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野営法講習会ノート

ボーイスカウト茨城県連盟
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野営法講習会について

1．野営法講習会の目的

野営法講習会は、初任指導者を対象として、ボーイスカウト運動の基本のひとつである「野外活動」
について理解を深めると共に、指導者として最低限知っておきたいキャンプの基本的技能について
体験により修得することを目的に、ボーイスカウト茨城県連盟が企画・開設します。

2．日程
　

時　間 セッション・テーマ 研　修　目　標

9:15 受付

9:30 開会式、オリエンテーション、写真撮影

9:50 §1．野営法講習会について この研修の概要や、研修の方法を説明します。

10:10 §2．スカウティングと野外活動・キャンプ ＢＳのキャンプは何を目的としているかを説明します。

11:00 §3．キャンプに必要な個人用具と選び方 キャンプに必要な用具について説明します。

11:50 §4．ご飯を鍋で炊いてみよう キャンプの基本の炊飯を体験します。

13:30 §5．ロープ結びを覚えよう キャンプを豊かにするロープ結びを覚えます。

14:45 §6．テントやタープを建ててみよう 野外の「家」、テントを建ててみます。

16:00 §7．まとめ 疑問を解決します。

16:20 閉会式、修了証授与

16:30 解散

3．スタッフ

役務 氏名 担当役務 所属団

主任講師

講　　師

講　　師

講　　師

講　　師

講　　師

業務チーフ

業　　務

業　　務

業　　務
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§１　野営法講習会について

担当講師（　　　　　　　　　　　）　

(1)スカウティングと野外活動
　○楽しく魅力あるスカウティングは、野外での活動によってもたらされる。
　
　○スカウティングは、子どもにとっては「楽しく」「魅力ある」ものであっても、大人の視点から見る
　　とそれは（　　　　　　　）である。知識を伸ばす学校教育とは違い、スカウト教育は、楽しみな
　　がら活動することで自ずと社会や人生で役立つ（　　　　　　　）が、身につくよう組み立てられ
　　ている。

　○しかし、それを指導する指導者が（　　　　　　　　　　）を知らないとしたら、それでは、スカ
　　ウトたちに「気づいたり」「感じたり」「意識したり」といった自分を成長させる（　　　　　　　）
　　を育むように持って行くことはできない。

(2)グループメンバーの自己紹介

◆メモ

氏　　名 所　属　団 所属隊・役務 メ　　モ
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§2　スカウティングと野外活動・キャンプについて

担当講師（　　　　　　　　　　　）　

1.キャンプだホイ

　♬　キャンプだホイ　キャンプだホイ　　キャンプだホイホイ　ホーイ
　　　キャンプだホイ　キャンプだホイ　　キャンプだホイホイ　ホーイ

　　　はじめて見る山　はじめて見る川　はじめて泳ぐ海　
　　　今日から友だち　明日も友だち　ずーっと友だちさ

　　　キャンプだホイ　キャンプだホイ　　キャンプだホイホイ　ホーイ
　　　キャンプだホイ　キャンプだホイ　　キャンプだホイホイ　ホーイ

　　　はじめて見る鳥　はじめて見る虫　はじめて遊ぶ森
　　　今日から友だち　明日も友だち　ずーっと友だちさ

2. スカウティングのおけるキャンプの位置づけ
　　

　ここにボーイスカウトのキャンプの意義が見いだせます。

3.「楽しく愉快なキャンプ」がもたらす4つの成果には

　　①自然そのものがもたらす成果
　　②自然の中での生活がもたらす成果
　　③共同生活がもたらす成果
　　④新しい体験がもたらす成果

　・・・がある。
　　これらは、ボーイスカウトでは右図のスカウト教育法
　の7つの要素によって達成されます。

（※スカウト教育法についてはボーイスカウト講習会ノートをごらんください。）

小グループ
での活動

象徴的
枠組み

行うことに
よって学ぶ

ちかいと
おきて

個人の
進歩

成人の
支援

自然の中
での活動

いろいろと工夫する
協力し合う
仕事を分担する
不便や問題を解決する

目標のない遊び
五感で感じない

キャンプ
テーマを

持ってグループ
で積極的に自然
と触れ合う

ただ
自然の中に
いるだけ

大いな
る成長

それなり
の成長

楽しい
愉　快
感動的

不　便
無関心
無感動
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4. 生きていくために必要な5つの力・・・

　①創造する力
　	 自分で主体的に取り組む、挑戦する、工夫する、楽しいことを生み出す、とっさに判断する
　②探求する力
	 好奇心が旺盛になる、観察する、知る、聞いたり調べたりする、環境への関心が高まる
　③感性
	 ワクワクドキドキする、美しいと感じる、自然を感じる、危険を察知する
　④コミュニケーションする力
	 知らないことを人に聞く、協力して取り組む、相手の立場になって考える
　⑤自己肯定感
	 達成する、がんばる、あきらめない、やればできるんだ、生きている実感が高まる

　このような力は、前に述べた「スカウト教育法」の7つの要素からなるスカウトの活動プログラム
に参加することで、「体験」を通して身につけていきます。そんな「体験を通して感じ取る」場があり、
豊かな人間性を養うことができる環境って、大切であり、必要なのです。
　この他にも、素晴らしい自然とボーイスカウトのプログラムを通して得られるものには、
　　「健康」　「情緒」　「協調」　「観察」　「推理」　「発見」　「驚嘆」　「感謝」　「素直な心」
　　「積極性」「自発性」　「自立心」　「自律心」　「創意工夫」　「信仰心」・・・・
等があります。
　　　→これらに気づくこと、感じること、意識すること、そして育むことができるのが自然の中で
　　　　過ごすスカウトのキャンプです。

5.「班」という小グループが持つ意味

　　○班で何を体験するか
　　　スカウトたちは、共同生活を通して、本音をぶつけ合ったり、けんかをしたり、ひとつのことを
　　　成し遂げるために工夫したり、我慢したり、認め合ったりなど、濃密なコミュニケーションを体
　　　験します。

　　○班の意味
　　　　・「人」を分ける
　　　　・「仕事」を分ける

　　○隊のモチベーションの方向
　　　「班のカラーを発揮して、チャンピオンを目指せ」です。
　　　「僕たちの班がイチバン」になるために、班員各自が自分の分担された仕事を責任をもって実行
　　　する、または実行するために努力していきます。それによって班の力が蓄えられていきます、
　　　そして、班のレベルが上がっていくことで、他の班との競争に臨んでいく・・・。このことは、　
　　　子ども達の特性を活かした教育方法であり、それによって社会人としての基礎の意識を培って
　　　いくことが、このスカウティングの方法なのです。
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　　　　→その効果が顕著に表れるのが班のキャンプ。
　　　　　班長のリーダーシップ、班員の任務に対する意識と責任感、班としてのモチベーションと団
　　　　　結力。そしてライバル班の存在。このような環境をどう整えていくかが隊長＆指導者の腕
　　　　　の見せどころです。

	 これらを知り、実践により自ら体験することで獲得することがを指導者が求められています。
　　　この機会に、是非ともこの精神を身につけていただきたいと思います。

　それは、次の5つです

　　　①指導者自身がスカウティングを楽しもう
　　　②指導者が楽しめることに、スカウト達を引きずり込もう
　　　③感動した、驚いたなどの感情をスカウトに素直に伝えて、共有しよう
　　　④キャンプの作業は、大人が指図したり、やってあげるものではない。スカウト達に役割を与えて、
　　　　班長のもとで協力してやり遂げさせよう
　　　⑤教育的効果を、いろいろと考える必要はない（それは必ずついてくる）

大切な事は、親や保護者の視線ではなく、仲間の視線で、彼らの先輩としてスカウト達を見ること。
創始者Ｂ -Ｐは指導者をこう捉えています。

　　いい隊長になりたいなら、少年の心を持った大人 (boy-man)になりさえすればよい。
　　すなわち
　　　1）少年の心を持ち、先ず最初に少年たちと同じ立場に自分を置くことができないといけない。
　　　2）少年期の年齢に応じた欲求、未来を見通す力、願望を知っておくこと。
　　　3）集団として少年を扱うのではなく、個人として少年を扱うこと。
　　　4）そして、最高の結果を得るために、個人の中に協力の精神を養う必要がある。

6.各部門におけるキャンプ

ビーバー部門 キャンプは行わない、見学するだけ。

カブ部門 張ってくれたテントに泊まる。テント張りの手伝い。長くても2泊3日。

ボーイ部門 自分達でテントを張る。長期固定の野営ができる。野営法の基礎技能を身につける。

ベンチャー部門 移動野営、基礎技能の応用

ローバー部門 サバイバル訓練、遠征。

　キャンプは、カブのキャンプとボーイ以上のキャンプに大きく分けられます。
　それは、ボーイ以上のキャンプが、全てスカウトが行うのに対して、カブ部門では、カブスカウトが
テントを張ったり、炊事をするのではなく、指導者が主体となってテントを設営をしたり、炊事場を作っ
たり、調理するのであって、カブはその手伝いをするということになっています。
　カブには、サイトを設営したり、自然の変化に対する生活を自分でする体力もなく、それに必要な
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技能の習得もしていません。
　つまり、カブのキャンプでは、カブ隊長をはじめとする指導者に大きな負担がかかることになり
ます。そのため。十分な経験や技能のない指導者であれば、常設のキャンプ場に張ってあるテン
トを利用したり、指導者や支援者がテントを張り、必要な施設を整えてから、カブスカウトを迎
えるということも起こります。
　ということは、カブの指導者であっても、カブのキャンプを実施するのであれば、体力はもちろ
ん、ボーイ隊の指導者同様、いやそれ以上の野営技能が求められるのです。

【カブのキャンプの基本条件】

①独立したキャンプサイトではなく、1つのサイトに指導者テントもカブのテントも配置する等、カ

　ブ隊長の十分な管理下におく。

②宿泊用テントの他に、清潔な固定シェルターか防水布のマーキー（大テント）で、荒天時にカブ

　スカウト全員を臨時に収容することのできる施設があること。

③雨天及び荒天に全員が避難できる宿泊施設が、少なくとも徒歩で30 分以内にあること。

④カブスカウトは、それぞれの寝具で寝なければならない。

⑤カブスカウトと同じテントに、原則として最低1名の成人指導者（女子を含む）が宿泊すること。

⑥カブ隊 24 名に隊長、副長2名、カブ1組ごとにデンリーダー1人がつくこと。

⑦保護者、団委員、インストラクター、他隊指導者等の支援者5名以上が必要。

⑧野営法研究会 Step1以上を修了したカブ隊長（若しくは副長）および、同じくStep1以上を修

　了した経験豊かな支援者1名以上が全期間同行していること。また、事前にこれらの指導者が

　講師となって、隊や組の指導者に「キャンプ講習会」を実施することが望ましい。

⑨一般のキャンパーから独立したサイトであり、ボーイ隊、ベンチャー隊から適切な支援を受ける

　ことが望ましい。炊事を専門に担当する保護者（育成会）のチームを編成して支援を受けること

　も考慮する。

⑩長くとも2泊以内にとどめること。

⑪刃物（ナイフ、ナタ、斧、のこぎり、鎌等）工具類は、資格を有する（野営法研究会 Step1修了以上）

　指導者の適切な指導及び安全管理の下で使用させること。

⑫キャンプ地は、居住する市町村から近距離を選定する。

⑬予め、団会議で協議し、団委員会で承認を受け、⑧の経験豊かな指導者がいること。

⑭事前に調整を行い、現地踏査（下見）を実施の3ヶ月以上前と1ヶ月以内の最低 2回は実施す

　ること。

⑮安全管理責任者を置くこと。
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7. カブのキャンプとボーイのキャンプの相違点

カブスカウト ボーイスカウト

テント 大きな家型テントかドームテント 班用家型テントかドームテント

日　数 デイキャンプ、ウィークエンド1泊キャンプ
サマーキャンプ2泊3日以内

デイキャンプ、ウィークエンド1泊キャンプ
サマーキャンプ（3〜7泊）

雨・風 ひどい雨・風の時は建物の中へ 雨、風は関係なし

指導者 野営法研究会 Step1修了の隊長1人に副長2
人、各組に成人デンリーダー

野営法研究会 Step2 修了の隊長1人、同研究
会 Step1修了の副長1人以上、その他

支援者 保護者、インストラクター、団委員、他隊指導
者等 5名以上 奉仕者3〜5名

プログラム
基本的にボーイ隊と同じだが、健康を損なわな
いものであり、心理面でも体力面でも無理がな
いもの。営火はカブ向きに。

追跡、忍び寄り、ゲーム、スタンツ、ワイドゲー
ム、自然観察、コレクション、スケッチ、野営料理、
班営火、隊営火、歌、ダンス、工作、ハイキング、
運動等

場　所 近くの屋外で、野外の雰囲気を感じられるとこ
ろで、近くに避難できるところがあること。

遠隔地。人家のそばではないが、連絡のとれる
場所。

設営・撤営 指導者が主体となり、カブスカウトは手伝い
をする。 自分達で行う。

炊　事 指導者が主体となり、カブスカウトは手伝い
をする。 自分達で行う。
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§3　キャンプに必要な個人用具と選び方

担当講師（　　　　　　　　　　　）　

1. スカウトキャンプの装備（グッズ）を選ぶ上で大切なポイント
	 ①軽量
	 ②コンパクト
	 ③機能性
	 ④信頼性
　

もし、購入する際に､ どれを選んでいいのかに迷ったら、茨城県連のホームページを。
　→	「リーダースクラブ」	→	「指導者支援」	→	「野営グッズの選び方」
　　　http://www.scout-ib.net/03HOWS/0302/HPIB03-02-01.html

2. 野営グッズを選ぶポイント
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「飯盒やコッヘルでの炊飯は難しい」と思っている方がい
ますが、次のポイントを押さえれば、意外と簡単です。コ
ツは家庭の炊飯器で炊くのとあまり変わりませんよ。

1 . 計量　お米の分量は正しく計る  
　①飯盒の内蓋（180ml）にお米を山盛りに入れます。
　②余分に盛り上がっているお米を箸などで「すり切り」
　　します。これで２合です。

2. 洗米　軽くゴミを落とす程度にすばやくすすぎ洗い
　①最初は、米の入った飯盒に水を一気に注ぎ、軽くまぜ
　　て、すばやく水を捨てます。
　②次に、お米がかぶるくらいの水を入れ、指先でシャッ
　　シャッと 10回ほどかき回して水を捨てます。
　③②を 3〜 4回繰り返します。水が濁っていても大丈
　　夫です。
　※あらかじめボウルに水をためておくと、水道の蛇口か
　　ら直接水を注ぐよりスピーディーに作業ができるの　
　　で、お米にヌカの臭いがつきにくくなります。また蛇
　　口からの水より水流がやわらかく、お米の表面を痛め
　　ません。

３. 吸水　冬は１時間、夏は 30 分の吸水を
　①お米はさっと洗った後、ザルにあげて水気を切り、す
　ぐに飯盒に入れます。
　②洗ったお米と同容量の水を入れて吸水させます。
　　（夏：15〜 30分、冬：30分〜１時間）
　　お米を炊くとき、水はお米の容量の 1.2 倍が原則で　
　すが、洗米のとき、すでにお米は水を吸っているので、
　　同量の水を入れると、合わせてちょうど 1.2 倍に？　
　なり・・・ます。	

４. 点火　飯盒を予め火をつけたカマドにかけます 
　①「沸騰まで 10分」がおいしさのコツ	
　　飯盒でおいしいごはんを炊くキーポイントは「炊きは
　　じめから沸騰するまで 10分」という時間。お米の甘
　　味がしっかり引き出せ、ふっくらとしたごはんが炊け
　　ます。沸騰までの時間が 10分より短いと甘みがなく
　　硬いごはんになり、沸騰まで時間がかかりすぎると甘
　　味は強いけれどベトベトのごはんになります。
　②許容範囲は 9〜 12分。この範囲で沸騰させます。

§4　美味しいごはんを炊こう

点火 沸騰 消火 出来上がり

中～強火 弱火 蒸らし

10 分 10～15 分 10～15 分

98℃

0℃

おいしい上昇ライン

98℃で 20 分

10 分 10～15 分 10～15 分

炊飯 蒸らし

５. 沸騰したら弱火　そのまま 15 分炊きます 
　①沸騰して中からネバネバがあふれてきたら、弱火にし
　　ます。そして、10 〜 15 分炊いて、蒸らしの時間も
　　含めて 90℃以上を 20 分キープすれば、粘りがある
　　ふっくらしたごはんに仕上がります。
　②グツグツと米が対流している音がしなくなり、チリチ
　　リという音に変わったら火からおろします。その直前
　　に一時的に強火にすると、うっすらとおいしい「おこ
　　げ」ができます。

６. 蒸らし　火を消して 10 〜 15 分蒸らします 
　①火からおろして、カマドのそばで飯盒を逆さにひっく
　　り返して 10 〜 15 分蒸らします。軽く飯盒の底をポ
　　ンポンと叩くといいでしょう。コッヘルの場合はその
　　ままでかまいません。
　②これは、ご飯の上層と下層の炊き加減の差を少なくす
　　るためです。
 　
●お米の甘みを増すには
　お米自体の甘みが薄くて炊きあがりの味が物足りないと
きには、沸騰までの時間を「おいしい上昇ライン」のめや
すの 10分より少し長めにしてみましょう。沸騰までの時
間が長いとごはんの甘み（糖量）が増すためです。ただし
沸騰まであまり長い時間をかけすぎると、お米が水分を
含みすぎて、べちゃべちゃした食感になるので気をつけ
て。	
●古米も飯盒ならおいしく炊ける
　古米は、ふだんより火力を弱くして「沸騰まで 15 分、
とろ火にして 15 分、蒸らし 15 分」で炊くとおいしく炊
けます。沸騰までにかかる時間を延ばすことで・・・
　(1) お米が十分水を吸う
　(2) デンプン質の糊化（アルファ化：やわらかく、おい
　　しく食べられる状態になること）が促進される
　(3) 酵素が活発に働く時間が長くなって甘みが増す
からです。炊飯器では火力の調節ができませんが、飯盒な
ら火力の調節は自由自在、古米もおいしく炊けます。

●飯盒の水加減
　飯盒の内側には、２つの目盛りがあります。下の目盛り
は２合の米を炊くにここまで水を入れます。上の線は４合
のときの水の線です。
　コッヘルの場合は、左記の 3. の水加減で。よく指を入
れて第一関節までとか、掌を入れて手の甲がつかる位とか
言われていますが、個人差がありますので、できるだけ正
確に計ってください。

●ちょっとした工夫
　飯盒の底にアルミフォイルを敷いてから米を炊くと、コ
ゲが付かず洗うときに楽・・・と言われています。また、
鍋にアルミフォイルをかぶせてから上蓋をすると内圧が上
がり、ふっくらしたごはんが炊けます。コッヘルの場合は、
フタに重しをすることもありです。

担当講師（　　　　　　　　　　　）
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§5　ロープ結びを覚えよう

担当講師（　　　　　　　　　　　）　

1. 基本のロープ結び
	 ・本結び（リーフノット）　　・ひとえつぎ（シートベンド）　　・8の字結び（フィギア・オブ・エイト）
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	 ・巻き結び（クローブヒッチ）　　・角しばり（スクエア・ラッシング）
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2. 基本のロープ結び
	 ・もやい結び　　・張り綱結び（自在結び）　　・ねじ結び（ねじり結び）　　・ふた結び
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§6　テントとタープを建ててみよう

担当講師（　　　　　　　　　　　）　

1.ドームテントを正しく建て、また、きちんと収納ができる。
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2.タープを正しく建て、また、きちんと収納ができる。
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§7　まとめ

担当講師（　　　　　　　　　　　）　

1.質疑応答
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氏　名


