
全国をつなぐ体験活動

創立100周年を迎えたボーイスカウト日本連盟に

よる大規模キャンプ大会は、初めて「分散開催」としま

す。コロナ禍へ対応し、ネットワーク社会においては、

たとえどれだけ距離が離れていても繋がることがで

きるはずだと考え、全国のサテライト会場やジャンボ

リーサマー会場に分かれて開催します。これまでは一

堂に会して実施してきた大会を各地域で開催すること

で、あらためて自分たちの住む地域を見つめ直す機会

にしていきます。

ジャンボリーに向けて準備をしよう！

第3号では「共通プログラム」である「ジャンボリー

日本一プログラム」を紹介します。

今回は参加班の事前（大会前）の取り組みも重視して

います。それは、サテライト等にエントリーしたスカウ

トの班が、大会までの間に、ルールに従って班として自

ら作戦を練り、練習・研究を積み重ね、実力をつけて当

日のプログラムにベストで臨む…というものです。

スカウトの班は自治の組織です。そこでは班長を

リーダーとして、班員たちが積極的に知恵と力を出し

合って、他の班に負けないように物事に取り組み、失敗

をし、また力をつけ、そして力を蓄えてプログラムに臨

みます。指導者は、班長に示唆を与え、また班の活動環

境を整えます。

ジャンボリー

インフォメーション

とは?

ジャンボリーインフォメーションとは、各県連盟や参加予定者を対象に、大会参加に向け

た準備に必要な情報を提供することを目的として発行します。大会までに数回の発行を予

定し、毎号、最新の情報を提供していきますので、18NSJ公式サイトで公開する情報に

加えて、準備に活用してください。
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プログラム最新情報

テーマ　「 ～自分のｆを探せ～」

自ら考えるf（future, friend, family, faith, fun, face, fuji

など）を探して未来に向かっていく、スカウトの自主性と発信

していく姿をテーマとします。

会　場　全国各地に分散して開催

2022年の夏休み期間、サテライト

会場や全国各地のキャンプにより分

散開催します。
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ジャンボリー日本一プログラムは、17NSJに企画・

実施され、その後18NSJ、19NSJと継続的に実施す

るものとして位置づけられています。

今回は、分散型でのサテライトやジャンボリーサ

マーの各会場での実施となることから、それぞれの状

況（会場、参加人数、スタッフ等）に応じて、同一性を維

持して実施できる内容のものとしてあります。

18NSJでは、前回までの実施方法を基本的には踏

襲しつつも、異なる環境であっても公平に競えるよう

なルールで行います。また、今回は参加班の事前（大会

前）の取り組みも重視しています。

今回のジャンボリーは、これまでの大会とは異なり、

いつも活動している「班」で参加できます。つまり、日頃

の「班」の活動成果を全国の相手に発揮し競い合える、

またとないチャンスなのです。

対班競点は、競い合い自体が1つの目的なのですが、

もう1つの目的に、班員それぞれの能力を発見するこ

とがあります。技能の高まりを自分たちで認め、他の班

と競うことで互いに認め合い、それぞれの得意不得意

を明らかにし、不得意をどのように解決していくか考

えていくことをねらっているのです。

ぜひ、このジャンボリー日本一プログラムに参加す

るというチャンスを活かして、「スカウティングはゲー

ムである」「班の自治」と「自分の開発」という本来のス

カウティングに取り組んでみてください。

日本一プログラムには、次の3つの競技プログラム

があります。

1わが旗かざし「班旗立て」

2火を絶やすな「火おこし」

3ジョン・ブラン「手旗信号リレー」

※いずれも人数別クラスは設けず、単一クラスで行います。

サテライトでは、3つの日本一プログラムを実施す

ることを基本としていますが、人数規模や会場の広さ、

運営スタッフの人数等からサテライト会場ごとに決め

ます。

ジャンボリーサマーは、基本的にクローズドの大会

ですので、その大会の規模や日程等の要件により、日本

一プログラムの3つ全てか、1～2種類を実施するか

は任意となっています。

1わが旗かざして「班旗立て」

 ● プログラム概要

班対抗のタイムトライアル

用意された材料で、班旗を作成・自立させ、かつ、

より高く（3m以上）立てる

プログラムのねらい：

① チームワーク、協力

② 身に付けた結索の実践

 ● 実施条件

実施場所：指定された場所（約10m×10mもし

くは直径10mのエリア）

参加班の人数：（5人以上*）8人以下／班（班員の人

数の違いによるハンデはありません）

*  基本は5人以上としますが、実際の班の状況を考慮し5人

未満での参加も可能とします。

プログラム所要時間：約45分（準備、後片付け含む。

内、競技時間は約25分）

 ● プログラム内容（ルール）

• 3本の棒を紐で縛り、班旗を棒の上端に取りつけ、

つなぎ合わせた「班旗」を作って自立させる競技

です。

• 繋いだ班旗の高さ（班旗の接地点から班旗棒の上

端まで）は3m以上とします。

• 棒をつなぐ、ペグに紐を掛ける、ロープ同士をつ

なぐ…に使用する「結び」の種類は任意とし、参

加する班で考えます。

• 完成「宣言（できました！）」から15秒間自立（ス

カウトが手を離した状態）して、競技終了。

• 競技終了後に、高さの計測をして、基準を満たせ

ば「合格」となります。

• 競技の制限時間は25分間、開始から完成までの

所要時間を競い合います。

ジャンボリー日本一プログラムについて
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2火を絶やすな「火おこし」

 ● プログラム概要

班対抗のタイムトライアル

用意された材料でかまどを作り、持参した薪等を

セットして火をつけ、麻なわを焼き切る。

プログラムのねらい：

①  さまざまな条件下で確実に火をおこし、また

火をコントロールする。

② チームワーク

 ● 実施条件

実施場所：指定された場所（約2m×2mのエリア）

参加班の人数：（5人以上*）8人以下／班（班員の人

数の違いによるハンデはありません）

* 基本は5人以上としますが、実際の班の状況を考慮し5人

未満での参加も可能とします。

プログラム所要時間：約45分（準備、後片付け含む。

内、競技時間は約25分）

 ● プログラム内容（ルール）

• 各会場で用意された材料で、かまどを作ります。

• 土嚢袋に入るだけの薪と、ジップロック（イー

ジージッパー Lサイズ　279mm×268mm。

または同等品）に入るだけの焚き付けを参加する

班で用意し、かまどに薪等を組みます。競技中に

「ナタ等刃物で薪等を切る・割る」はできません。

• マッチ2本以内で火をつけ、火を育て、上部に

張った麻なわを焼き切ります。うちわや火吹き筒

等を使って空気を送ることはできません。

• 競技時間は25分間で、スタートから麻なわが焼

き切れ、2つの重石が地面に落ちて着くまでの所

要時間を競います。

3ジョン·ブラン「手旗信号リレー」

 ● プログラム概要

班対抗のタイムトライアル

手旗信号を受信して、次に送信リレーする手旗信

号による伝言ゲーム

プログラムのねらい：

手旗スキルの実践

 ● 実施条件

実施場所：指定された場所

参加班の人数：最低5人以上8人以下／班（班員の

人数の違いによるハンデはありません）

プログラム所要時間：約50分（準備、後片付け含む。

内、競技時間は約20分）

 ● プログラム内容（ルール）

• 伝文（問題文）を手旗信号により発信スカウトⓐ

から（2箇所の中継ⓑⓒを経て）、ゴールⓓのス

カウトに送り届け、それに解答する競技です。早

く・正確にかつ確実に送受信し、かつ正確に回答

するまでの時間を競います。

• 4つのポイント（ⓐスタート→ⓑ→ⓒ→ⓓゴー

ル）に班のスカウトを配置します（ゴールには2

人以上置きます）。

• ⓐ地点でスタッフがスカウトに伝文を渡し、配置

順に正しく送受信し、ⓓ地点のスカウトがⓐ地点

の担当者に解答用紙を提出するまでの所要時間

を競い合います。

※ 準備品、競技のルール等の詳細は、大会公式ウェブサイト

に掲載する18NSJ日本一プログラムガイドブックを参照

してください。
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ベンチャースカウトはボーイスカウトたちの先輩と

して、これまでのスカウト活動で身につけた技能を活

用し、ボーイスカウトたちの手本であり、憧れの存在と

してジャンボリーや隊キャンプ等に参加することが望

まれます。

第18回日本スカウトジャンボリーに参加する

ベンチャースカウトは次の課目に取り組むことで、

「18NSJパイオニア賞」を授与します。

① 第18回日本スカウトジャンボリーの目的、プログ

ラムを理解し、ベンチャースカウトとして、参加す

るボーイスカウトたちへの支援を計画し、実行する。

② 宗教儀礼、スカウツオウン・サービスに奉仕する。

③ スカウトが取り組むSDGsプログラムを計画し、

ジャンボリー期間中に取り組み、成果を仲間と共有

する。

①から③の課題に取り組み、隊長（参加隊長でも、所

属隊長でも可）の認証により「18NSJパイオニア賞」

を授与します。

取り組みのポイント

① ベンチャースカウトとしてジャンボリーにあるい

はジャンボリーに参加するスカウトたちにどんな

支援ができるか、がポイントとなります。

野営生活を快適にするための支援・アドバイス、

プログラム参加に向けたアドバイス、また、運営や

プログラム運営の支援が具体的な動きとなります。

② 宗教儀礼、スカウツオウン・サービスをベンチャー

スカウト同士、参加隊において、ベンチャースカウ

トとして行うことが具体的な取り組みとなります。

③ SDGsプログラムには、話し合い活動、社会貢献

活動、環境保全活動、食についてなどのテーマ（取

り組み、目標）がありますので、これらについて、

ジャンボリー期間中に具体的な取り組みを計画

し、実行していく内容となります。

ベンチャースカウトのプログラムについて
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第18 回日本スカウトジャンボリー大会公式スマー

トフォンアプリ（iOS版およびAndroid版）を公開し

ました!

2018（平成30）年に開催した第17回日本スカウ

トジャンボリーで初めて登場した大会公式アプリ。大

会Web サイトと同様に、各種情報にアクセスできる

ほか、プログラムガイドや大会ソングのミュージック

プレイヤーといったアプリならではの機能など、さま

ざまな情報を集約したアプリです。

今回のアプリの最大の特徴は、スカウトの皆さんが

アプリを通じて情報を発信し合えることです。春以降、

ジャンボリーへの参加申込や会場情報の登録が進むに

つれて、全国各地で開催されるジャンボリーの様子が

手にとるようにわかるようになります。今年の夏を楽

しむために、ぜひご活用ください。

主な機能

● 参加する

会場を調べる：地図やリストから、各会場を探検

プログラム：各種プログラムに挑戦、ジャンボリー

を楽しむためのマストコンテンツ

ARフェイスペイント：AR機能を使ってフェイス

ペイントフォト

フォトフレーム：SNS用に「映える」写真の撮影も

簡単に

友情ゲーム：QRコードを使った新・友情ゲーム、

オンラインでも可能

SNS連携：自身のSNSアカウントへのリンクも

簡単に

● 大会について

大会概要やジャンボリーインフォメーションなどの

各種資料に、大会ソング、ムービーなど18NSJに関わ

るさまざまなコンテンツに簡単にアクセスできます。

また、ダウンロード可能な壁紙や、日本連盟公式SNS 

へのリンクも搭載。
※今後、ジャンボリー大集会や代表スカウトキャンプのメ

ニュー、大会スポンサー等を追加

● グッズ

スカウトショップのONLINE SCOUT SHOPへ

のリンクを搭載。続々と発売されるジャンボリー記念

グッズの情報をいち早く入手できます。

● その他

プッシュ通知機能で最新情報を逃さずチェック。ま

た、スマホ上でのアイコンの着せ替え機能を使って、ど

んな画面にもマッチさせることが可能に。

アプリの取得について

アプリはApple 端末、Android 端末どちらでも無

料で取得することができます。

どちらの端末からも、下記URL または右のQR 

コードからアクセス、もしくは各種ストアサイトで

「18nsj」で検索してください。スマートフォンからア

クセスすると、各端末に応じたストアサイトに遷移し

ます。

https://yappli.plus/nsj-app_info

大会公式スマートフォンアプリについて
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全国の開催状況について

色分けは主な区分１つのみで表していますが、県連盟によっては複数の区分に

取り組まれているところもあります。

地区によるジャンボリーサマーも実施 兵庫、大阪

団・隊によるジャンボリーサマーも実施 埼玉、神奈川、長野

地区、団・隊の両方でジャンボリーサマーを実施 愛知、京都
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前号でお知らせしましたサテライト会場以外にも、

県大会の開催や、地区・団・隊のキャンプによるジャン

ボリーサマー2022の取り組みについて、各県連盟で

計画されています。

18NSJ取り組み状況調査に回答のありました県大

会についてお知らせします。

この他、他県連盟のサテライト会場や県大会への参

加を予定しているのが、栃木、群馬、山梨、鳥取、九州・沖

縄ブロックの各県連盟、地区・団・隊のキャンプをジャ

ンボリーサマーとして実施する予定が埼玉、神奈川、愛

知、長野、京都、兵庫、大阪、山口、福岡、大分の各県連盟

から報告がありました。

分散開催について

サテライト会場・ジャンボリーサマー等開催状況一覧

県連盟 会場（予定地） 期間 備考

北海道 県大会　真狩野営場（虻田郡真狩村） ８月5日（金）～10日（水）

青森 県大会　青森県野辺地町（上北郡野辺地町） ８月5日（金）～10日（水）

岩手 県大会　岩手県立陸中海岸青少年の家（下閉伊郡山田町） ８月４日（木）～９日（火）

宮城 サテライト 国立花山青少年自然の家 南蔵王野営場（白石市） ８月5日（金）～10日（水）

秋田 県大会　調整中 調整中

山形 県大会　調整中 ８月5日（金）～1１日（木）

福島 県大会　調整中 ８月６日（土）～1１日（木）

茨城 サテライト 「大和の森」高萩スカウトフィールド（高萩市） ８月5日（金）～10日（水） 栃木、群馬

埼玉 サテライト 秩父ミューズパーク（秩父市・小鹿野町） ８月4日（木）～9日（火）

千葉 県大会　荏原製作所富津工業用地・富津市社会総合体育館,運動場 ８月６日（土）～1１日（木）

神奈川 サテライト 川崎市東扇島東公園他（川崎市） ８月5日（金）～10日（水） 山梨

東京

中央　東京連盟日向野営場（千葉県山武市） ８月5日（金）～10日（水）

中央　大田区立平和島記念公園キャンプ場（大田区） ８月5日（金）～10日（水）

中央　八王子市ひよどり山キャンプ場（八王子市） ８月5日（金）～10日（水）

新潟 県大会　新潟県妙高市池の平（妙高市） ８月5日（金）～９日（火）

富山 県大会　富山県呉羽青少年の家（富山市） ８月5日（金）～８日（水）

石川 県大会　りふれっしゅ村鉢ケ崎（珠洲市） ８月4日（木）～9日（火）

福井 県大会　福井県立奥越高原青少年自然の家（大野市） ８月６日（土）～1１日（木）

静岡 県大会　三島市立箱根の里（三島市） ８月６日（土）～１１日（木）

愛知 県大会　新城・吉川野営場（新城市） ８月5日（金）～10日（水）

滋賀 県大会　森林公園くつきの森（高島市） ８月６日（土）～1１日（木）

京都 県大会　調整中 調整中

兵庫 県大会　兵庫県立兎和野高原野外活動センター ８月5日（金）～10日（水）

奈良 県大会　県連盟はやまの森野営場 ８月１０日（水）～１５日（月）

和歌山 県大会　紀北青少年の家（伊都郡かつらぎ町） ８月3日（水）～８日（月）

大阪 県大会　調整中 調整中

島根 県大会　宍道湖公園　湖遊館（出雲市） ８月5日（金）～10日（水）

岡山 県大会　大佐山オートキャンプ場 ８月６日（土）～1１日（木） 鳥取

広島 県大会　鷹の巣野営場（安芸高田市） ８月６日（土）～1１日（木）

徳島 県大会　まぜの丘キャンプ場（海部郡海陽町） ８月６日（土）～11日（木） 日程調整中

香川 県大会　一の宮公園キャンプ場（観音寺市） ８月６日（土）～11日（木）

愛媛 県大会　松山市野外活動センター（松山市） ８月６日（土）～11日（木）

熊本 サテライト 熊本県立あしきた青少年の家（葦北郡） ８月４日（木）～９日（火）

各会場の情報は1月末に提出のあった調査内容に基づくもので、県連盟理事会等の機関決定前の情報も含まれ、今後の調整や準備によっ

ては変更になることがあります。
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ボーイスカウト日本連盟では、創立100周年を機

に、ボーイスカウトの良さや楽しさなどを再認識し、

その魅力を伝えるとともに、どんな大人になりたい

か・どんな社会にしたいかの「夢」をこめた歌を制作し

ました。

この曲は、第18回日本スカウトジャンボリー公式

テーマ曲でもあり、大会や100周年が終わってもみ

んなで歌い継いでいく新たなスカウトソングです。

スカウト仲間みんなから、歌詞のもととなる「こと

ば」を募集し、弓削田健介（ゆげたけんすけ）先生に制作

を依頼しました。

ボーイスカウト日本連盟創立100周年記念ソング

第18回日本スカウトジャンボリー公式テーマ曲

『ボーイスカウト～いま 高き峰へ～』

作詞・作曲：弓削田健介

ことば：100周年スカウトの歌プロジェクト

音源や楽譜については、日本連盟ウェブサイトからダ

ウンロードできる他、大会公式スマートフォンアプリ

でも視聴できます。

https://www.scout.or.jp/member/
scoutsong-project/

大会ソングについて

〒167-0022 東京都杉並区下井草4-4-3　TEL 03-6913-6262　FAX 03-6913-6263

E-mail 18nsj@scout.or.jp　ホームページ https://www.scout.or.jp/

ONLINE SCOUT SHOP  

https://scout-shiga.jp/bse/cart.cgi?cate=8  

発　行・

前回ご紹介した定番のチーフリングなどのほかに

も、さまざまなキャンプグッズを販売中です！　ぜひ

購入していただき、大会ムードを盛り上げていきま

しょう！

各オフィシャルグッズは全国の販売協力店をはじめ、

ONLINE SCOUT SHOP、スカウトショップ東京で販

売しているほか、公式アプリからも購入いただけます。

また、大会直前の新商品を計画中。最新情報はスカウ

ティング誌や各種SNS、ONLINE SCOUT SHOPの

メールマガジンなどで発信していきますので、お見逃

しなく！

ジャンボリーオフィシャルグッズ

①ウォーターボトル kleen kanteem 価格￥4,840

②マグカップ　DINEX 価格￥1,210

③シェラカップ 価格￥1,485

④クラシックSD 価格￥2,420

※価格は税込み表示

① ②

③

④

③

インフォメーション第4号

インフォメーション第4号は6月中旬に発行する

予定です。

第4号予定記事

プログラム最新情報、全国の会場、ジャンボリー大集

会など

今後の情報
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