティ、またそれに伴う地区単位のコミュニティについての興味・関心が高いことの裏付け

になり得るだろう。 

また、ローバースカウト年代はスカウト登録だけではなく指導者登録をしているケースがあり、スカウ

トとしての活動とは別に指導者として自団の他部門への活動に注力している様子もこの結果から伺える。 

大学ローバーについて、本事業は大学ローバー登録をしている参加者があまり多くなかったこともあっ

て平均順位こそ高くなかったが、大学ローバー登録者以外からも興味・関心が寄せられており、各大学の

特色ある活動や大学ローバー間の交流に興味を持つ参加者も多かったようである。 

さらに、キャンプ等の野外活動に興味・関心のある参加者が非常に多く見られた。ただ、この結果から

は逆にローバースカウト年代は多忙であったり、コミュニティに属したりしていないなどの理由から満足

のいく野外活動を充分に行えていない現状が伺える。RCJでは隔年で野外活動をメインにした事業を展開し

ているが、その事業についてのニーズが感じられた。 

また、海外派遣に対する興味・関心が多くあることが分かる。この結果から、より多角的な視点からロ

ーバーリング（ひいてはスカウティング）を捉え、活動していく意欲が感じられる。 

 

これらの結果から、現在のローバースカウト年代はボランティア活動や屋内活動だけではなく、ベンチ

ャースカウトとはレベルの異なる高度な活動や、所属地域のローバーコミュニティを生かした比較的規模

の大きい活動に興味・関心がある様子が伺える。  
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7． 評価反省 
7－1 プログラム評価反省 
満足度は、Ａ～Ｅ（Ａ：非常によくできた → Ｅ:全くできなかった）のうちから選択した。 

 

7－1－1 受付（担当：神尾尚・佐坂美月） 

 

7－1－2 開会式（担当：枝迫七海） 

  

日時 10月7日（土）13:30～13:50 

場所 玄関前 

タイムテーブル 

時間 予定時間 内容 担当者 備考 

12:00 12:00 準備 神尾・佐坂  

13:30 13:30 開始 神尾・佐坂  

13:50 13:50 終了 神尾・佐坂  

評価反省 

準備の満足度 Ｃ 

理由と解決策 東京、愛知、その他の県連盟の3つに分けて受付を行ったが、名札を探し出すのに

時間がかかってしまい、列を作ってしまった。①名札を探す人②領収書を渡す人③

名前をチェックし、的確に情報を伝える人の3人が必要なことが分かった。これら

の作業を実行委員だけで行うのは不可能だと感じた。協力的な参加者に名札や領収

書を探してもらい、配るシステムを今後も取ることで列の渋滞は少し緩和されると

思う。 

全体を通して

気が付いたこ

と、反省 

初は運営委員に協力してもらい、3人体制で臨もうとしたが、130人を3人ではさ

ばけなかった。早く来ていた参加者の皆様にご協力いただき、スムーズに行うこと

が出来たと考える。次回以降も早く来た参加者に協力を仰ぎ、スムーズな受付を行

ってもいいと考える。 

 

日時 10月7日（土）14:00～14:20 

場所 つどいの広場 

評価反省 

準備の満足度 Ｂ 

理由と解決策 旗やマイクの設置は、日本連盟事務局職員に手伝っていただいたこともありスムー

ズに行うことができた。 

おきての唱和、ソングの指揮担当の参加者たちとも事前に会い、スムーズに打ち合

わせができた。バス内での案内が功を奏したと思う。 

式次第については文字の読み方等をきちんと確認してから臨むべきだった。 

全体を通して

気が付いたこ

と、反省 

１番 初のプログラムなので緊張感を持って取り組めたと思う。事前に役割分担を

し、どのように動くか把握できていたのでスムーズに集合し、開始することができ

た。 
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7－1－3 アイスブレイク（担当：神尾尚） 

	 	

日時 10月7日（土）14:20～14:40 

場所 つどいの広場 

目的 参加者の緊張をほぐす。 

目標 ① 参加者が楽しめる場を提供する。 

② 参加者が体を動かせるゲームをする。 

タイムテーブル 

時間 予定時間 内容 担当者 備考 

14:20 14:20 命令命令ゲーム 神尾  

14:25 14:25 10人揃うゲーム 神尾  

14:30 14:30 おにぎりゲーム 神尾  

評価反省 

目標達成度 ① Ａ 

② Ａ 

理由と解決策 アイスブレイク時に参加者が楽しんでいる姿をみることができた。従って、ある程

度の目的は達成できたと考えられる。しかし、事前に話し合った内容をアイスブレ

イク中に忘れてしまい混乱を招いてしまったことが反省点である。今後は、事前に

話し合いリハーサルを一回行うとより円滑に進むと考える。 

準備の満足度 Ｂ 

理由と解決策 マイクを使うことができ、スムーズに参加者に知らせることができた。遅刻者がい

たため、グループ作りの際ミスが生じたが、臨機応変に対応できた。準備段階では

実行委員と話し合い、よりよい案が出たのは良かったと考える。 

全体を通して

気が付いたこ

と、反省 

参加者の気持ちをほぐせたかどうかは分からないが、盛り上がったという声を聞く

ことが出来てよかった。今回は外で行うことが出来、参加者全員を巻き込めるゲー

ムを行い、参加者の協力もあり、無事終わったと思う。 
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7－1－4 オリエンテーション（担当：柳澤彩紀・神尾尚） 

 

  

日時 10月7日（土）14:40～15:00 

場所 体育館 

目的 フォーラムへの理解を深め、プログラムの効果を高める。 

目標 ① 施設利用のマナーを伝える。 

② 初心者にも分かりやすい資料作成、及び説明を行う。 

③ 委員の顔と役務を把握してもらう。 

タイムテーブル 

時間 予定時間 内容 担当者 備考 

14:00 14:00 委員紹介 全員 自己紹介 

14:05 14:05 生活について 神尾  

14:15 14:15 フォーラムについて 柳澤 スライド利用 

14:25 14:25 質疑応答 柳澤 掲示板説明も 

評価反省 

目標達成度 ①	Ｂ 

②	Ｂ 

③	Ａ 

理由と解決策 ①	施設が公開している資料及び前回フォーラムの「生活のしおり」を参考にオリ

エンテーション資料を作成した。要点に絞って各項目に分けて記述することで

読みやすくできたと思うが、視覚的な工夫が少なかった。しおりへの資料掲載

に加えて口頭での説明も行った。要点に絞って話したものの、短時間では上手

く伝わらず、ルールを守らず施設を利用している参加者も見受けられた。今回

は参加者数が多いことや施設の制約が多かった（他団体との兼ね合い）ために

不便な点もあったかとは思うが、今後は自分たちで決めたルールと施設のルー

ル、どちらも確実に守ってもらいたい。そのために委員の呼びかけも大切であ

る。 

②	フォーラムオリエンテーションでは、しおりの資料（施設利用について）とス

ライド（フォーラムについて）を用いて説明を行った。施設利用についてのし

おり掲載資料と説明については上述。説明の途中でメモを取る必要があり（入

浴時間の割り当ての説明時）、その事項を記載したスライドの用意があれば尚

良かった。フォーラムについては、事前に実行委員会内でスライドと説明の確

認の時間を取っており、話し手もきちんと理解した上で参加者にも大筋を理解

して貰えたのではないかと思う。説明の際は伝わりやすさを意識してかみ砕い

て要点を押さえ、具体例を交えつつ説明し、聞き手もフォーラムのイメージを

膨らませられたのではないかと思う。 

準備の満足度 Ｂ 

理由と解決策 担当者を中心準備ができ、発表内容に関して事前に委員内で確認できた。①に記載

した通り、改善点が複数あるので満足度はBとする。 

全体を通して

気が付いたこ

と、反省 

プログラムのスタートにあたるフォーラムオリエンテーションとしてはまずまずの

出来だったのではないかと思う。計画の段階では終了予定時刻をオーバーするので

はないかという不安があり、質疑応答の時間をカットしてその分を提示板で対応と

したが、実際は時間に余裕を持って運営でき、質疑応答の時間もとることができ

た。模造紙で作成した掲示板は期間中本部前に設置したが利用されることはなく、

参加者の動きの余裕も考慮すると設置の必要はなかったように思う。今後何か目的

があって設置するならば、見た目や内容、使いやすさ等参加者の興味を引く工夫が

必要である。 
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7－1－5 あなたもわたしもRCJ（担当：戸谷明寛） 

  

日時 10月7日（土）16:05～16:20 

場所 オリエンテーションホール 

目的 全国ローバースカウト会議という会議体について説明することで、今まで知らなかった人

を中心にRCJについて理解を深めてもらう。 

目標 ① RCJの構成員という当事者意識をもってもらう。 

② RCJという会議体に対して正しく理解をしてもらう。 

タイムテーブル 

時間 予定時間 内容 担当者 備考 

16:00 15:55 準備 戸谷  

16:05 16:00 発表 戸谷  

16:15 16:10 質疑応答 戸谷 マイク担当:枝迫 

16:20 16:15 終わりに 戸谷  

評価反省 

目標達成度 ① Ａ 

② Ｂ 

理由と解決策 ① 「RCJフォーラム2017」の「RCJ」の説明から入り、参加者の中にはRCJ県連盟

代表者もいること、その人達は身近な存在であること、その人達も他の参加者

と同じローバースカウト年代でありRCJの構成員であることなどを伝えた。参

加者に徐々に歩み寄りながら話すことによって、RCJという組織を身近に感じ

てもらうことが出来、目標を達成できたと考える。 

② 発表時間には限りがあったため、今回の発表で理解を深めることが出来たのは

RCJ県連盟代表者か以前からRCJのことを知っていた人に限定されるのではない

かと思う。今回初めてRCJという名前を聞いた人が、それぞれの地域に帰った

ときに各自がRCJについて説明出来るようになったとは思えない。しかし、発

表の場では完全に理解出来ていなかったとしても、発表中に紹介したRCJwebペ

ージを活用したり一緒にRCJフォーラム2017へ参加した人たちと話をしたりし

て理解を深めるキッカケになったのではないかと思う。 

準備の満足度 Ｃ  

理由と解決策 事前から十分な準備を行うことが出来ず、パワーポイントの修正は発表の直前まで

かかってしまった。その結果、実行委員の庶務として、周りに配慮して運営のサポ

ートを行うまでの余裕を持つことがあまり出来なかったと反省している。 

全体を通して

気が付いたこ

と、反省 

発表前、以前からRCJのことを知っている参加者の中には発表をきちんと聞こうと

いう気になっていない人の姿があった。今回の発表内容はそういった人たちも巻き

込めるような内容にしていたが、タイトル次第でより聞こうという気持ちになって

もらうことも出来たのではないかと思う。 

また、事前課題としてRCJに対する認知度やどこまで知っているかを調べるアンケ

ートを取っておけば、事後課題でどれくらい理解が深まったかなどの推移を見るこ

とが出来たのではないかと思う。 
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7－1－6 基調講演（担当：枝迫七海） 

 

  

日時 10月7日（土）16:20～17:00 

場所 オリエンテーションホール 

タイムテーブル 

時間 予定時間 内容 担当者 備考 

16:20 16:15 準備 中村委員  

  導入 枝迫  

  基調講演 中村委員  

17:00 17:00 質疑応答 中村委員 マイク担当:枝迫 

評価反省 

準備の満足度 Ｂ 

理由と解決策 中村委員がお話しする前の導入の言葉を事前に考えず、前夜に考えた。しかし、直

接やりとりができたので、スムーズに決めることができた。 

発表に使った資料（PowerPoint）が欲しいという声が多々聞こえたので、事前に共

有用のDrive等を作成しておくと事後のとりまとめが楽かもしれない。 

全体を通して

気が付いたこ

と、反省 

みな真剣に話を聞いていた。”Rovering to Success”を知らない参加者、隊長に連

絡をせずに本事業に参加している参加者が多々いたので、ローバースカウトの基礎

という意味でもこの基調講演が重要な役割を果たしたと考える。 

部屋の空気が悪くなっていたので、大人数が小さな部屋に入る時は窓を開けるなど

の配慮を心がける必要がある。 
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7－1－7 Preheat（担当：加藤悠貴） 

  

日時 10月7日（土）17:00～18:15 

場所 オリエンテーションホール 

目的 ボーイスカウトが直面している全国的な課題について話し合い、課題に対して当事者意識

を持つ。 

目標 ① 直面している課題とその現状を理解し、自分の考えをまとめる。 

② 全国的な課題に対して主体的に⾏動を興す態度を育成する。 

タイムテーブル 

時間 予定時間 内容 担当者 備考 

17:00 17:00 イントロダクション 加藤 協力:枝迫委員 

17:10 17:10 討議開始 加藤  

17:55 18:10 討議終了 加藤  

18:00 18:15 撤収 加藤  

評価反省 

目標達成度 ① Ｂ 

② Ｂ 

理由と解決策 「スカウト人口の減少」についてテーマ設定をしたことは参加者にとって身近なテ

ーマであったため活発に話し合いを行う良い契機になったと思われる。しかし、日

本連盟や都道府県連盟が取り組む事柄についての話し合いが行われてしまうグルー

プも少なからずいたので、あくまでローバー個人としての課題に対する主体性を引

き出すための工夫をもう少しするべきだった。 

2日目以降の話し合いに向けての”融和”をコンセプトに個人の課題解決から少し

離れた話し合いを要求したが、グループ内での自己紹介の時間を設けたり、事前課

題で自分の意見を書いていたりしたこともあって話し合いは比較的スムーズに行わ

れており、グループメンバーのことを知る上で良い機会になっていたと思う。 

準備の満足度 Ｂ 

理由と解決策 プログラム説明スライドに日本連盟出典のデータ・グラフなどを用いて、視覚的に

スカウト人口の減少の現状について捉えてもらうことができたと感じている。会場

の確定が遅れたのと、グループ分けした際のオリエンテーションホールの収容人数

が未知だったため、当日まで色々と決定できない部分が多くバタバタとした部分も

あったが、当日は他のプログラム裏などの時間を有効に使って他の実行委員と協力

しながらできたと思う。 

他のプログラムや会場都合等もあってやむを得なかったが、目標達成のためには討

議の時間をもう少し確保する必要があったと考える。 

全体を通して

気が付いたこ

と、反省 

本プログラムは「話し合いへの慣れ・チームビルド」的な側面を持っていたため、

事前課題で自分の意見をまとめていたこと、またそれを紙に出力して参加者に配布

していたことが非常に有効的であったと考える。グループ内の討議進行は初対面の

メンバーも多い中でスムーズに行えていたように見受けられ、模造紙や付箋などを

有効に使いながら討議を進めているグループが多かったように感じる。 

また、次プログラムまでの時間が非常に厳しかったため、常に時間を見ながらの進

行になっていたが、他の実行委員と密に連絡を取って早めに時間を切り上げたこと

は結果的に良い判断であったと考える。 

しかし、時間を気にしすぎたせいもあってプログラムの説明がとても早くなってし

まったのは、参加者に課題の現状を理解してもらう上での大きな反省点である。ま

た、プログラム時間が短かったため話し合いがまとまらず、テーマに対しての話し

合いが消化不良になってしまうグループもあった。1日目は他に多くのプログラム

があったため、もう少し計画的にプログラム設計を行うべきだった。 
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7－1－8 BBQ（担当：佐坂美月） 

  

日時 10月7日（土）18:20～19:15 

場所 第2炊飯場 

目的 食事をしながら交流を図る。 

目標 ① 仲を深め2日目以降のセッションをスムーズに行う。 

② 知り合いを増やす。 

タイムテーブル 

時間 予定時間 内容 担当者 備考 

18:20 18:20 準備 実行委員  

18:30 18:30 乾杯 佐坂  

19:10 19:10 終了 佐坂  

19:15 19:15 移動 佐坂  

19:15 19:15 片付け 実行委員  

評価反省 

目標達成度 ① Ａ 

② Ｂ 

理由と解決策 初日、討議を繰り返す中で参加者の初めての息抜きとも言えるのがBBQだったと思

う。場所は狭く、明るさや時間も十分に確保できなかったが、楽しんで食事をする

ことができた。また、討議グループの仲もさらに深まり、2日目以降のグループ討

議をより活発なものにできた。 

準備の満足度 Ｃ 

理由と解決策 プログラム時間の都合上、実行委員とプログラム委員が21個のコンロに火をおこし

て全班の食材をすべて切るといった準備、片付けも行うという結果となった。130

人の準備を10人程度で行うことは大変無茶なことであった。そのため、一部の実行

委員はまともに食事を取ることができなかった。準備の時間を長く取る、参加者に

火を起こすところからやってもらう時間設定にする、参加者に片付けはやってもら

うなど、もう少し当日のシミュレーションをしっかり行った上で検討することはあ

った。 

全体を通して

気が付いたこ

と、反省 

時間や場所のことを考え、BBQの他にも交流を目的とした食事の取り方があったの

ではないかと考える。その背景には、上述しているように準備や片づけを行う際に

プログラム委員や事務局職員の方々のお手を煩わせてしまったことが原因としてあ

る。本プログラムの準備を進めていく前に、ある程度の作業量を見積もり、実行委

員だけでこなせる業務内容か否かの検討を重ねた上でプログラムの選定を行う必要

があった。 
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7－1－9 ハーモニーナイト（担当：武藤恵祐） 

  

日時 10月7日（土）19:30～21:00 

場所 体育館 

目的 参加者の融和を図る。 

目標 ①	参加者間のつながりを強化する。 

②	討議（セッション）とのメリハリを作る。 

タイムテーブル 

時間 予定時間 内容 担当者 備考 

18:30 18:30 準備 武藤・戸谷・神尾  

19:20 19:20 参加者入場   

19:30 19:30 開始   

  オープニング 武藤  

  実は…自己紹介 

共通点探し 

ラインナップ 

クイズリレー 

じゃんけんリレー 

武藤  

  ダンシングヒーロー

（ダンス） 

la banana 

中部ブロック 

 

武藤 

 

  クロージング 武藤 得点発表及び景品贈呈は得点

集計上の都合により翌日朝礼

に持ち越しとなった。 

21:00 21:00 終了   

評価反省 

目標達成度 ① Ａ 

② Ａ 

理由と解決策 初日ということで参加者間にぎこちなさが見られるなか、討議グループと異なるグ

ループを編成し、グループ対抗戦を行うことで参加者間の融和を図ることができ

た。また、得点制にしたことで盛り上がりを作ることができた。 

準備の満足度 Ｃ 

理由と解決策 当初10人グループを13作る予定であったが、くじの数に不備があったために13人グ

ループが10できてしまった。そのため、クイズリレーにおいてクイズを急遽増やさ

なければいけないという事態となってしまった。音響に関して不具合は無く、問題

なかったと言える。 

全体を通して

気が付いたこ

と、反省 

これはローバーナイトについても言えることであるが、スカウトという枠から外れ

るといい年をした成人、大学生年代の参加者が何事に対してもあれだけ熱く盛り上

がれるのはローバースカウトの良い点だと感じた。グループ対抗のナイトプログラ

ムという過去に例のないものを作り上げられたことは評価して良い点だと思う。 
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7－1－10 朝礼（担当：加藤悠貴） 

  

日時 10月8日（日）／10月9日（月）6:50～7:20 

場所 多目的広場 

評価反省 

準備の満足度 Ａ 

理由と解決策 下見の段階から多目的広場を見ていたこと、また前日夜の実行委員会で朝礼の詳細

を実行委員全体に共有できていたことはスムーズな運営を行う上でよかった点であ

ると思われる。また式次第を全て事前に用意できたことで、朝礼含め全てのセレモ

ニーに統一感を持たせることができた上に細かな言葉の修正までできたので、事前

準備としては非常に良くできたと思われる。 

参加者公募のモーニングゲームに関しても、事前にサイボウズのテーマチャットを

使って実施内容を運営側が把握し、朝礼にふさわしい内容について公募者に指摘・

修正指示をした上で進行できた。 

全体を通して

気が付いたこ

と、反省 

事前に準備を行っていた事で、朝礼の進行は比較的スムーズに行えた。参加者にも

寝坊等による遅参者等がなく、非常に良かったと思う。 

朝礼後は清掃の時間と設定していたが、具体的に何をすべきか分からない参加者も

多かったように感じる。朝礼後の清掃について詳しく提示し、朝食までの時間に手

が空かないような工夫をすべきだった。 

また、参加者に連絡事項を伝える事がメインの朝礼になってしまったので、モーニ

ングゲームの他にスカウツオウン・サービスなどを取り入れてもよかったと考え

る。 
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7－1－11 活動報告会（担当：佐坂美月） 

  

日時 10月8日（日）9:00～10:30 

場所 体育館 

目的 同年代のスカウトが取り組んでいる活動に触れ、活動の視野を広げる。 

目標 ①	これからのスカウト活動やローバーリングを行う上での参考材料にする。 

②	様々な活動やプロジェクトに触れ、ローバーリングの多様さを知る。 

タイムテーブル 

時間 予定時間 内容 担当者 備考 

9:00 9:00 開始 佐坂  

9:05 9:05 全体説明 佐坂・武藤  

9:10 9:10 活動報告会開始 佐坂・武藤  

10:30 10:30 活動報告会終了 佐坂・武藤  

評価反省 

目標達成度 ① Ａ 

② Ａ 

理由と解決策 ①	発表者の発表内容や模造紙の資料がとてもわかりやすく伝わりやすかった

ため、参加者は様々なスカウト活動について知ることができたと思う。 

②	団体に発表してもらったことで様々な活動をいろいろな視点から学ぶこと

ができたと思う。あまり身近に感じることができないであろう海外派遣の

活動についても深く知ってもらうことができたのではないかと考える。 

準備の満足度 Ｄ 

理由と解決策 発表の際にモニターとエンジンの使用を希望する団体があったが、実行委員同

士の情報共有不足で当日使用することが実行委員会に伝わり、混乱が起きた。

結果として使用することが施設からも許可が下りたので良かった。 

また、発表者の資料提出期限が短すぎたので、参加者が絡む案件は早め早めに

動いていくことが必要だったと考える。 

全体を通して

気が付いたこ

と、反省 

参加者にとっては、さまざまな活動やローバーリングを知ることができる良い

機会となったと思う。発表者にとっても自分の参加した活動を多くの人に聞い

てもらい知ってもらうことで自らの振り返りとできたのではないかと考える。

ただ、時間が足りない！となるくらいに盛り上がっていたので、20分間で発表

と質疑応答を行うというのは短かったように見えた。 
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7－1－12 分科会Ⅰ（担当：加藤悠貴） 

  

日時 10月8日（日）10:30～15:00（12:30～13:30は昼食） 

場所 体育館、中研修室・大研修室 

目的 これからのスカウティング（ローバーリング）における目標を獲得すること。 

目標 ① これまでのスカウト経験を振り返り、スカウティングに対する考え方を見つめ直す。 

② スカウティングを行っていく中での目標を話し合いから見いだす。 

タイムテーブル 

時間 予定時間 内容 担当者 備考 

10:30 10:30 イントロダクション 加藤  

10:35 10:40 討議①開始 加藤 @体育館 

12:20 12:30 討議①終了 加藤  

13:40 13:30 討議②開始 加藤 @大中研修室 

14:55 14:55 討議②終了 加藤  

15:00 15:00 おわりに 加藤 協力:柳澤委員長 

評価反省 

目標達成度 ① Ｂ 

② Ａ 

理由と解決策 ① 紙に出力した事前課題が大きく役立ち、これまでの経験を共有するきっかけに

なっていた。年長者が積極的にグループのファシリテーションを行っていた

が、話し合いの進まないグループも見られた。上に示したように進行手順を示

したり、邪魔にならない程度に実行委員が助言したりするなどしてもよかった

ように感じる。 

② グループテーマに沿って考えることができていたグループが多く、分科会Ⅱで

の討議につなげることができたため十分に達成できたと考える。 

準備の満足度 Ｃ 

理由と解決策 準備については会場の確定が遅れたこともあって当日までかかってしまった。意見

共有を目的としてWorld cafeを行う予定で計画をしていたが、会場の都合上急遽変

更した。本事業におけるグループ単位の意見共有の時間は本プログラムにのみ設定

していたので、会場の工夫をするか分科会Ⅱに再設定するなど、意見共有の取り組

みを加えても良かったと考える。 

全体を通して

気が付いたこ

と、反省 

意見共有の時間を取りやめたことで、分科会Ⅱとプログラム上の差が参加者に伝わ

りにくく、分科会Ⅱの必要感が通常よりも損なわれてしまったように感じる。前述

した通り、意見共有の時間を分科会Ⅱに再設定するなどして、参加者が明確にプロ

グラムの違いを感じることができるようにする必要があったと考える。 

また、グループ人数が少ないグループでは、早々に話し合いを終えてしまうグルー

プも見られた。事前課題を設定して自らの意見をまとめていた上に、討議時間も十

分に確保できていたので、グループの人数は8人でも十分な話し合いが行えたのか

もしれない。手に空いてしまったグループに提示する別途のテーマ等を用意してお

く必要があったと思われる。 

プログラム進行はスライドを用いて事前に参加者全体に提示していたので、比較的

スムーズに行えた。プログラム終了後の会場復帰に関しても参加者の協力を得て素

早く行えたので、非常に良かった。 
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7－1－13 分科会Ⅱ（担当：枝迫七海） 

  

日時 10月8日（日）15:00～17:50 

場所 体育館 

目的 グループで関心のあることについて考えを深め、課題解決のための方法を見つける。 

目標 ①	グループで関心があることについて、それを実施する際の課題や障壁について考え

る。 

②	どのように課題解決をするのか、グループ討議で導き出す。 

タイムテーブル 

時間 予定時間 内容 担当者 備考 

15:03 15:00 説明 枝迫  

15:13 15:15  枝迫  

15:50  休憩 枝迫  

16:00  説明し直し→切り換え 枝迫 説明が正しく伝わっていなかったた

め、再び詳しく行った。 

16:40  休憩 枝迫  

16:50  再開 枝迫  

17:45  次のプログラム説明 枝迫  

17:50 18:00 終了 枝迫  

評価反省 

目標達成度 ①	Ｂ 

②	Ｂ 

理由と解決策 ①	ポートフォリオに従って話し合いができていたので自ずと達成できた。 

②	班に１人は上手く討議を回してくれる参加者がいたため、ほとんどの班は積極

的に話し合いができていた。ただ、やる気がない人が集まってしまった班は、

グループで話し合い、導き出すことができていない。 

準備の満足度 Ｄ 

理由と解決策 企画担当者と実施者が異なったため、実施担当者は企画担当者の意図をしっかりと

理解して臨む必要があった。前夜に打ち合わせをし、理解できたが不安なところが

多々あり、プログラム中に連絡して確認することもあった。 

計画では各班判断をして休憩を取ってもらうようにしていたが、前夜寝ていない参

加者が多くダラダラとした雰囲気になっていた。こまめに実行委員側で時間を決め

て休憩を取ってもらう形の方が良かった。また、お菓子の量が少なかった。お茶は

注文されておらず足りなかった。その確認も必要だった。 

全体を通して

気が付いたこ

と、反省 

全体的にダラダラとした雰囲気となってしまった。中だるみする時間であり、先述

の通り前夜の疲れもあって集中できない参加者がほとんどだった。途中でいなくな

ってしまう参加者や喫煙しに行って帰ってこない参加者も見られた。プログラムの

流れは1つにしてスライドに提示したにも関わらず、きちんと伝わっていなかっ

た。 

会場を野外にしたり、休憩時に体を動かすゲームをしたりといった世界スカウトフ

ォーラム、ガールスカウトでの経験を生かせればよかった。（今回は会場の都合上

不可だった。） 
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7－1－14 ローバーナイト（担当：武藤恵祐） 

  

日時 10月8日（日）19:00～21:00 

場所 大ファイヤー場 

目的 参加者が一体感を得る。 

目標 ①	フォーラムにふさわしい盛り上がりを作る。 

②	討議（セッション）とのメリハリを作る。 

③	参加者同士がお互いのことを知る。 

タイムテーブル 

時間 予定時間 内容 担当者 備考 

16:00 17:00 準備 武藤・加藤・神尾 夕食のため、準備は

一時中断 

18:45 18:45 参加者入場   

19:00 19:00 開始   

  オープニング 武藤 営火入場 

  la banana 

クワガタがガシガシ（ゲー

ム） 

テケテケッテ（ゲーム） 

まげまげまーげ（ゲーム） 

〇×クイズ 

「君の所属は」（劇） 

ダンス 

back to back（バンド） 

武藤 

RCJ運営委員会 

 

 

岐阜連盟有志 

中部ブロック有志 

神尾 

ジャンバラヤ 

武藤 

 

  マシュマロタイム 枝迫・戸谷 参加者全員にマシュ

マロを配り、焼きマ

シュマロを作る。 

  クロージング 武藤  

20:50 21:00 終了   

評価反省 

目標達成度 ①	Ａ 

②	Ａ 

③	Ａ 

理由と解決策 討議とのメリハリをつけるにふさわしい盛り上がりを作ることができ、全員で楽し

い場を共有できた。 

準備の満足度 Ｃ 

理由と解決策 スタンツ・パフォーマンスの担当者との事前の連絡において、コンセプトの捉え方

の違い等、意思疎通が図りきれず、担当者に迷惑をかけてしまった場面もあった。

施設で購入したマキの他に事前に枯れ木を拾ってきてあったのがよかった。音響に

関して不具合は無く、問題なかったと言える。 

全体を通して

気が付いたこ

と、反省 

導入からマシュマロまでスムーズにほぼ予定通りに進んだことは評価すべき点。ま

た、それぞれのスタンツ・パフォーマンスがバリエーション豊富で各種多様な盛り

上がりがあったことは「ローバーナイト」という新たな形態を完成させたことだと

感じた。 
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7－1－15 まとめ（担当：加藤悠貴） 

  

日時 10月9日（月）9:00～11:30 

場所 体育館 

目的 フォーラムでの討議をまとめ、自らの課題に対してどのように取り組むか道筋を立てる。 

目標 ①	自らの課題に対してフォーラムの討議を通しての答えを出す。 

②	考えた内容を発表し合い、相互にアドバイスする。 

タイムテーブル 

時間 予定時間 内容 担当者 備考 

9:00 9:00 イントロダクション 加藤  

9:15 9:10 まとめポートフォリオの作成 加藤  

9:40 9:40 ペア発表 加藤  

11:00 11:00 アンケート記入 加藤  

11:30 11:30 閉会式開始 加藤  

評価反省 

目標達成度 ① Ｂ 

② Ａ 

理由と解決策 ①参加者に個人差があると考える。グループ配当が希望通りでなかった参加者も少

なからずいる中、それぞれのテーマの中で「自分は何ができ、何をしていくのか」

を少なくとも参加前より明確にできている様子が伺えた。 

②ペア発表は参加者全員が非常に積極的に行なっていたように感じる。運営進行上

回数に制限を設ける必要があったが、時間に余裕があれば他グループとのペア発表

の時間をもう少し多く取りたかった。 

準備の満足度 Ｂ 

理由と解決策 まとめは 終日のプログラムということもあって、準備段階で後手に回ってしまっ

ており、進行等の 終決定が遅くなってしまった。 

しかし、それによって分科会Ⅱにおける参加者の様子を見て当日のペア発表の時間

配分を変更でき、参加者の状態に即した形にプログラムを変えられたのでよかった

点であると考える。 

全体を通して

気が付いたこ

と、反省 

参加者からの声として、もう少し意見交換の時間が欲しかったとの意見が多くあっ

た。閉会式やバス、施設退所等の関係を考慮しての回数であったが、まとめ作成時

間を少し短くするなどしてあと1、2回増やしてもよかったのではないかと思う。 

意見交換は非常に活発に行われ、意見交換のためのペア作りも体育館全体を使って

取り組むように促したので、こちらが想定していたよりもスムーズだったように思

われる。 
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7－1－16 閉会式（担当：加藤悠貴） 

  

日時 10月9日（月）11:30～12:00 

場所 体育館 

評価反省 

準備の満足度 Ａ 

理由と解決策 実行委員内でプログラムが延びることを想定していた中でほぼ予定通り開始するこ

とができたことは前プログラムを含めてとてもよかった。 

また、参加者の協力もあってプログラム終了から円滑に会場準備をすることができ

た。 

事前に式次第を作成しておいたことでセレモニー自体も円滑に進行できた。 

全体を通して

気が付いたこ

と、反省 

特に何も問題なく実施できたので、それが何よりの評価点であると思う。 

セレモニー全体を通して、式次第を事前に作成しておいたことで進行も円滑にな

り、委員内の役割分担含め統一した意識でセレモニーに臨めたので非常に有効であ

った。 

また、準備等に参加者が加わってくれたことで担当者としては非常に助かった。必

要に応じて参加者に手伝ってもらうなど進行上の工夫をすると事業運営も円滑に進

むと考える。 
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7－2 生活評価反省 
＜入浴について＞ 

他団体との施設利用の兼ね合いから参加者等約130人が1時

間で入浴を済ませなければならなかったため、素早い誘導が

求められた。浴室はあまり広くなかったので、脱衣室の入り

口で1列に並んでもらい、10分おきに5～6人入室させることで

スムーズに誘導することができた。 

入浴時間が他団体と共同の日もあったが、参加者が節度あ

る行動を取っていただけたおかげで他団体と齟齬もなく、利

用時間も時間内に収まったので非常に良かった。 

 

 

 

＜食事について＞ 

食事についても他団体との施設利用の兼ね合いから団体ご

とに指定された机に参加者を誘導する必要があった。参加者

の協力もあって、一度の説明で素早く誘導できたのは非常に

良かった。誘導が上手くできたこともあって食事誘導を担当

する実行委員の数を減らすことができ、他の実行委員は各自

の業務に集中することができた。 

参加者はランダムに席につくことになったが、積極的にコ

ミュニケーションを取っている様子が見られたので非常に良

かった。 

 

 

＜生活部屋について＞ 

1部屋に2段ベッドが4つあり、奥には3畳のスペースがあっ

て 大9人で使用した。このタイプの部屋以外にも畳の大部屋

があり、その部屋は 大18人で使用したが、いずれの部屋で

も荷物があって多少窮屈であった様子が伺えた。 

部屋については施設から人数の割り当てを受けたため、や

むを得ない部分もあったが参加者の貴重品以外の荷物を共有

スペースに置く等、参加者が過ごしやすくするような工夫を

すべきであった。 

 

 

 

＜施設について＞ 

施設から定められた消灯時間を守ることができない参加者

が多々おり、見回っている施設の方から注意を受ける場面も

あった。22:00が就寝時間というのはローバースカウト年代に

とって非常に早い時間であったと考えられるが、施設のきま

りを徹底させる姿勢を実行委員側が見せるべきであった。た

だ、せっかく日本全国のスカウトと交流するいい機会だった

ため、交流時間を設定できなかったのは非常に残念である。   

施設の選定の際にはローバースカウト年代であることを考

慮して、時間等を柔軟に対応できる施設を選んでほしい。 

  



	 ４１	

7－3 会場について 

7－3－1 施設 
前回事業以前から利用していた静岡県立富士山麓山の村から大阪府立少年自然の家に変更して開催し

た。近年のRCJが関連する行事は概ね東日本での開催が多いことから、西日本で全国事業を開催するという

考えの下、会場の選定が行われた。その他の条件としては、主に交通の便が比較的良いところ、150人規模

のキャパシティがあるところなどが考慮に入れられていた。 

実際に今回の会場に決定した際に参考にした情報は、ホームページに載っているものだけだった。その

ため、会場が決定してから行った実行委員会前の下見や現地での実行委員会、会場との打ち合わせで初め

て施設利用における制約が浮き彫りになった。 

特に今回運営を行う上で障壁となったのは、他団体との兼ね合いである。利用したい時間に該当する施

設が利用できるか分からないということから、スケジュール確定が遅れたり、当日は先に施設を使用して

いた団体との兼ね合いでスケジュールが押してしまったりしていた。そのため、今後全国事業を開催する

際は円滑な運営を行うことに加え非常事態にも対応できるように、貸し切りができ、ある程度こちらの融

通が効く施設で開催することを提案する。 

 

7－3－2 アクセス 
 施設の駐車場の利用可能台数に限りがあることや参加者の数などから、公共交通機関のみで参加者全員

が時間通りに集合することが困難であると判断し、貸し切りバスを発注して和泉府中駅から会場までの送

迎バスを設けた。結果的に7割強の参加者がこの送迎バスを利用したため、有効であったと言える。 

本事業と同日程でだんじり祭が行われ、会場周辺に交通規制が行われる事情については事前にある程度

把握はしていたものの、前日入りをした時点で和泉府中駅前ローターリーへの交通規制が特に厳しいこと

が発覚し、急遽発車場所を変更する形になってしまった。参加者の誘導、および車内通知はRCJ運営委員に

お手伝いいただき、大変助かった。 

 

7－4 記念品評価反省 
日本連盟とのやり取りや確認が全て後手に回ってしまったことに加え、イラストレータの使用や記念品

注文の手順の把握ができておらず、結果として期日間際に発注をする形になってしまった。 

今回は実行委員会内で記念品の候補を決定した後、記念品の発注を依頼する業者を選定するまでに時間

がかかってしまったため、見積もりを出し口数を確認した上で日本連盟事務局職員の方と相談し業者を確

定することや業者への発注が遅くなってしまった。この対策としては、記念品発注の手順を事前に把握し

た上で動き、業者の選定を早急に行うことがあげられる。 
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8． 委員所感 
8－1 柳澤 彩紀（実行委員長） 
前回に引き続き、実行委員としてRCJフォーラムに関わることができ、大変嬉しく思う。2年前は諸先輩

方の後ろをついていくばかりであったが、今回は実行委員長として運営に携わることとなり、私自身、ダ

イレクトに“経験を次に活かす”という経験ができた。実行委員長として至らぬ点も多く皆様にご迷惑を

おかけしたこともあったと思うが、フレッシュな面々と実行委員会としてこのフォーラムを運営できて良

かった。 

 

私からはまず、実行委員会の運営について振り返る。他の事業にも共通していることと思うが、実行委

員会には事業への参加・運営の経験があるメンバーばかりが集まるばかりではなく、初めてのメンバーと

短期間で準備を進めなくてはならず、チームワークが大変重要であった。担当業務の他にもタスクは多

く、委員間で仕事量に大きく差が出てしまい、仕事を先延ばしにしてしまうこともあった。互いのフォロ

ーの加減もよく考えるべきところで、私も前回の経験から伝えられるところは伝える努力はしたつもりだ

が、手を出しすぎたかと思う局面、またその逆もあった。限られた時間内で各委員が 高のパフォーマン

スをするためにはどうすれば良いか、自分自身に置き換えても今後更に考えていきたいところである。ま

た、それには委員間のコミュニケーションが大切で、早い段階から活発にやり取りしていればより効率よ

く準備できた。初めてのメンバーで上手くいかない局面もあったが、互いの動きや得意不得意を知った上

でフォローし合えると尚良かった。とても基本的なことの反省となってしまっているが、その基本の重要

性を痛感した。基本が徹底していれば、何か問題が出てきたとしても臨機応変に対応でき、本番までの準

備も余裕を持って進められるのではないだろうか。今回、特にフォーラム直前から当日にかけては時間的

余裕こそ無かったものの、各々臨機応変に対応し、円滑に進行できたと思う。本番当日は、解散予定時刻

まで余裕を持ってプログラムをこなすことが出来たし、何より、毎晩のスタッフミーティングは短時間で

日付が変わる前に十分終了できた。しかしそこには、裏で作業をお手伝い頂いた大人の方たちがいること

を忘れてはならない。本来はスカウトの力だけで回せるくらいの余裕を持ってプログラムを計画せねばな

らないが、特に交流プログラムは備品も多く、準備に手間がかかった。こちらの準備不足だったと感じた

ところである。 

 

また、本事業の内容そのものについて振り返る。改善点は勿論あるが、今回のプログラム内容は本事業

への参加者にマッチした、良いものになったのではないかと満足している。私が当初から思い描いてい

た”ルック・ワイド”に加えて、参加者はプログラムを通して、今後自らが歩む道を見定め、歩む力を身

につけられたのではないだろうか。自分自身を見つめ直した上で具体的なプランを練るところまで期間中

に取り組むことが出来、参加者からも肯定的な意見を聞くことが出来たので、手応えを感じた。従来のフ

ォーラムという名の事業とはギャップのある内容かと思うが、今回のように多くの参加が集った場合、課

題解決を軸としたプログラム構成の方が適していたと参加者の反応を見て改めて感じた。残念ながら話の

内容まではあまり聞くことが出来なかったのだが、どのグループも活発に意見交換できていた。 

 

全国規模の事業への参加、またその実行委員を務める機会というのは中々無いことかもしれないが、年

齢や経験の問題で臆することなく、ぜひ多くの人にチャレンジして欲しいと思う。気心の知れたメンバー

で活動する方が事はスムーズに運ぶだろうが、私が本事業に取り組んだように、初めてのメンバーと一つ

の事業を作り上げる方が難しいことも多い分、学びも多かった。幸い、RCJの存在により全国規模の事業に

参加する機会も増えている。個人から全国まで様々な規模の活動がある中で、自ら参画し多様な活動の面

白さを知ることは、その後の自分の大きな糧となると信じている。比較的自由に動き回れる年代であるこ

とを生かし、自己研鑽し、スカウト活動だけでない様々な経験積んだ仲間が集まって活動することが本事

業のような事業の醍醐味になると思う。今後、フォーラムという形がどのように変化していくかは分から

ないが、“今”のRCJ構成員に合ったもので、共に良い刺激を与え合える場で在り続けてほしいと願ってい

る。  
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8－2 加藤 悠貴（プログラム） 
実行委員として、自分はプログラム（こと討議に関するプログラム）を担当した。同年代を対象にした

フォーラムプログラムを構成するのは初めての経験だったので大変難しかった。特にローバースカウト世

代は対象年齢が18歳～25歳と年齢に大きな開きがあり、ローバースカウト（指導者）としての経験にも差

が出てきてしまうので、そのギャップをどのようにして埋めていくのかが大きな問題だった。プログラム

を構成していくにあたって、教育方法関係の文献を中心に各フォーラムの実施・派遣報告書にも目を通し

て自分自身フォーラムについての知識を深めることができたので、個人の成長の意味でも本事業のプログ

ラム構成は大変貴重な経験になった。 

 

プログラム担当としての評価に関して、討議プログラム全体における運営上の目的は「参加者全員の課

題に対する意識を変える」ことであった。事後課題では約87%の参加者に意識の変容を感じることができた

との回答を得ることができたが、この結果からプログラム担当としてまずまずであったと自己評価してい

る。「個人の課題」にフォーカスしたフォーラムはどの規模のものでもあまりみられないため本当に試行

錯誤で構成したプログラムだったが、参加者の大半に自身の課題に対する意識や考え方が本事業を通して

少しでも揺らいだ実感を持たせることができたという結果が出たことは非常に満足しているし、非常に自

信になった。 

 

実行委員個人としては反省すべき部分が多い結果となった。積極的にコミュニケーションを取りながら

本事業に関するタスクこなしていたつもりだったが、まだまだ足りなかったようで実行委員内での説明に

追われてしまった部分も多くあった。また多忙な時期があったり、意見の食い違いから他の実行委員に迷

惑をかけてしまったりしたこともあった。さらに他団体との都合上施設利用の確定が遅れたこともあって

全体のタスクがほとんど進展しない時期もあり、自分も含めて実行委員内のモチベーションを維持するの

が非常に難しかった。そのような事態を脱するためにコミュニケーションを積極的に取ることは不可欠な

ものであり、自分が考えていた以上にチームにはコミュニケーションが大切なのだと理解できた。 

また、担当であったプログラムについては、他団体との調整の都合上やむをえずプログラムの実施場

所・時間の確定に遅れがあったものの、臨機応変にプログラムを組み替えたり進行を変えたりするべきで

あった。当日に細かな修正などはあったが、本旨はあらかじめ想定されたものをこなしただけになってし

まった。その場の状況によって対応できる力が実行委員には求められることがよく理解できた。 

 

実行委員全体としては委員内のチームワークが大変重要であると実感した。年齢や経験に多少の差はあ

ったが、各担当にのみ役割に関するタスクが集中し、全体共有が完全な状態になされないまま準備が進行

していく体制になってしまったことはとても大きな反省点であると思う。討議プログラムでは、作成した

プログラムの展開案がほぼ変更なく実施されてしまったので、他の実行委員の経験や意見を十分にプログ

ラムに反映できなかった部分があると痛感している。初めから役割を明確に決めすぎてしまったことも１

つの原因であると考えられるが、時間のない中でもそれぞれが情報共有をしていく姿勢をもつことが重要

であると考える。 

 

しかし、そのような中でも他の実行委員のいてくれたおかげで大きな問題なく実施することができたフ

ォーラムであったとも思う。当日は様々なアクシデントや急な変更もあったが、密に連携をとって一丸と

なって対応できた。自分一人では解決できない問題にも協力しながら解決できた面もあったので、チーム

ワークの重要性を改めて知ることができた。 

 

同世代のローバースカウト（指導者）にはぜひ実行委員をやってもらいたいと思うし、自分は指導者と

しての立場から後輩育成に努めながらこの経験を伝えていきたい。 
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8－3 武藤 恵祐（プログラム） 
RCJフォーラム2015、RCJクエスト2016を始め、RCJが携わる日本連盟主催行事にいくつか参加してきた

が、運営側を経験したことがなく、自分自身の成長のために実行委員としてRCJフォーラム2017に携わるこ

とを決意した。 

実行委員としての役割はプログラム、主にナイトプログラムと交通についてであった。具体的には事前

アンケート、来場手段調査の作成および集計、ナイトプログラムであるハーモニーナイトとローバーナイ

ト、参加者のアクセス・来場手段についての調整、連絡および当日の貸切バスの添乗員を行った。 

フォーラムとしての形態が形成されてから２回目ということで、やるべきこと、指針は比較的明確で、

目標定員には僅かに届かなかったが参加者を多数集めることができたこと、そして特にフォーラム終了

後、参加者が希望に満ち溢れたかのように目を輝かせていたことは印象的で高い評価を与えて良いと思

う。結果として個人的にはこのフォーラムは成功したと感じており、目的の通り、参加者が話し合いや交

流を通して、スカウティングにおける課題解決のための契機となったのではないかと思う。つまり、テー

マである「その一歩を踏み出す前に」の如く何か新たな挑戦、プロジェクトを行う前の良い機会となり得

たのではないだろうか。しかしながら、全国のローバースカウトは今回の参加者の何倍もいるので、その

何分の一かのローバースカウトが一堂に会して議論をし、交流を深めること自体で完結して欲しくないと

心から願う。フォーラムはたった３日間という本当に短い期間で行われたが、フォーラムはその３日間だ

けのものではなく、その前後も含めてフォーラムであるという認識は必要不可欠である。事前においては

参加者の意識としてその点の欠如は見逃せなかった部分もあるが、フォーラムに参加したローバースカウ

トが自身のフィールドに帰った後にフォーラムに参加した意義を見出して欲しい。フォーラムで吸収した

ことを還元し、今回参加できなかったローバースカウトも含め、ひとりひとりの意識を上向きにするため

のフォーラムであって欲しい。そのことが自然と日本におけるスカウティングの幅、質の向上につなが

り、RCJという組織のさらなる飛躍を後押しするものだと感じている。 

後に、このフォーラムに実行委員として携われたことを本当に誇りに思うとともに、自身が成長でき

たことを確信している。 

 

 

8－4 枝迫 七海（記録・広報） 
ガールスカウトで何度も運営側を経験しているが、ボーイスカウトでは経験がなく、今まで培ったもの

が活かせることができるのか？と自分を試すために実行委員になった。 

実行委員として、記録・広報を担当した。事前には議事録の作成やSNSへの投稿文、RCJ運営委員会webペ

ージへの投稿文作成などをした。当日はそれらに加え、開会式，基調講演，分科会Ⅱ，朝礼の司会・説

明・挨拶など、さらに、庶務の動きもした。事後は報告書のとりまとめをした。 

過去 多となる参加者数を迎えて行われた大規模の事業に関わることができて良かった。大人数を動か

す際の事前準備の大切さ、全員が理解できる話し方、ファシリテーションの仕方を改めて学ぶことができ

た。以前よりもそれらがスムーズにできるようになったことは私の自信になった。このRCJフォーラム2017

で実行委員を経験できたことは、新しい技術や経験を得るというより、自分の今まで得てきた経験を生か

したり見直したりする良い契機だった。 

残念だったのは、自身が実行委員だったのにも関わらず、所属地区である世田谷地区からの参加者がい

なかったことだ。日本中のローバースカウト年代には何度も宣伝していたが地区への宣伝は1回のみであ

り、事前に参加を促すことを地区代表と連携を取ってもっと積極的に行えば良かった。全国に仲間がで

き、よりボーイスカウトの活動を楽しむことができるきっかけを魅力的に宣伝したかった。次回のRCJ事業

には世田谷地区からのスカウトもたくさん参加できると嬉しい。 
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8－5 佐坂 美月（記録・広報） 
過去にベンチャーフォーラムの経験はあったがRCJフォーラムの経験はなく、またRSに上進してから間も

なかった為に特に事前準備で実行委員の皆さんにご迷惑をおかけすることが多くなってしまったと反省し

ている。ですが、RCJフォーラム2017本番当日は担当業務をきちんとこなし参加者の皆さんに楽しんでいた

だけるよう努めました。私は他の委員と比べると経験も浅く未熟者でしがカメラ、記録・広報、女子生活

係とBBQ、活動報告会と多くの役割を与えていただき一つ一つの業務を丁寧にこなしたつもりです。カメ

ラ、記録・広報では 初で 後のRCJフォーラム2017を写真で記録するということで皆さんの頑張りや楽し

さを上手く残せるように努めました。その結果多くの方に喜んでいただき、これから各自で報告を行う方

もおられるのでそこで活用していただけたらなお嬉しいです。 

BBQや活動報告会の担当も任せていただき、このような企画運営は初めてでしたので戸惑いも多く不安要

素も多かったけれど実行委員の皆さんに協力いただきBBQは参加者の皆さんに食を通しての交流を楽しんで

いただき、活動報告会では様々な活動を知っていただけたいい機会となったと感じております。全てのこ

とに反省も多くあり、次回に生かしたいことも沢山ありますが、私的には良いフォーラムになったのでは

ないかと思います。 

 

 

8－6 神尾 尚（生活） 
実行員会へは、平成29年度RCJ運営委員会枠からの参加となりました。運営委員会と実行委員会をつな

ぐパイプ役と施設の方と連絡を取り合うのが主な仕事でした。大会を終えて、仕事ができたか出来ていな

いかでいえば、多くの方に迷惑をかけできなかった部類になるかと思います。事前に確認することも他の

実行委員といっしょに行いましたし、パイプ役も戸谷さんと行いました。 

当日は武藤委員の交流プログラムのサポートとアイスブレイク、参加者の生活を担当しました。交流プ

ログラムのサポートは事前に武藤委員と確認し、少しは役にたてたと思うが、もう少し参加者を盛り上げ

られるような司会者に慣れればよかったと思いました。アイスブレイクは事前に実行委員会内で確認し、

話し合ったのがよかったと思います。開会式後、多くの方が楽しんで子供のように行っている姿を見て安

心しました。生活については、参加者の皆様が節度ある行動を心掛けていただいたおかげで無事3日をお

えることができました。 

今回のフォーラムは130人を7人+大人の方で支えていました。私が考えるに130人を7人+大人の方で支え

るのは無理だと考えます。お菓子の各班への配布や、当日の会場作成、BBQ準備、お風呂の見回りは参加

者で行えることは参加者に頼むべきだと考えます。実行委員がてんやわんやしている姿を見て、手伝いた

いという参加者は多くいました。その参加者をうまく使えなかったことは、次回以降の反省点だと考えま

す。実行委員がつらそうな姿を参加者に見していて参加者が楽しいとい思えるはずはありません。実行委

員が一番楽しんでいなければ大会の企画や運営はうまくいかないと感じます。もちろん、準備すべきこと

ややるべきことはありますが、参加者の前では明るく楽しく余裕のある顔をしなければいけないと感じま

す。 

今回は山口県から5人の参加者と明治大学から3人の参加がありました。参加してくださったスカウトに

は本当に感謝しています。私自身、前回のこの大会を契機に全国に友達ができ、旅行をすると遊び、ご飯

を食べる仲間が出来ました。こういった全国の行事は共通の認識を持った仲間ができ、お互い切磋琢磨で

きるところが良い点だと思います。この経験を今回の参加者には味わってほしいと思います。 
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8－7 戸谷 明寛（庶務） 
実行委員会へは、平成28年度RCJ運営委員会枠からの参画となった。主な役割は平成28年度の運営委員会

で構想を練っていたことの伝達や、第1回実行委員会前に行った会場の下見とその報告だった。それらに関

しては、6月に開催された実行委員会にて伝達を終えることが出来たので、その後は庶務として業務を行っ

た。プログラムの担当は平成29年度RCJの議長を務めている関係もあり、RCJに関する説明セッションであ

る「あなたもわたしもRCJ」を担当した。 

事前準備における庶務としての働きとしては、他の委員の役割に無いことや他の委員の手伝いを行っ

た。また、神尾委員のサポートとしてRCJ運営委員会との調整も行った。実行委員長とやり取りを行いなが

ら業務を進めることによって、暇をもてあますということはなかった。しかし、開催日に近づき業務内容

が増えてくると、実行委員長とのやり取りが減ってしまい認識のズレによって業務が停滞することもあっ

た。そこで、今後は序盤から業務に関して実行委員長に提案をしていくスタイルが庶務には必要となると

考える。そのため、比較的余裕のある人が庶務を担当することが、実行委員長を初め他の委員の手助けに

なるのではないかと考える。 

2年前のRCJフォーラム2015へは一参加者として参加した。その事業が、私が初めて関わったRCJが関連す

る事業であった。RCJフォーラム2015に参加するまでは、特にローバースカウト活動について幅広い視点か

ら考えることも無く、日々のスカウト活動に対する意識もそこまで高くはなかった。しかし、2年前に参加

者として経験したフォーラムをキッカケに、ローバースカウト活動とは、組織とは、組織の中における個

の振る舞い方とはなどと考えるようになっていた。その経験を踏まえた上で、RCJフォーラム2017の実行委

員会として関わることが出来たことには非常に意義があると感じている。 

本事業を通して、このようないわゆる大きな事業だけに参加するのではなく、そういった事業毎に自ら

を省み、日々のスカウト活動を積み重ねていくことにこそ、 ローバースカウト活動の楽しみがあると感じ

ることができた。関わっていただいた全ての方々に心より感謝を申し上げる。 
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9． 次回にいかしてほしいこと 
◆RCJフォーラムの方向性について 

 本事業は事業全体の目的・目標を含め、全ての方向性を実行委員により決定して運営した。あくまで本

事業は前回事業（RCJフォーラム2015）を踏まえて一部を発展させながら方向性を決定したが、実行委員に

より大きく内容を変えることも可能であった。事業の継続性を考慮するならば、毎回著しく内容が異なっ

てしまうことは事業実施の目的が明確にならないため問題である。 

そのため、委員の留任制度がある運営委員会と協力するなどして事業目的の一貫性を確保したり、フォ

ーラムプログラムの設定を連携したりするなど、目的明確化ための取り組みが必要であると感じる。 

 

  ◆フォーラムの参加人数について 

 本事業は参加者が128名と非常に多かったが、RCJが主催するイベントであるため構成員全員が対象であ

り参加者の制限は行わずに実施した。しかし参加者それぞれの経験の差や活動の興味は多岐にわたる中で

本フォーラムの目的・目標を一律に設定し、それを全員に理解させることは非常に困難であり、参加者か

らもそのような部分を感じたとの意見も見られた。 

また、グルーピングなどについても止むを得ず人数が多くなり、一部のスカウトには満足のできる内容

にならなかったと考えられる。 

フォーラムを通して全員が成長を実感でき、満足できる内容にするためには、具体的な統一テーマを設

定する等フォーラム自体になんらかの制限の検討をするか、参加者の選抜等参加者の水準向上を検討する

必要があるだろう。 

 

◆会場の選考について 

本事業の開催地を選考するにあたり、遠方からの参加者にかかる交通費の負担が何かしらの形で減るよ

うにすること、アクセスがよく地方に比べると集まりやすいことを条件として開催地の検討を行った。そ

して、近年のRCJが関連する行事は概ね東日本での開催が多いことから、西日本での開催が検討され近畿圏

内の施設が候補として上がった。その中でもアクセスが良いという理由から大阪が候補地となり、近辺施

設の予約状況やキャパシティを考慮した結果「大阪府立少年自然の家」が開催地として決定した。 

しかし、この決定にあたり選考の資料となったのはインターネットに掲載されている情報のみであり、

現地調査は行っていない。また、RCJが関連する事業を本施設で開催することは初の試みであった。 

今回は同日程に他の施設利用者がおり、施設・他団体との会場の交渉・施設利用時間の交渉等に非常に

時間がかかった。会場決定が遅く、事業実施直前まで未定のままでプログラム等を構成する形になってし

まったほか、当日に利用したい施設が使えない、人数に見合わない利用時間設定をされてしまうなど非常

に不便であった。 

今後もこの規模で事業を行う際は、施設を可能な限り貸切りにするなど、ある程度の融通が効くことや

参加者数と会場のキャパシティを考慮する必要がある。 

 

◆ICTの利用について 

 ICTの活用は情報共有に際して非常に有効な手段であるため、次回以降の事業でも継続して活用してい

く必要がある。しかし本報告書に示したしたように、今回使用した「サイボウズLive」は慣れていない参

加者が多く、登録をするのにも時間がかかった。また、普段からサイボウズLiveを見るという習慣がない

ため、参加者全員の情報共有という面では時間がかかってしまったように感じる。 

サイボウズLiveは2019年4月15日をもってサービス終了することが決定されているので、参加者がよりア

クセスしやすい他のグループウェアを使用する必要があるだろう。 

 

◆ガールスカウトの事業参加について 

 前回事業（RCJフォーラム2015）ではガールスカウトからも参加者を募集し、全国から10名の参加者を

得た。しかし本事業では、同日程でガールスカウトでも事業が行われていたほか、本事業全体の目的に則

して「自らのスカウティングと向き合う」ことを前提としたプログラムを構成したため、課題意識を共有

することが難しいと判断し、募集を見送った。 

しかし、ガールスカウトはボーイスカウトとはまた違った活動を展開しており、事業を通した交流はロ

ーバースカウト年代の視野を広げることにつながるため非常に有意義である。 

次回以降の事業でもガールスカウトの参加については十分に議論してほしい。  
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◆期間中の現地の状況について 

 今回本事業と開催地地元のだんじり祭と日程が同じであり、交通規制等が敷かれてしまうことをバス会

社からの連絡で知ることとなった。開催日程に開催場所周辺で行事がないか、大規模な工事がないかなど

は事前に確認するべきである。 

 

◆机と椅子の利用について 

 参加者から机と椅子を使いたかったとの要望が事後アンケートにおいて非常に多く寄せられた。今回は

人数分の椅子と机を用意できなかったこと、設置・撤収の時間がかかってしまうことから使用を見送った

が、参加者のことを考えれば机と椅子があるのが理想である。 

次回以降の会場選考の際には基準の一つとして考慮してほしい。 

 

◆RCJに関する広報をすること 

 RCJフォーラムに限った話ではないが、RCJが関連する事業への参加者全員がRCJについて認識している

訳ではない。今後開催されるRCJが関連する事業にも、RCJについてよく認識していない参加者も多く参加

することが予想されるが、それらの事業はRCJという組織についてよく認識していない方々にRCJについて

知ってもらうためには絶好の機会である。そのため、プログラム内にRCJに関する説明などを組み込むこと

を推奨する。 

本事業では、序盤に参加者を一堂に集めパワーポイントを用いてRCJに関する基本的な説明をするプログ

ラムを行った。討議が始まる前に行ったため、参加者が集中して説明を聞ける状況にあったことも後押し

し、参加者に対してRCJという組織がどういう組織なのか認識していただくことができた。 

 

◆喫煙者への対応を考え直すこと 

 ローバースカウト年代の多くは成人したスカウトであることから、今後も事業を運営する上で確実に出

てくる項目である。近年、セーフ・フロム・ハームへの理解も進み、スカウト及び指導者の喫煙について

はしっかりルールを設けることが必要ではないかと考えた。今回は、「施設の喫煙のルールを守り、プロ

グラム実施中及び消灯時間以降は喫煙しないこと」とルールを定めた。しかし実際には、喫煙可能な時間

がかなり限られていたせいもあったからか、ルールを守れていない参加者も見受けられた。期間中、実行

委員と参加者は必ずしも同じ場所・同じ時間で動いてはいないため、その管理も難しい。大人が集まって

いる中、しつこく注意喚起するというよりも、実行委員会内で共通の認識を持った上でその問題に気を配

ることが必要なのではないかと考える。 

 

◆議論の会場について 

今回使用した会場は非常に自然豊かな土地にあり、フォーラム期間中の比較的天気の良かった日には、

参加者の方から「屋外で話し合いたい」といった意見も出ていた。しかし、他団体との施設利用の兼ね合

いから天候による会場変更が出来るほど部屋を確保できなかった等の事情があり、屋外で討議プログラム

を実施することはできなかった。フォーラムの中心である討議プログラムを屋外で行うには、説明資料・

天候・安全管理・雨天時の対応など様々考慮していかなくてはならない。運営側としては対応が難しいと

ころではあると考えるが、本年度開催された第13回世界スカウトユースフォーラムでは、屋外で議論をす

るプログラムも設けられており、″自然の中″で話し合うことでより効果的に活発な議論がなされたよう

だ。以上のように、議論の会場を設定する際には様々な場合を想定し、より議論を活発にさせる工夫も行

えると良いだろう。 
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10． 追跡調査について 
当初参加者が定めた採択とアクションの実施について追跡調査を行う予定だったが、本事業では以下５

つの課題に直面し、課題の回収が困難であると判断したため、実施を取りやめた。 

今回取りやめた課題をもとに改善策を下に示す。次回以降追跡調査を実施する際に生かしてほしい。 

 

① 事後課題の回収率 

「事後課題が集まらなければ写真の公開をしない」としていたにもかかわらず、事後課題は90％の回

収にかなりの時間を要した。それと同様のことが追跡調査でも起こると考えると、調査の回収をすると

報告書の取りまとめにさらに時間がかかることが考えられる。 

調査を期日で締め切ったとしても回答率の低い状態で結果の考察を行なうのは大変難しい上、参加者

の正確かつ具体的な数値にならないと判断した。 

 

② 本事業の目的 

本事業の目的は「課題解決の契機となるようにする。」に止めており、目標で「自らのフィールドへ

の還元」を掲げているとはいえ参加者の具体的な行動を調査する追跡調査をする意義は薄い。①に挙げ

た本調査の回収率とも関連するが、意義の薄い調査の回収は困難であろうと判断した。 

 

③ 参加者のモチベーション 

事業が終わった後に課題（調査）を2つ課すのは、参加者からすると負担との声があり、事後課題に見

られたように参加者の課題に対するモチベーションを考慮すると課題を回収することは難しいと判断し

た。 

 

④ 周知の不徹底 

追跡調査を実施することは期間中フォーラムオリエンテーションで触れたものの、参加者に明確に周

知されているとは言えず、事後課題と混同している可能性が高い。 

 

⑤ 実施時期 

参加者が2ヶ月半で参加者がどの程度のアクションを実行できたかは不透明である。全員がアクション

に移るまでの期間として、2ヶ月半は短すぎるのではないか。 

 

＜改善策＞ 

・事業の期間中に（複数回）周知しておき、参加者のモチベーションを終了後も維持させる。 

・回収に工夫をする。（写真の公開等、回答することにメリットを感じさせる工夫） 

・回収までの期間にゆとりを持つか、プログラム内で一定期間内に行動するものを定めさせる。 

・報告書に追跡調査の結果は載せず、追加資料として提出する。 
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11． 講評 
11－1 中村 友一委員（日本連盟プログラム委員会） 
【事前準備について】 

ＩＣＴの活用により全国各地から公募により選出された実行委員同士の意見交換が日常的に行われ、ま

た参加者に対する事前アンケートや課題の提示、参加者同士の情報共有にもskypeやサイボウズ（グループ

ウエア）は有効な手段であった。 

 

【開催の時期、会場について】 

祝日を含む３連休による交通機関の混雑もある中で、全国各地から前回を上回る参加者が集まった。こ

れだけのローバースカウトが一堂に会するのは見ていても実に圧巻であった。 

開催場所については、ＲＣＪとして使用することが初めてであり、かつ他団体との共同使用による制限

などを受け、非効率な場面も多かったことは確かであるが、事前の準備から予見されていたことであるた

め、大きなトラブルは無かった。会場選定については事前にＲＣＪ運営委員会にて行なわれたが、各年で

の実施が今後も続けるのであれば、早い段階で県連盟代表などを通じて各地域の有効な候補地を挙げられ

るなどの対策が望ましい。 

 

【プログラム全般について】 

「ユースフォーラム」から「ＲＣＪフォーラム」へと名称および内容が変更されて２回目。 

参加者が採択文を作成・共有して持ち帰るフォーラムではなく、参加者自身の課題や悩みを参加者同士

で解決し合い、今後の人生について考える機会として企画・計画が進められた。 

参加者による事後アンケートの結果を見ると、自己の成長を感じていると共に満足度も高いようであ

る。日本連盟がこの年代における活動事例や在り方を示せていない中で、ローバースカウト同士による自

己研鑽が高い学習効果をもたらすことをローバースカウトの手により示されたことは高く評価したい。 

ただし運営側としてプログラムを欲張り過ぎた感もあり、実行委員だけでは処理しきれない場面も見受

けられた。多くが成人を占めるローバースカウト年代であれば、実行委員と参加者の垣根を越えて進行さ

れるような工夫をする余地はあったと思われる。 

 

【参加者、実行委員に向けて】 

参加者の皆さんにおいては、自らが立てた将来像に向けて、より多くの活動に、また高いレベルの活動

へ挑戦してくれることを期待したい。あくまでもこのフォーラムでは自らの今後について想像したまでで

あり、これからの行動が無ければ実現しないのだから。 

実行委員の皆さんにおいては、背景が違うもの同士が組織の一員として行事を成功に導くために何をし

なければならないかを考え、意見を交わし、行動に移すという繰り返しに苦慮したことも多かったと思う

が、参加者では得られない実行委員だからこそ得た経験を胸に引き続き頑張って頂きたい。 

また、参加者・実行委員に関わらず、全てのローバースカウト年代が同世代で刺激し合える貴重な機会

が今後も続いて行くように、後輩たちへその魅力を伝えていって欲しいと思う。 

 

【今後の在り方について】 

これまでの採択文策定のような組織としての意思決定の場をＲＣＪ総会へ一本化するのであれば、全国

のローバースカウトが集う行事の区分や在り方について、より効果的で活気のある方向へ導けるようＲＣ

Ｊ運営委員会やＲＣＪ県連盟代表を中心にその議論は委ねたいと思う。そして、その議論の進捗と結果に

ついては、日本連盟役員をはじめとした組織運営者とも共有され、本運動の魅力が更に高まるようローバ

ースカウト年代における在り方の検討にも活かさなければならないと認識している。  
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11－2 高田 真志委員（日本連盟プログラム委員会） 
RCJ2017が無事終了し、運営に携わった実行委員のメンバーには大きな事業を成し遂げたことに感謝を申

し上げます。関西での開催ということもあり初めてフォーラムをプログラム委員として担当させていただ

きましたが、若きローバーの皆さんの活力と実行力を目の当たりにし大きな勇気と将来の日本のスカウテ

ィングへの光を見出せました。各詳細な講評については、主担当である中村プログラム委員に委ねること

として、私からは全体的な講評をさせていただきます。 

 

【RCJフォーラム目的・目標について】 

テーマ:「BLAZING THE TRAIL」〜その一歩を踏み出す前に〜 

目的:「参加者が話し合いや交流を通して、スカウティングにおける課題解決のための契機となるように

する」と４つの達成目標の元に開催されました。130名近くの参加者、それぞれ達成度は違うでしょうが、

活動の視野を広げ、課題可決の手法を得ることは概ねすべての参加者が達成できたと評価いたします。こ

のフォーラム終了後、 後の目標である自らのフィールドに還元できるかどうか、ここは各々の参加者の

これからの実践に寄るところでありますが、高い意識を持って頑張ってくれていることと信じています。 

 

【参加者について】 

これだけ多くのローバースカウトが一堂に会する機会を初めて目の当たりにし、そのパワーと活力に圧

倒されました。ただ、人数の多さだけでなく参加者の意識が大変高く長時間続く分科会での討論も参加者

の熱い議論の声が途絶えることなく何時間も続けられていたことに大変な驚きと感動を感じました。大抵

の場合、途中でトーンダウンしたり時間を持て余したり別の方向へ進みがちですが、今回そのような場面

を全く見ることなく 後まで進んだことが参加者の意識の高さと実行委員の目的・目標の設定、また交流

プログラム等の全体的に良い雰囲気作りができた成果だと大変評価します。 

 

【これからのローバーリングについて】 

参加者、実行委員ともフォーラムに参加したすべてのローバースカウトは、この素晴らしい経験と高いモ

チベーションを自身のこれからのローバーリングの大きな糧として活動を展開されていくことと思いま

す。ローバーリングは、スカウト教育 後の段階においてスカウティングが求める人材として世に出てい

くために 後まだ足りない部分を自身で見つけ出し、自身を完成へと導くための活動をしていく期間で

す。国、社会、あらゆる人、物へ自分が役に立てる、善行・奉仕できるために自分は何が不足しているの

か、それを補い、自身を成長させるために何が必要なのか、そのために必要な活動がローバーリングで

す。このフォーラムに参加したローバースカウトがこの経験から幾つもの自身の課題を見つけ出し、その

解決法を見出せたのであれば、それは参加者皆さんのこれからのローバーリングに直接繋がる素晴らしい

機会であったはずです。是非、この機会を有意な物とし、これからのローバーリングを進んでいってくだ

さい。 
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12． 会計収支 

   科目 小計   科目 小計 

収入 

参加者負担金 ¥1,950,000 

支出 

旅費 ¥831,102 

日本連盟補助金 ¥553,679 会議費 ¥619,767 

   バス借上費 ¥194,400 

    宿泊費 ¥434,720 

    通信運搬費 ¥19,036 

    支給品 ¥291,117 

    施設備品レンタル費 ¥63,210 

    消耗品費 ¥50,327 

        

収入計 ¥2,503,679 支出計 ¥2,503,679 

	

	

13． 謝辞 
本事業の実施にあたっては、様々な方面で多くの方々にお力添えをいただいた。それらの方々に感謝と

御礼を申し上げたく、以下に団体名・企業名を示し、謝辞と代えさせていただく。 

また次回事業への申し送り事項として、お力添えいただいた内容についてもここで記述する。 

 

○日本連盟事務局 

事務作業全般を担当して頂いた。具体的には、募集要項や参加申込後の案内など各種資料の送付、参加

申込の取りまとめ、実行委員会開催に当たる会場・車・備品の手配、会計処理など。当日の見学者の対応

もお願いした。 

 

○ボーイスカウトエンタープライズ 

大会参加章であるワッペンを発注した。日頃からボーイスカウト関連の商品を扱っており、配色の細か

い指定にも丁寧に対応して頂き、見栄えの良いワッペンを作製できた。 

 

○武井文進堂 

記念品のファイルを発注した。急な変更にも丁寧に対応して頂き、納期について柔軟に対応して頂いた

他、色、デザインや素材についても真摯に相談に乗って下さった。 

 

○株式会社カプセルボックス 

記念品のタンブラーを発注した。ロゴプリントも綺麗で、使いやすく記念に残る物を作製することが出

来た。梱包も一つずつ箱に入っており配布・保管しやすくなっていた。納期がギリギリであったが、円滑

にやり取りすることができ、柔軟に対応して頂いた。 

 

○アドプリント 

記念品のステッカーを発注した。低価格にも関わらずプリントのズレなどの欠陥が少なく、質の良いも

のが届いた。また、個人ログイン形式により、商品受注の進行状況を把握することができた。 

 

○あじさい観光 

フォーラム初日と 終日に貸し切りバスを２台発注し、和泉府中駅から会場までの参加者の送迎バスと

して使用した。フォーラム初日に会場付近ではお祭りが開催されており、駅前や一部の道路が通行規制に

なっていたが、集合場所の変更など直前の変更にも対応していただいき、時間通りのスムーズな送迎にご

協力頂いた。 
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付録 

1．共有URL 

1－1 写真 

https://drive.google.com/drive/folders/0B0tDquYL0Cx7WWN6eUoyNzh1VUU?usp=sharing 

 

1－2 模造紙・ワークシート 

https://drive.google.com/drive/folders/0B0tDquYL0Cx7LTRlOUtKUzBfZzg?usp=sharing 

 

1－3 発表資料（スライド等） 

   https://drive.google.com/drive/folders/0B0tDquYL0Cx7RGNfSjVmdndCMFE?usp=sharing 
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2．討議グループ表 
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3．参加者採択文 
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