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は  じ  め  に  
 
この「隊長の手引」は、ボーイスカウト教育の創始者ﾍﾞｰデン・パウエル（ 1857～ 1941）

の著“Aids to Scoutmastership”「隊長の手引」の抄本である。この本の著者のまえがき
に、「スカウティングは深遠難解な科学でなく、まちがいなく理解すればむしろ楽しいゲー

ムなのである」とあり、さらに「隊長は少年をこの背景へと案内して行くうちに、その同

じ幸福さと人に役立つことの分け前にはからずも自分もあずかるのである。隊長はこの仕

事を始めた時おそらく予期したより、もっと大きな仕事をしていることに気がつくが、 そ
れは彼が人間と神に対して生命をかけるに値する奉仕をしていることがわかるからであ

る」とある。  
  後に「この本の大部分は色々の手段の詳細というよりも、その手段のため目的として

取り上げてほしい。これら手段は読む人の器用さに応じ、またその人の働いている地方の

事情に応じて充足されてよいのである」と結ばれている。これらのことばを念頭において

読んでいただければ、隊長としてスカウティングをいかに、少年らとともに楽しく活動で

きるかを知ることができよう。  
  この本は読んでしまってそれで終わりでなく、何回でも読み返していただきたい。それ
が、隊長の経験が長かろうが、また今までどれだけ成功していようと、さらによい仕事を

するための助けと成るからである。  
  後にこの本を読んだ後、さらに原典あるいは全訳書を読まれることを切にすすめます。 
 
 
 
 
 
 
 
追記：  
  この写本は、ボーイスカウト日本連盟が昭和４３年３月１０日に発行した「ボーイスカ
ウト指導者の手引」を写し取った物です。写し間違い、仮名使いの間違い、漢字の使い方

の間違い等がただありますが、発行本を忠実に写し執ったつもりです。  
  「ボーイスカウト指導者の手引」が、スカウト活動を行なう中で何か役に立てばと思い
ます。  
 

平成 14 年 4 月  
リーダートレナー   西山勝正  
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第１部 	 少年をいかに訓練するか  

隊     長  
 その資格  
	 隊長になろうとする人たちに気安く感じてもらうための前置きの言葉として、よい隊長

となるには“驚嘆すべきクライトマン”―もの知り博士―でなければならないという世間

一般のまちがった考え方に私は反対しておきたい。そんな必要は全然ない。  
（訳者註：クライトンはジュームス・クライトン、１５６０年に生まれ１５８５年に没す

るまでスコットランドの物知りの天才と言われた人。驚嘆すべきクライトンと通称され

た。）  
  ただボーイ・マン（童心のおとな）でありさえすればよいのだ、  
ということはー  
(1) 自分のなかに少年の心を持たなければならない。その第一歩として少年達ちといっし
ょにならなければならない。  
  隊長は学校の教師でも、司令官でもなく、牧師や講師でもない。必要なことといえば、
野外活動を楽しんだり、少年たちの野望のなかに自分もとけこんだり、また信号や図画で

あろうと自然研究や開拓探検であろうと、少年たちが希望するものを、教えてくれる人達

を見つけてきたりする能力があればよいのである。  
  少年たちに対して、兄の立場にたたなければならない、ということは物事を少年の見方
で見ること、そして正しい方向へと導き、案内し、それに熱意を持たせてやることである。

肉親の兄のように、隊長は家族の（スカウト隊の）伝統をわきまえ、その為には多分に厳

格さが必要だとしても、その伝統が守られるようにしなければならない。これだけでよい

のである。スカウト運動は愉快な兄弟仲間であって、スカウティングというゲームによっ

て他の人々のためにつくし、利己心が頭をもちあげるのを抑えていくのだからいっそう愉

快である。  
(2) 年齢層の違いに従って少年たちの必要とするもの、目ざすもの、希望するものが何で
あるかを理解しなければならない。  
(3)  少年たちを、集団としてでなく、個々の人間として取り扱わなければならない。  
  隊長の仕事  ―実におもしろい仕事であるが―  これは少年一人一人について彼の中に有
るものを見出し、その良いところを捉えて、悪い所が無くなるまで伸ばしてやることであ

る。 も悪い人間といわれる者の中にも５パーセントは良いところがある。それを見つけ

出し、それを８０パーセントにも９０パーセントにも大きくしてやることこそ、スカウテ

ィングの妙味である。これは少年の心に何かを教えこむことでなく、その心の中から引き

出してやること、すなわち教育である。  
(4) そのうえで、 良の成果を得るために、個々の少年たちの間に団結の精紳を育ててやら

なければならない。  
  スカウト精紳において、班あるいは仲間を組むやり方は各個人の得た訓練を一体のもの
として表わすことになるもので、それは少年が教えられていたものすべてを実行に移させ

ることなのである。  
  班制はまた、それが正しく運用されれば、人間訓練という大きな価値を持つものである。
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それは少年各自の班の為になんらか一隊員としての責任を持っているのだということを、

一人一人に判らせるようにする。それはまた、各班がその隊に対して一定の責任を持って

いることを解からせることに成るのである。この班制によって隊長はスカウトたちの道徳

上の見方についての自分の教えや考えを隊員に伝達することができる。  
  これによって、スカウトたちは自分たちが隊のすることについて重要な発言権をもつこ
とを徐々に覚えていく。班制こそ隊を成すものであり、それならば、すべてスカウティン

グは一つの真の共同体制を成すものだと言えるのである。  
 
隊長の任務   
  少年を訓練することの成功不成功は、隊長本人が自ら示す手本によることが多い。少年
の兄になるのと同じくその英雄になることも容易である。我々は、大人になってしまうと、

少年がどんなに大きな英雄崇拝の心を持つものかを忘れやすい。  
  少年たちにとって一個の英雄である隊長は彼らの成長に対して強力なテコを持っている
けれど、同時に大きな責任が自分にかかっているのである。  
  少年たちは、それが美徳であろうと、悪徳であろうと、隊長のごくささいな特徴をすば
やく見つける。隊長のくせは少年たちのくせになり、彼が示す礼儀正しさ、いらだち、明

るい愉快さ、あるいは気短なしかめ面や進んでする自己鍛錬、ときとして犯す道徳的な過

ち  ―これらをみな少年たちは気づくばかりでなく取り入れるのである。  
  それゆえ、少年たちにスカウトの「おきて」や、「おきて」に含まれるすべてのことを実
行させるには、隊長自身が「おきて」に述べられてあることを自分の生活のあらゆる細か

い点にも注意深く実行しなければならない。ほとんど一言の教えることばも要さずして少

年たちは隊長に習うであろう。  

 
少    年  

 隊長の特質  
 自分の隊の少年を上手に訓練する為の第一歩は、一般の少年と言う者について先ず知り、
次に隊の少年についてよく知ることである。ロンドンの倫理学協会の講演で、サリービー

博士が次のように述べたことがある。  
“良い教師であるためには、子供と言う者の性質について、知識を持つことが第一必要

条件である。少年や少女は、男や女の縮小版でもなければ、教師が物を書く為の白紙でも

ない。子供達は誰でも特有の好奇心を持ち、未熟で、その上うまく助け励ましてやり、形

作り、あるいは形を直し、さらに抑えもしてやらなければならない不思議な心を持ってい

る。”  
  諸君が少年であった時、どんな考え方をしていたか、出来るだけ思い出してみるのも良
いことです、そうすれば少年達の心持や希望することがずっとよく理解出来るはずである。 
  次に掲げる少年と言う者の特質を、考えに入れておく必要がある。  

   
ユーモア―	 少年と言う者は、ユーモアに満ちているのだと言うことを忘れてはいけな

い。それは深刻な面でではないかもしれないが、いつでも冗談を喜ぶものだし、物事のお



 6 

かしい面にすぐ気が付く。彼らの感じる面白さ可笑しさを一緒に感じさえすれば、少年達

のために働く者は自分の仕事の楽しい明るい面を味わい、監督と言うより愉快な仲間と言

うことになれる。  
 
勇気―   普通の少年は一般に相当の胆力、勇気を備えているものである。後年自尊心が

なくなったり、いわゆる“不平家”と付き合うことが多くなったりすればともかく、生ま

れつきとして少年は不平を言ったりこぼしたりしない者である。  
 
自信―   少年はたいてい高度の自信を持っている。であるから子ども扱いされたり、あ

れやこれをしろなどと指図されたりするのを嫌う。たとえ大失敗を招くことがあろうと、

自分でやってみようとする者であるが、そうした失敗をすることが経験にもなり、自分の

人間を創っていくことにもなるのである。  

 
鋭敏―   少年はたいがい針のように鋭敏である。物事を観察し、注意し、それらの意味

を推理すると言うような訓練をするのは容易なわけである。  

 
刺激を好む―   都会の少年は、それが、疾走して行く消防自動車にしろ、近所の人達２

人のけんかにしろ、田舎の子供より町の騒ぎに動かされやすい。また変化を求めるために、

一つの仕事にせいぜい一ヶ月か二ヶ月しか腰が据わらない。  

 
感応しやすいこと―   だれが自分に関心を持ってくれると解かった時、少年はその人

の導くままに応じ従うもので、少年のこの英雄崇拝が隊長の仕事をたやすくさせる大きな

力となるのである。  
 
忠誠心―   これは限りない希望をかき立てるはずの、少年の性格の一つである。少年た

ちは友達同士の間で互いに忠誠なのが普通で、これがまた自然に少年に友情を抱かせるの

である。  
これこそ少年にもわかる友人仲間としての義理であり義務である。少年というものは外見

利己的かもしれない。しかし一皮むけば他人の助けに喜んでなろうとする気持ちがあるの

であるから、スカウト訓練のよい素地だと言うわけである。  
  少年が持つこれら色々の特質を考慮に入れ、研究するならば、指導者一人一人の違った
傾向に適するような訓練の仕方を見出し易い。このような研究をすることは訓練の成果を

あげる為の第一歩である。私はかつて一週間のうち三つの違った場所で三人の少年に会っ

たが、其の少年達は三人とも、スカウティングの感化を受けるようになるまでは、改心の

見込みない無頼の不良少年だったということであった。この三人のそれぞれの隊長たちは、

彼らの悪さの下に潜んでいる良い所を見つけ出し、そこを利用して彼らの特異な気質に適

する仕事をさせた。  
  そしていまや、それぞれの立派な勤めに励む、過去の彼らとはまったく生まれ変わった、
見事ながっしりした若者に三人ともなっているのであった。こういう一つの成功を収めえ
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たと言うだけでも、スカウト隊を組織する甲斐があるというものである。  
  Ｔ eachers world（“教師の世界”）にカッソン氏が、少年―という性格の複雑な働きを説
明して次のように書いている―私の経験から判断すると、少年たちは彼ら自身の世界、自

分達のために自分達で作り上げた世界を持っているのだと言える。しかもこの世界への教

師も学課も入り込むことが出来ない。  
  少年の世界は其の世界自身の標準、おきて、事件、うわさ、世論を持っている。  
学校の先生や両親が何と言おうと、少年は自分達の世界に対して忠誠を守る自分達の世界

の「おきて」に、それが家庭や教室で教えられたものとまったく違っていても、自分達の

方に従う。自分達の「おきて」に不実であるよりは、むしろ判ってくれない大人の手によ

って与えられる苦痛を喜んで苦しむのである。  
  たとえば、学校の先生の言う「おきて」は、おとなしいこと、無事であること、行事良
くすることを良しとする。少年達の「おきて」は、それとまったく反対である。それは騒

がしいこと危険を冒すこと、刺激のあることがお気に入りなのである。  
  面白くふざけ回ること（Ｆun）、戦うこと（Ｆ ighting）、食すること（Ｆ eeding）（訳者
註・つまり遊んで、喧嘩して、食べる事）。この三つのＦは少年の世界に欠くことのできな

い要素である。この三つが基礎である。この三つのものこそ少年達が熱中して行うことで、

この三つのものたるや学校の先生とも教科書とも関係がないのである。  
  少年王国の世論に従えば、１日４時間教室に座っているのは、時間と日光の哀れむべき
消費だというのである。机を買ってくれとせがむ少年を―普通の健康な少年で―見たこと

のある人があるだろうか。また、外を駆け回っていた少年か、客間に座らせられてくださ

いと母親に頼むのを、かつて見た事のある人があるだろうか。  
  確かにあるまい。少年は本の虫ではないのである。お座りをしている動物ではないので
ある。平和主義者でもなければ、安全第一主義の信奉者でもなく、本の虫でもなければ哲

学者でもない。実にまったく少年なのである。―楽しみと闘志にあふれ、いつも腹をすか

せ、苛立つと大騒ぎを遣って退け、物事に目をつけ、刺激を求め回る、ただの少年である。

もしそうでなかったら、その子は異常（アブノーマル）である。  
  教師の「おきて」と少年の「おきて」を戦わせておこうではないか。今でもそうであっ
たように、これから先も少年のほうが勝つだろう。いくらかの少年たちは負けて、その代

わり奨学金にありつくだろうが、大部分は抵抗を続け、国家の も有能優秀な人物と成長

するであろう。  
  歴史上の事実を見ても、幾千の特許を得た発明家エジソンは“あまりばかすぎて教えら
れない”という先生の手紙を持たされて家へ帰らされたではなかったか？  
  科学的法則の根本を作ったニュートンもダーウィンも、学校の先生からばか扱いをされ
たではないか？  
  こういう教室でのろくでなしが、後年、有用な秀才となった例は、幾百千も有るではな
いか？これらの実例が、少年たちの能力を伸ばしてやるには、我々の現在のやり方ではう

まく行かないのだ。ということを証明していやしないか？  
  少年たちをそのあるがままに扱ってやることが出きる筈ではないか？文法や歴史や地理
や数学を、少年の世界の必要品と成る要に改作出来るのではないか？我々大人の知恵を少
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年の言葉に翻訳出来るのではないか？  
  結局、自分達の正義のおきてと行動と冒険をやり遂げていくことにおいて、少年達は間
違っていないのではないか？  
  少年は少年だからこそ学ぶ先に行動するのではないか？少年は知的な指導が有りもしな
いのに物事を自分でやってのけようとする、実に驚くべき小さな働き者ではないか？  
  もし教師たちが、しばらくの間でも、生徒になり、現在いたずらに、ゆがめよう抑えよ
うとしている少年の生活を学ぶとしたら、もっとおおいに要を得るのではなかろうか？  
  なぜ流れに逆らうのか？川は正しい方向に流れていると言うのに。  
  今こそ我々の役にも立たぬ方法を改め、実際のことと調和する要にすべき時ではないだ
ろうか？“少年らしく”などと嘆き声を出し続ける代わりに、少年達の驚くべき精神を喜

んでやってはいけないだろうか？  
  少年というものの性格が持つ野性的な力を導いて、社会奉仕の道へと喜んではいって行
く様にさせる以上、本当の教師にとって尊い愉しい仕事があるだろうか？  
 
環境と誘惑  
始めに言ったように、成功の第一歩は自分の受け持つ少年その者を知ることであるが、

第二歩はその家庭を知ることである。その子がスカウトと一緒でない時には、一体どんな

環境にいるか、それを知れば、その子にどんな感化が与えられればよいか、よく判る筈で

ある。  
その少年の両親の同情と支持があれば、またその両親たちがスカウト連盟の目的と隊の

運営について全幅の関心を持って協力してくれる様になっていれば、隊長の任務は正しい

比重を持って軽くなる訳である。  
場合によっては、その少年が家庭から受ける影響に悪いものがあって、それを克服しな

ければならないこともあろう。さらに少年達には他の色々な誘惑があるから、指導者はそ

れらと戦う準備をしていなければならない。しかし、これらについて前もってよく知って

いれば、色々の誘惑が少年達に悪い影響を及ばさないように、指導者は自分の方法に工夫

を加えることも出来るはずで、このようにして少年達の性格を 良の方向へと伸ばしてや

ることが出来るのである。  
強力な誘惑の１つに映画の影響力がある。映画は少年達にとって、確かに大きな引力で

ある。其れだけにその引力を如何したらとめる事が出来るかと、絶えず頭を絞っている人

達がいる。しかし、止めろことが望ましいことだとしても、それは非常に難しいことの１

つである。それより、映画を我々の目的のために も良い結果をもたらす様にいかに利用

したらよいか、という方が要を得ている。いかなる困難にも、それを味方につけたり、自

分の行くほうへ引っ張り込んだりして、対応していくやり方に従えば、我々は映画にはど

んな価値があるかを知るように努め、それを少年達の訓練に合うように利用すべきである。

もし監督が不十分であれば、暗示によって悪の為の強力な道具になるに違いない。けれど

適正な検閲が保証されるために措置は執られているし、それが継続している。しかし、悪

の為に力がある物なら良い事の為にも有力な物にすることが出来るはずだ。今では博物学

や自然研究に関する優れた映画が製作されて自然界の過程について自分で観察するよりず
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っと良く判らせてくれるし、確かに何時間かの授業に遥かに勝っている。歴史も視覚によ

って教えられる。映画には悲劇や英雄的なものを描いた劇もあるし、純粋に面白おかしく、

笑わせる劇もある。それらの多くは、悪い物を非難し嘲笑する方へと持って行っている。

この視覚に訴えて教えることを、子供たちが映画館に興味を持ち、行きたがるのを利用し

て、すばらしく良い効果をもたせる様に出来る筈だと言うことは疑う余地がない。映画は

また教育の成果をあげ様としている学校に対しても、いま言った様な効果をもつのだと言

う事を憶えておきたい。スカウティングでは映画の利用をこれと同じ程度には出来ないけ

れど、我々努力の促進剤の一つとして利用することが出来る。我々は、少年達を引き付け

る物が他にどんなにあろうとも、スカウティングそのものを少年達が十分引き付けられる

様な物にしなければならない。  
少年の喫煙とその健康に及ぼす害、賭け事とそれに関連して生じる不正、飲酒や女の子

とのらくら遊びまわる害悪、不潔、その他、自分の隊員達の日常環境を知っている隊長に

よってのみ矯正され得るのである。その矯正を禁じたり罰したりすることでは出来ない。

それよりも、少年達を誘惑する物と少なくとも同じくらい魅力が有ながらも結果からみて

良い何かを変わりに使ってすれば出来る。  
少年犯罪は少年の中に自然に芽生える物ではなく、大部分は少年が持っている冒険心、

その少年自身の愚かさ、しつけの不足、又は各人の性質などのどれかによって生じる。  
当然の様に嘘をつくことも、子供達の間に見られる非常に一般的な欠陥である。しかも

困ったことに、これは世界中に広がっている病気である。真実を語ること、又その結果と

して人間が頼むにたりる人物として高められることは、その人間の人柄ばかりかその国の

国柄にも差異をもたらす。であるから、青少年の間に名誉心と真実を語ることの風潮を高

めるよう、及ぶ限りのことを尽くすのが我々の負うべき義務である。  

 
隊の本拠とキャンプ  
悪い環境に対する主な解毒剤は言うまでもなく良い環境を変わりに与える事で、それに

は隊が本拠にしている所とスカウトのキャンプが一番効き目ある。隊の本拠といっても、

学校の大きな教室を借りてする一週一回半時間の訓練のことを言っているのではない。少

年達を扱う人達の計画に良くあることだが、そうでなくて少年達が自分達の物だと思う事

の出来る場所、例えば地下倉であろうと屋根裏であろうとかまわない、必要があれば毎晩

でも集まることが出来、気に入った仕事や娯楽、あるいは色々のプログラムや、明るい楽

しい雰囲気をそこへ行けば見出せる様な、こういう場所のことを私は言うのである。  
もし隊長がこういう場所を獲得する事が出来さえしたら、自分の隊のある子供達には良

い環境を与えたことになり、それは、さもなければ彼らの心や性格の中に忍び込んだに違

いない毒に対して、 も効き目のある解毒剤になるだろう。  
それからキャンプ（これは、出来る限り回数を多くすべきである。）は、隊の本拠よりも

さらに一歩進んだ、ずっと効力の強い解毒剤である。野外の生々しい雰囲気と、テントの

中で、野原で、あるいはキャンプ・ファイヤーを囲んでの中間同志と言う精神、これらが

少年達に 良の気分を呼吸させ、隊長には少年達をしっかりと捉らまえ、自分の人となり

を少年達にはっきり判らせるのに、この上ない機会を与えるものである。  
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少年達をつかむには  
少年達をとらえてよい環境の下に置こうとする人は、私は魚を捕らえようとする釣人の

様だと思う。  
もしも釣人が自分の好きな食べ物を餌にしたとしたら、おそらく多くは釣れまい、特に

用心深い、獲物として値打ちのある魚は捕れないだろう。そこで彼はとりたいと思う魚の

好物を餌にする。  
少年も同じである。もし諸君が	 高尚だと考えることを説教しようとしたら、少年達の

心をとらえることは出来ないに決まっている。あからさまな“為になってありがたい”も

のだと、中でも元気のよい子供達は恐れをなして離れてしまう。実はこういう子供達をこ

そ諸君は捕まえたいのだ。唯一の方法は少年達が本当にひきつけられ、興味を持つ物を差

し出してやる事である。そこで諸君は、スカウティングがそれだと言うことを、発見する

だろうと私は思う。  
そうしてから諸君が少年達に望むところの物で味付けすればよいのだ。  
少年達に対して力を持つ為には、諸君は彼らの友達に成らなければならない。しかし、

彼らが隊長に対する遠慮やはにかみを無くすまでは、この足がかりを得るのを急ぎすぎて

はいけない。Ｆ．Ｄ．ハウ氏はその著“児童の書“の中で、次の様な物語に子供を扱う正

しい過程を要約している。  
“毎日の散歩の道すがら、ある汚い町を通っていたある男が、よごれた顔をした発育の

悪い、小さな男の子が、バナナの皮で遊んでいるのを見かけた。彼はその子にうなずいて

見せた、とその子は怖がって尻込みしてしまった。翌日また彼はうなずいて見せた。その

子は別に怖がることはないのだと分ったらしく、彼につばを吐きかけた。次の日は、その

子はその男をじっと見た。そのまた次の日散歩して行く男を見ると、その子はその男をじ

っと見た。そのまた次の日散歩して行く男を見ると、その子は「こんにちは」と呼びかけ

た。そうしている内に、その子は男のうなずきを待ち受けていて微笑み返すようになった。

おしまいに、その少年が、そのちっぽけな子が、街角で待ち構えていては、そのきたない

小さな手で、その男の指を握るようになった時、ついに勝利は完全となったのである。そ

れは物寂しい、みすぼらしい通りであったけれど、その男の生涯を通じてそこは も輝か

しい明るいと思われる場所の一つとなったのである。“  

 
スカウティング  

 
スカウティングは少年達にとって一つのゲームである。少年達の采配によって行うこの

ゲームで、兄貴分達は弟分たちに健全な環境を与えることが出来るし、また例えば自分達

の社会人性を養う為に役立つ様な色々の活動を進めることも出来る。スカウティングとは

このようなゲームである。  
このゲームの も強い魅力は、自然について学ぶ事と森林生活技術（ウッドクラフト）

である。これは集団でするのでなく各個人が取り組むものである。これはまた、純粋に肉

体的あるいは精神的な能力とともに知的な内容をも向上させる。  
始めは以上の様な目標を目指すことだけを心がけた物であったが、経験を重ねた今日で
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は、正しいやり方をすれば（目標を目指すだけでなく）目標とした物を身に付けることが

出来るのだと言うことが分った。  
スカウティングの目的と方法の も良い説明者は、ニューヨークのコロンビア大学師範

部のジェームス・E･ラッセル部長ではないだろうか。ラッセル部長はこう書いている。  
“ボーイスカウト運動のプログラムは、少年に裁った一人前の男の仕事である。スカウ

ティングは、彼がまだ若いから魅力を感じると言うだけではなく、これから一人前に成っ

て行く一個の男だからひきつけられるのだ、スカウティングのプログラムは大人もしない

様なことを少年に要求しない、その代り、少年の現在の場所から行き着くべきところに達

するまで、一歩一歩引っ張って行く。  
スカウティングの著しい特長は、その課程と言うよりむしろその方法にある。少年達に

正しいことをやらせ、正しい習慣を身に付けさせる様に、導いていく組織的な計画として、

スカウティングは も理想的である。スカウティングの実行で 2 つのことが目に付く、１
つは習慣が形作られると言うこと、他の１つは率先、自制、自信、自立の機会を得ること

である。  
率先の気を養うについて、スカウティングは単に少年にプログラムを与えるだけに止ま

らず、その運営の機構をすばらしい方法で利用している。運営方式をみると、外見を飾っ

た他の方法などを打ち破るすばらしい機会が備えてある。これを班と隊において見る事が

出来る。これは少年達にチームになって活動することを教えている。共通の目的に向かっ

て協力して努力するようにさせるのであるが、このこと自体が民主的である。  
スカウト達を、まず手始めには聖人ぶった報酬を得ようと言う様な精神からでなく、健

康な愉快な気分で善行をする様に、次に前進して社会のために貢献するように導き励ます

ことによって、諸君はスカウト達の上達や躾や知識を増すより、もっと大きなことを彼ら

のためにしてやることに成る。というのは、いかにして生計を立てるかと言うことよりも、

いか生くべきかということを教える事になるからである。“  
 
スカウティングは簡単である  
スカウティングは外部の人にとって、一見非常に複雑な事のように見えるらしく、少年

達を教える為には山の様に多くの、色々の種類の事を知らなければ成らないのだと思い込

んで、隊長になる事をしり込みする人が多い様である。しかし、次のことが判りさえすれ

ば、誰もしり込みする事は無い。  
1．スカウティングの目的は実に簡単である。  
２．隊長は、少年が興味を持ち、実際に手をつけて自分で間違いなく出来るまでやり続

けたいと思う様な活動を色々指示して、少年が自分で学ぼうと言う野心と希望を持つ

様にする（このような活動はＳ couting ｆ or Ｂ oys に細事してある）  
３．隊長は自分の隊の班長を通じて仕事をする。  

 
スカウティングの目的  
スカウト訓練の目的は、我々の将来の社会人としての在り方の標準、特にその性格と健  

康について改善し、自我を奉仕に置き換え、青少年を道徳的にも肉体的にも人間として役
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に立つものに育て、その有用性を他人に対する奉仕に使うようにする、これである。  
  社会人性とは一口に言うと“共同社会に対する積極的な忠誠”と言う事に成っている。
法律を守り、自分の職業に励み、国の安泰について心配するのは“守護の神様にお任せし

て”政治やスポーツやその他の活動については自分の好きな事をする、だから自分はよい

社会人だ、よい国民だと考えていられるのは自由の国であるなら誰にもできる、当り前の

事である。こんなのは受動的な社会人性である。しかし、受動的な社会人性では自由と正

義と名誉の徳をこの世の中に保持して行くために不十分である。積極的な社会人性のみが

それをなし得るで有ろう。  

 
  スカウティングの諸活動  
 “スカウティング”と言う言葉は、森林生活者、探検家、猟師、船乗り、開拓者、辺境移
住者などの働きと特性という意味になる。  
  これらの仕事や特性の要点を少年達に味わわせる為に、我々は少年達の要求と本能を満
足させ、同時に教育的なゲームと実行の一体系を提供する。  
  少年の立場から言うと、スカウティングは少年達を兄弟愛の１つのギャングに組織して
やる事で、このギャングの組織と言うのが、遊びの為であろうとワルサの為であろうとま

たノラクラする為であろうと、彼らの自然な形であるからで、またスカウティングは彼ら

にスマートな服装と装備を与え、彼らの夢とロマンスに訴え、しかも活発な戸外生活をさ

せる。  
  親の立場から見ろと、スカウティングは我が息子に身体的な発育と健康を与え、良いし
つけと胆力と武士道精神と愛国心を備えさせる。一言にして言えばスカウティングは、我

が子が人生の道を歩んで行く為に何よりも大切な“人格”を作り上げる物である。  
  スカウト訓練は上下貧富あらゆる階層の少年達をひきつけ、聾唖盲目などの身体障害の
少年達にさえ興味を持たれる。学びたいという“願望”を呼び起こすのである。スカウテ

ィングの活動は、少年の色々の考え方を研究した結果、教えられるのでなく、自ら習い覚

えようとする様に仕向ける事を原則にしている。  
  水泳、開拓、料理、森林作業等が出来る事や、その他男らしさ、役に立つことなどを証
明する１級２級の進級章のほかに、スカウティングは、色々の種類の楽しみ事や手工芸等

が熟達すれば得られる技能章を通じて、技術的習練のよい糸口を与える。我々が初級でこ

んなにも多くのことを試みるその目的と言うのは、十人十色の少年達が、色々の種類の事

を試してみる様にし、注意深い隊長が少年各個の特別な傾向を認めて、それに応じた指導

奨励をしてやる為である。これが個性を伸ばし、生涯の仕事に足がかりを付けさせる 良

の道筋である。そのうえ、我々は少年が自分で自分の身体の発達と健康に責任を持つこと

を奨励し、また我々は彼の名誉心に信頼して毎日だれかに対して善事をする事を期待する。 
  隊長に少々なりとも少年の心があって、全てを少年の立場から見る事が出来るならば、
そして想像力に富んでいる人なら、新奇な物を求める少年の渇望を満たしてやる為に、ち

ょいちょい変化をつけては新しいプログラムを発見する事が出来る筈である。劇場を見る

と良い。有る演じ物が見物に受けないと判ったら千秋楽の頃には受けるようになるだろう

等と思って打ち続けはしない。その演じ物を止めて別の新しい物と差し替える。  
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  少年達は汚く淀んだ水溜りにも冒険を見出すのであるから、もし隊長が童心を持った人
であれば自分にもそこに同じ冒険が見出せる筈である。新しい思いつきを捻り出すために

は、大した費用も道具も要らない。少年達自身が色々の思いつきを出してくれる事が多い

からである。  
  少年達をひきつけるプログラムを見つける為に、更に進んだ方法は、隊長が耳を使って
頭を休める事である。  
戦争で、斥候兵が暗夜出て行って敵の動静を探ろうとする時は、大部分耳を澄まして聞

く事によって情報を得る。それと同じに、隊長が、自分の隊員達の傾向あるいは性格がど

んな物か、皆目判らない時、大方の事は聞く事によって知る事が出来る。  
耳を立てることで隊長は各少年の性格についての細かい見通しと、その少年に も興味

を持たせる方法が何で有るかを知る事が出来る筈である。  
班長会議での討議やキャンプ・ファイヤーを囲んでの話しの時でも同じである。黙って

聞く事と観察する事を自分の成すべき特別な仕事にすれば、諸君が説教して少年達に注入

出来るよりかずっと多くの知識を彼らから得る事が出来るだろう。  
また、父兄を訪問する時、スカウティングの価値を説きつけよう等と思っては行けない。

それよりも、息子達を訓育するについての彼らの考え方は何か、スカウティングに彼らは

何を期待し、あるいは何を不足と思っているか、聞き出すほうが良い。  
一般的に言って、良い思いつきがない時でも、スカウト達が当然好きな筈だと諸君が考

える物を彼らに押し付けてはいけない。それより、耳を立てることにより、あるいは質問

する事により、皆が一番好きなのは何であるかを知り、それらをどの程度を、つまり少年

達の好きな事が彼らに、果たして有益な物のようであれば、やれば良いか考えるべきであ

る。楽しい笑い声が響き返り、競技の勝を喜び、新しい冒険に新鮮な興奮を沸かせる様な

隊ならば、退屈の為に隊員が減っていく事はないに違いない。  
 
スカウト精神  
基調となっている特色はスカウト運動の精神で、この精神をとく鍵はウッドクラフトと

自然教訓のロマンスである。いやしくも少年なら、否、この事については大人といえども、

この物質的な時代にあって、だれが大自然と野外生活の呼び声にひきつけられない者があ

ろう？  
それは原始的な本能であるかも知れない、しかし、その本能は実在する。ただ新鮮な空

気と太陽の光りを、また灰色の人生に導きいれるだけにせよ、この鍵で 1 つの素晴らしい
扉を開く事が出来るのだ。しかし、普通それ以上の物が得られる。  
大自然の勇者達、辺境の移住者や探検家、海上の漂浪者、雲の中を行く飛行家達は少年

にとってのパイド・パイパー（訳者  註・Ｐ ied Ｐ iper 笛の音で引き寄せハムリンの町の
ねずみを全部捕らえたが、そのあと町の子供がみんなその笛の音について行ってしまった

という伝説の魔法の笛吹き）である。  
笛吹きが連れて行く所へ少年達は従い、笛が男らしい勇敢な歌、冒険と努力の歌、有能

と熟練の歌、他人のために快くおのれを捧げることを歌った歌を歌う時、彼らはその笛の

音につれて踊るであろう。  
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ここにその少年の肉があり、魂がある。  
はるか遠くに目を向けて行く少年をみるがよい。彼が夢みるものは、彼方の大平原であ

ろうか？  いずれにしても、手近にあるものではない。判り切っているではないか？  
少年達は、今やスカウティングによって、森林生活者の偉大な世界団体（訳者註・スカ

ウトの事）の一人として開拓者の装具に身を装う機会を持つことが出来るのだ。色々の足

跡やしるしを追いたどり、信号を揚げ、自分で火を焚き、自分で小屋を建て、食い物を作

る事が出来るのだ。開拓者の、或いはキャンプの技術のあらゆる事柄を自分でやる事が出

来るのだ。  
彼が属するのは少年仲間の指導者に導かれる少年、当然のギャングである。彼は獣の群

の一匹かも知れない。しかし自分自身の本性はちゃんと持っている。自然の中から人生の

喜びを知るように成る。  
さてそこには精神的な面も有るのである。  
森の中のハイクでいくつかの自然の教えを呑み込む事によって、小さな魂は成長し、辺

りを見回す。野外は観察と驚くべき宇宙の不思議の数々を知るための優秀な学校である。  
それは日ごと、目の前に存在する美しいものを鑑賞する心を開かせてくれる。煙突の彼

方の空に星がある事を、映画館の屋根の上に夕焼け雲が輝く事を都会の子供達に判らせて

くれる。  
自然について学ぶ事は、無限についての、歴史上の、そして微小物についての諸問題を、

大いなる創造主の仕事として 1 つの調和された全体にまとめて教えてくれる。これらの中
で、性も生殖も名誉ある１つの役割を果たすのである。  
スカウトクラフトは も無頼な少年をも高尚な思想と神を信ずる領域へと導く１つの手

段であり、これは日ごとに善行をすると言うスカウトの努めと相まって、親や牧師が、そ

の望む所の信仰の形を楽に作り上げる事が出来るような神と隣人への務めの基礎を与える。 
“カウボーイのように、太郎や権べぇのように、子供を着飾らせる事は思いのまま、ペ

ンキの様にピカピカするまで磨き上げてやることも出来る。けれど、それからお尻を引っ

ぱたいてやったとしても、勇者や聖者に仕上げようとは、とっこい、そうはいかない”  
これを成し得る物は外見の飾りではなくて、内なる精神である。しかもその精神は、よ

く知ってみれば少年誰にでもあるので、ただそれを見出し、表してやりさえすれば良いの

である。彼の“名誉にかけて”実行するスカウトの「ちかい」が少年の心の中にある限り、

それとスカウトの「おきて」は我々をくくる修行の武器であって、１００人のうち９９人

まではこれが役立つ。少年は“するな”によって支配されないが、“する”には従う。スカ

ウトの「おきて」は少年の欠点を抑圧する為でなく、むしろ彼の行動の手引きとして工夫

されているのである。良い躾とは何かを単に述べ、それをスカウトに期待しているにすぎ

ない。  
 

班     制  
班制は、スカウト訓練が他の諸団体の訓練と異なる１つの重要な特色であって、この班

制が正しく用いられれば、成功すること絶対確実である。成功せざるを得ないのだ。  
６人から８人の班に組織し、それぞれ信望ある指導者（班長）のもとに別単位にして訓
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練することは、よい隊をつくる秘訣である。班は、仕事の為であろうと遊びの為であろう

と、訓練や義務の為であろうと、常にスカウティングする単位となる。  
人格訓練の為の貴重な一歩は、一人一人に責任を負わせることである。このことはまず

班の責任ある指揮となるべき班長を決める事ですぐ実行できる。自分の班の班員一人一人

をしっかり捉え、その質を向上させる事は、１に班長の責任である。これは大変な任務の

様に聞こえるけれど、やってみれば出来るのである。  
そこで、班と班の間の張合いと競争によって班精神と言うものが生み出されるのである

が、これは少年達の気風を高揚し、全体的に有能さの標準をいっそう向上させる事になる

から、非常に申し分がない。班の中で少年達は各自が１つの責任ある単位にあること、ま

た自分の班の名誉はスカウティングをする自分の能力いかんに、ある程度かかっている事

を自覚する。  
 
班制の価値  
班制から得られる非常な価値を、隊長が認識する事は大切である。それは隊の永続的な

活動力と成功の為の も良い保証である。班制は隊長の肩から、決まりきった小さな仕事

の大部分を外してくれる。  
しかし、第一に主要なのは、班制は個人にとって人格養成学校であると言う事である。

班長にとっては、それが責任を負うことと、指導精神の内容についての良い実習となる。

隊員にとっては、全体の興味と利益に対しては自我を二の次にすること、協力と仲間同士

というチーム精神に関連して克己と自制を本領とすることを班制で学ぶ事が出来る。  
しかし、この班制から本当に良い成果を得るには、少年指導者（班長達）に、真に自由

に責任をとらせてやらなければいけない、もし部分的な責任だけを与えたとしたら、部分

的な結果しか得られないだろう。これらの主要な目的というのは、少年達に責任をあてが

って、それだけ隊長の面倒を減らそうと言うのではなく、少年達の性格を伸ばす為に も

良い方法だからなのである。  
成功を希望する隊長なら班制とその方法について書いてある事をよく研究するばかりで

なく、読んだ事を実行に移さなければいけない。大切なのは物事を実行する事で、たえざ

る試みによってのみ班長もスカウトも経験する事が出来るのである。隊長が隊員達にやら

せればやらせるほど、彼らの反応は大きく、力と性格はますます伸ばされるに違いない。  

 
スカウトのユニフォーム  
“スカウトが自分の務めをわきまえ、「おきて」を実行しているかぎり、ユニフォームを

着ようと着まいと少しもかまわない”と私はよく言ったものである。しかし実際をみると、

ユニフォームが買える者で着ていないスカウトはひとりもいない。  
やむにやまれぬ気持ちがユニフォームを着けさせるのである。  
同じ事がスカウト運動を動かしている人たち、隊長や役職員たちにも自然に作用してい

る。彼らは、もし嫌ならユニフォームを着る義務はないのである。しかし、同時に、彼ら

は自分たちのことより、むしろ他の人たちのことを考慮しなければならない地位にある。  
私個人のことを言えば、たとえ１班を訪れる時でも、私はユニフォームを着る。これは
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少年達の精神を高めるのに役立つと信ずるからである。ユニフォームは一人前の大人にな

らない者だけが着るわけではないのだ、ということが判れば少年達のユニフォームに対し

て持つ価値は高まり、自分達と同じ兄弟仲間であることを重要に考えてくれる大人達から、

自分達が真剣に扱われているのだと言う事が判れば、少年達は自らの価値を高く持つ。  
ユニフォームの身だしなみのよさ（スマートネス）や細部に至るまできちんとしている

ことなど、些細なことと思われるかもしれないが、自尊心を養ううえに価値があり、見え

るところだけで判断する外部の人々からスカウト運動がどう思われるかを考えると、ユニ

フォームは重大な意義を持つのである。手本を示す事が大きく取り上げられる。しまりな

い身なりをした隊を見せてごらん。私にはしまりない身なりをした隊長だなということが

すぐ分かる。諸君がユニフォームを着る時、あるいは小粋に傾けた帽子のかぶり具合を確

かめてみる時、このことを思い出してくれたまえ。諸君は隊員達のモデルであるから、君

たちの身だしなみの良さは彼らにすぐ反映するに決まっている。  

 
隊長の担任  
スカウティングの原理はすべて正しい方向をとっている。これを応用して成功する、し

ないは、隊長の責任であり、隊長がいかに応用するかにかかっている。特にこの点につい

て隊長を助けようと言うのが、今私が目的とすることで、第一にスカウト訓練の目的を示

し、第二にそれを実施して行くのによいと思われる方法を参考に共したいと思う。  
大方の隊長達は、細かい点まではっきりした事を教えてほしいと思っていることだろう。

しかし、ある土地の隊又はある種の少年に適当なことが、そこから１マイルと離れていな

い所でも言うに及ばず、ましてや世界の各地、全然違う状態の国々に存在する隊や少年に

は適当ではないだろうから、細かい点まではっきり言うことは実際不可能である。そうは

言うものの、一般的な参考になることはある程度提供する事は出来る。それを応用しなが

ら、隊長は自分の隊がうまくいく為にはどんな細目が良いか、自分で判断をする訳である。  
しかし、細かい点にわたる前に、もう一度繰り返させてもらいたい、仕事を重大に考え

すぎて怖じけるな、と。いったん目的が判りさえすれば、恐れはたちまち消えてしまう。

そしたら、目的をいつも念頭において、それに相応しい細目を用いていきさえすれば良い

のである。  
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第２部   社会人性を育てるスカウティング  

 
人    格（性格）  

“国家の繁栄は、軍備の強力よりも、その国民の公民としての人格（性格）の結集によ

る事のほうが多い。”  
“人間にとって、生きがいのある生涯を送る為には、学識よりも人格（性格）のほうが

ずっと肝心である”  
（訳者註・原書ではＣharacter 訳語の人格と言う言葉は、人の性格、品格、人となり、人
柄などの意味を持つ）  
  それゆえ、人格（性格）は、一国にとっても一個人にとっても、一番の価値を持つもの
である。しかし、もし人格（性格）が人の生涯を形づくるものであるとすれば、その人が

社会に踏み出す前に、また少年で物事を受け容れやすいうちに、人格（性格）は養われる

べきである。少年の中に人格（性格）をねじ込む事はできない。人格（性格）の胚芽は始

めから子供の中に存在しているのであるから、それを引き出し、伸ばしてやる必要がある。

では、それを如何にして行うか？  
  ごく一般的に言うと、人格（性格）は環境もしくは周囲の情況から成長するものである。
ここに、双生児でも良い、二人の子供を取り上げてみよう。この二人に、学校では同じ課

目を教える。しかし学校外の環境は遊び仲間も家庭も、まったく違ったものを与える。一

人は慈しみ深く子供を励ましてやるような母親の元に、身奇麗な率直な遊び友達と交わり、

世の中のきまりその他に従っていくので彼の面目も信頼されている。一方もう一人の子供

は、だらしない家庭で、口汚い、手癖の悪い、不平不満の仲間の中へ放任してみよう。こ

の子供はその双生児の兄と同じだけの人格（性格）を養う事が出来るだろうか？  
  幾千幾万の少年達が、人格（性格）の欠けた人間になるに任せて日毎にすさんでいき、
無益のやくざ者となり、彼ら自身の不幸であるばかりか、その国の苦悩と危険をこらせて

いる。  
  彼らの生涯の も感受しやすい時期に、適当な環境が与えられさえすれば彼らは救われ

るはずである。また他に、それほどに下層に属している訳ではないが（やくざの者は社会

のあらゆる階層にある者だから）、適当な年頃に人格（性格）を養い育てる様に向けさえす

れば、もっと良い人間となり、国のためにも有用な、自分でも満足するような人間になれ

る少年達が幾千幾万とあるのである。  
  そこで、この点にボーイスカウト訓練の も重要な―教育という目的がある訳だ―しか

し、教育といっても、諸君よろしいか、指示する事ではないのですよ、教育、つまり少年

達が自分から望んで、人格（性格）を養成するに相応しい物事を、自分達で学ぼうとする

様に引っ張っていってやる事である。  
 
なぜ１隊３２名を超えてはならぬか  
１隊の人数はどちらかと言えば３２名を超えてはいけない。私がこの人数は進める訳は、

私自身で少年を訓練するに当たって、私の手に負えるのは―一人一人の性格は理解し引っ

張り出してやれるのは―せいぜい１６名ぐらいだと言う事が判った。それで他の人なら私
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の２倍は能力があると思うので、合計３２名間でという訳である。  
  ６０名あるいは１００名もの立派な隊を持っているという人が良くある。またその指導
者達は少数のグループと同じによく訓練されていると言う。私は感嘆の言葉を発する（こ

の“感嘆”ad-miration と言う言葉を定義どおりに解釈すると“驚嘆”と言う意味になる。）
そして彼等のいう事を私は信用しない。  
  “なぜ一人一人の訓練を気にかけるのですか？”と彼らは聞く。それは教育する為の唯
一の方法だからである。少年が何人いようとも、一時千人であっても、大きな声と興味を

引く考え方さえあれば、指図し伝授する事は出来る。しかし、それは訓育ではない―教育

ではない。  
  教育とは、人格（性格）の養成と人間の育成が計算に入った物の事である。  
  自身を完成しようとする為の刺激剤は、それが適当に徐々に注入されると、本人の気質
や気力に も適した方向に活発な努力を払わせる物である。  
  １団の少年達に向かって、スカウトの「おきて」を説教して聞かせたり命令したりする
事は少しも役に立ちはしない。彼らは「おきて」を自分なりに解釈し実行したいと言う野

心に燃えているのである。  
  ここで隊長の人格（性格）と能力が物を言う事になる。それで、この人格（性格）を作
り上げるに必要な幾つかの内容を、道徳的、精神的の両方から考察し、次いで少年達がス

カウト活動を通じてこれらを自分から養って行く様にさせるには、隊長は如何したら良い

か、考えてみる事にしよう。  

 
  規律訓練  
  繁栄への道を行くべき国家は規律正しくなければならないが、国民全体の規律は個々の
人間の規律によってのみ得られる。私が言う規律とは、権威（訳者註・権威  authority は
法律、国家、政府、司法権など、ひいては正しい権限を与えられている個人、委員会、理

事会などをもさす）やその他の義務の命ずるところに対する従順と言う事である。  
  これは抑圧的な方法では達せられないけれども、まず自己の規律、それから他人の為に
自我や自分中心の楽しみを犠牲にすることを教育したり、励ましたりする事によってなし

うる。これを教えるのは、実際の手本により、子供に責任を負わせる事により、また彼を

高度に信頼しているのだと言う事をわからせる事によって、大きな効果を上げる事が出来

る。責任は、班員の間に起こる事柄について班長に責任を持たせる班制を通じて、大体の

訓練が出来る。  
  １５９６年の昔、ヘンリー・ナイヴェット卿は、エリザベス女王に向かって、青少年の
訓練と規律をおろそかにする国は、海陸の兵隊を堕落させるばかりでなく、社会生活にお

いても同じ堕落した国民をつくると言う、はるかに大きな災いを招く物である、と進言し

たが卿の言葉どおりを引用すると次の通りであった―“まことの規律を欠くにおいては、

君と国と両方の物なる御代も富も、施すべくもなく一朝にして滅ぶべし。”悪い癖のある子

を罰しからといって規律が良くなるものではなく、その子の注意をひいて、次第に前の悪

い方を忘れ、止めてしまう様な、もっと良い事を、代わりにさせる様にすれば良い。  
  隊長は規律については、小さな事に至るまで厳格にしかもたちどころに従う様に強調す
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べきである。少年達が馬鹿騒ぎをするのは隊長が許した時に限ると良い―もっとも此れは

度々有っても良い事だが。  
  名誉の観念  
  スカウトの「おきて」はスカウト訓練の全体が根を置く基礎である。その他色々の項目
を十分に説明し、毎日の生活にいかに応用するかを実際的でわかりよい実例をもって、少

年達にのみ込めるようにしなければならない。  
  実地の手本に勝る教え方はない。隊長が自らその全ての行動において、明らかにスカウ
トの「おきて」を実行するならば、少年達はその模範にたちまち従うであろう。  
  もし隊長が自分のスカウト達と同じスカウトの「ちかい」を誓うならば、彼の示す手本
は一層の力を持つ事になる。  
  第 1 のおきて、すなわち、“スカウトの名誉は信頼させる事である（スカウトは信頼さ
れる）”これにスカウトの将来の行為と規律の全体がかかっている。スカウトは真正直であ

ってほしい。であるから、スカウトが“スカウトのちかい”を立てるより先に、この点を

初に隊長からよく説明して置くべきである。  
  スカウトの入隊式はわざわざ儀式の様にするが、その訳は小さいながら厳粛壮観に行わ
れる儀式は深い印象を与える物で、入隊と言う事を非常に重要に考えれば、できる限り印

象深い物であるのが当然である。次にスカウトが「おきて」についての知識を定期的に復

習することが非常に大切である。少年達は忘れっぽい者であるが、スカウトの「おきて」

を実行しますと厳かな約束をした少年が如何なる場合にも、その「おきて」が何であるか

をいえないという事は絶対に許されない。  
  いったんスカウトが自分の名誉とは何であるかを了解し、入隊式によって彼の名誉にか
けて隊員となったら、隊長は彼を信頼するべき人物だと思っているのだという事を、隊長

は行動をもって示さなければいけない。臨時でも常任でも良いから何かの役目をつけて、

彼がそれを忠実に実行して行く者と期待するが良い。役目をどの様にやっているかと、詮

索してはならない。自分の思い通りにやらせて、場合によっては苦境に落ち込ませてみる

が良い。それにしても如何なる場合でもかまわずに置いて、その子が自分の 善を尽して

いるのだと信じてやるが良い。信頼こそが我々の道徳訓練の基礎となるべき者である。  
  責任を負わせると言う事は、少年の扱いに成功する秘訣である。班制の目的は、出来る
限り多くの少年達に彼等の人格を育成する意味で、本物の責任を与えようという事なので

ある。もし隊長が班長に本当の権威を与え、彼に多くの期待をかけて、任務の遂行を任せ

るならば、彼の人格発展の為に、如何ほどの学校教育がなし得るよりも多くの貢献をする

ことになるのである。  

 
自立心  

  1 級スカウトにならなければ、スカウト訓練のほんとうの意味を身につけたことになら
ない。１級スカウトになるための進級テストは、そこまで基準ができたことを証拠だてた

少年はりっぱな男らしい社会人になっていくための初歩の原理を習得したのである、との

考えに基づいて規定されているのである。  
  もはや自分は初級ではなく、責任があり、物事をやっていくだけの力がある一個の人間
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として信頼されているのだと自覚するにつれ、少年は自主的になってくる。希望と野心に

目ざめてくる。  
  前よりも有能な人間になったと感ぜざるを得なくなり、したがって自信を持つはずであ
り、その自信は人生の戦いにおいて何かの時には希望と勇気を与えて、成功するまでやり

遂げさせるように励ますであろう。  
  救急、防火、あるいは荷車ひき、架橋などは、手早さや思いつきの用い方の訓練に役立
つが、それは他の少年たちと協力して働きながらも自分の部署に対して責任を持つわけだ

からである。  
  水泳も、一つの特技を身につけ、人命を救助する力を得るという点や、呼吸器や四肢の
発育の点で、精神的、道徳的、身体的に―教育的な価値を持っている。  
  私が南阿警察隊の訓練をしていたころ、隊員たちに自分の知能を使いこなして寝食の方
途を得ることを教えるために、 2 人ずつ組にして２００マイル、３００マイルの長途騎乗
に出してやったものである。  
  しかし、 1 人やや鈍いのがいたので、それには頼りにする連れもなしに自分で方法を工
夫し自分と馬と両方の食糧を工面するように、ただ 1 人で出かけさせ、だれの助けもなし
で自分の行程の報告を作られることにした。これは自主心と知能の訓練のために 良の方

法であったので、この方式を私はスカウト訓練に当たる隊員たちに確信をもって勧めるこ

とができる。  
  少年たちに望ましい品性を仕込むには、あらゆる学校というものに立ちまさってキャン
プが 上の場所である。環境は健全、少年たちは意気昂然と熱心になり、人生の興味深い

ものにとりまかれ、また隊長はキャンプにいる間は朝から晩まで、絶え間なく少年たちを

手がけていられる。キャンプでは、隊長は少年ひとりひとりを観察して、その個性を知る

もよい機会が与えられ、したがって少年たちを伸ばしてやるために必要な方法を講じる

ことができるし、いっぽう、少年たちは、理解ある隊長の愉快な心やりあう指導によって、

規律、思いつき、器用さ、自主心、工作、森林知識、ボート操作、チーム精神、自然勉強、

その他多くのことを吸収することができる。キャンプのその生活の間に起こる人格形成に

役立ついろいろのものを、彼らは、自分たち自身でつかんでいく。キャンプ生活の 1 週間
は、集会室で理論を教えられる（これも価値はあろうけれど） 6 ヶ月に匹敵する。  
  であるから、キャンプのことをあまり経験していない隊長たちは、いろいろの方面から
キャンプというものを研究し学ぶべきだということを強調しておく。  
 
  識見の発展―敬虔   （うやまいつつしむ、神仏をうやまう）  
  識見の発展は神への尊敬―“敬虔”と言う言葉が も適当であろう―から自然に始まる。 
  神に対する敬虔、他人に対する敬虔、神と僕としての自分自身に対する敬虔、此れが宗
教心の全てのあり方の根底である。神に対する敬虔の表し方は、教派や宗派によって違う。    
子どもがどの教派または宗派に属するかは、概して両親の希望に従うことになっている。 

（訳者註：外国の中には一般家庭で宗教意識ないしは宗派観念のはっきりしているところ

が多い。）決めるのは親たちである。我々の仕事は、親たちの希望を尊重し、それがいかな

る宗教であろうと親たちがその子に敬虔の心を教えこもうとする努力を補助することであ
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る。  
  我々スカウト運動での宗教教育には、あまり多くの種類の宗派があるために、多くの困
難があるに違いないから、神に対する勤めの細かい点は、地元の当局者に大部分任せなけ

ればならない。しかし、人間について成すべきことを、何かれと示すのは他人への奉仕の

ことはたいていの宗教に言われていることだから、すこしも問題ない。  
  次にあげるのは、スカウト運動が宗教に関してとるべき態度で、我々の会議において各
宗派の首脳者たちの賛成を得たものである―。  
 
 （ａ）  “すべてのスカウトはいずれかの宗派に帰依し、それぞれの礼拝に出席する  

ことが望ましい。“  
 （ｂ）  “ある１隊がある１つの宗教宗派の信者のみによって結成されている場合、  
          隊長は牧師あるいはその他その宗教の教職者と相談のうえ、その宗派の儀式、  
          しきたり、その他について自分が良いと考える様に取り決めてもらいたい。“  
 （ｃ）  “各種の宗教のスカウト達によって構成されている隊では、各自の宗教の礼拝に

出席することを奨励すべきであり、キャンプにおいては日毎の祈祷や週毎の礼

拝行事は極めて簡単なものにし、其れへの出席は随時とすべきである。”  
  隊長が上記の表示に従いさえすれば、処置を誤るような事はないはずである。  
  敬虔のことを教え込む方法は１つならず数多くあると私は確信する。如何したらよいは、 
其れが“手に負えぬ子”であろうと、“甘ったれのおかさん子”であろうと、その子供の個  
性や境遇に応じなければならない。ある１人に適した訓練が別の１人には大した効果を持  
たない事もある。隊長にせよ牧師にせよ、指導者のほうで適当な方法を選ぶ事である。  
	 宗教とは“教えられるもの”ものでなく、ただ“捉えられる”ものである。日曜日用  
（訳者註・教会用やお寺参りよう）によそ行きを着るような、外側を包む飾ではない。少

年の人格の真実の一部であり、魂資の発展であって、剥ぎ取れるような虚飾ではない。人

間性の問題、内なる信念の問題であって、教授する問題ではないである。数千の青少年を

手がけてきた私自身のかなり広い経験から言うと、私は彼らの行動の大部分は決して宗教

的信念によって導かれていない、という結論に達している。  
	 これは多分に、少年の宗教的教育に当たって教育でなく教授が行われたからであろう。

その結果は、なるほどバイブル・クラスや日曜学校の優秀生徒はその概念を良くつかんで

はいる。しかし、定義に熟達したため、彼らは教えの真の精神を見逃し、視野の狭い熱狂

信者となる一方、他の大多数の者は少しも熱心にならず、バイブル・クラスや日曜学校を

辞めるとすぐ無関心不信仰になってしまって、人生の重大な時期―１６歳から２４歳位の

時に際して彼らは支える手がない、と言うことに成るのである。  
	 だれでもが宗教上の良い指導者になれる訳ではないし、大熱心者が大失敗者な事もよく

ある。しかも自分で気づかないで。  
	 幸い、我々の隊長達の中にこの点で立派な資格を備えた人達が多くあるが、また中には

この点について自信のない人もあるに違いない。こう言う人達は、自分の隊の為に宜しく

聖職者かこの道の経験者の助けを得るべきである。しかし、実行の面では、丁度宗教専門

家がキャンプやクラブで隊の少年達に、学校で理論的に学んだことの実際上の応用を教え
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て、隊長を応援してくれる様に、隊長がその宗教家を助けることは、あらゆる場合に大い

にあるはずである。  
	 宗教的な隊で大抵隊付の聖職者があるから、隊長は宗教的訓育のあらゆる問題について

はその人と相談すべきである。宗教的訓育を目的として、“スカウツ・オウン”（Scouts` 
Own）と言う礼拝式又はクラスを開いてもよい。これは神を礼拝し、スカウトの「おきて」
と「ちかい」を一層深く認識する為の、スカウトの集いのことであるが、正規の宗教儀式

を代行する物でなく、あくまでも補助として行うのである。しかし、大多数の隊は、各自

の家庭によって宗教の異なる少年達が集まった、各宗教混合の隊である。この場合は、少

年達を各自の宗教の牧師な僧侶なりの所にやって、それぞれの宗派の宗教訓育を受けさせ

なければ成らない。  
	 貧困その他不遇の人達の多い地域の隊にほとんど何も宗教を持たない子供ばかりで、そ

の親達もこの点で助けにならない。従ってこう言う場合には、小さい時から宗教的によく

育てられてきた子供達とは違った扱い方や訓育方法が必要である。  
	 この点でもまたスカウティングは教職者に対して大いに助けとなるもので、すでに非常

に良い成果を示してきている。  
	 スカウティングは次の様な方法によってそういう助けになり得る。  
 
	 （ａ）隊長個人が示す手本  
	 （ｂ）自然研究  
	 （ｃ）善	 行  
	 （ｄ）年長スカウト組織  
 
	 （ａ）隊長の手本―少年達の目には大人が口にすることよりもすることの方が疑いも

なくずっと重大に映る物である。それゆえ、隊長は正しい動機によって正しいことを行い、

そうすることを見せびらかすのでは無いけれども少年達に示すようにする、という重大な

責任を荷っている。ここで、兄としての態度が教師のような態度よりもずっと大きな力を

持ってものを言うことになるのである。  
 
	 （ｂ）自然研究―自然観察の中に多くの説教を聞くことが出来る。例えば鳥の生態であ

るが、同じ種類の鳥は例え１万マイルへだった場所のでも羽毛の並び方は同じで、その移

住、巣ごもり、卵の色、ひな鳥の育ち方、母鳥のはぐくみ方、食餌、飛翔方など―これら

全てが人間の力によらず、造物主（神）の定めたところに従って行われている―と言うこ

とは少年達にとって 良の説教ではないか。  
	 季節に従って咲く花々、あらゆる種類の植物、その発芽や樹皮、色々の動物とその習慣

や種類、さては宇宙にそれぞれ定められた場所と整然たる運行に従う日月星辰―これらは

無限無窮についての、また造物主の広大な計画とその中にあって人間がいとも小さい物で

ある事に付いての、 初の概念を全ての者に与えてくれる。これらは全て少年達を魅力す

る力を持ち、彼らの探究心と観察力を夢中に成らせるほどに刺激し、もし誰かが糸口を付

けてやりさえすれば、この不思議の世界での神の業を少年達が直に知ることが出来る様に
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してやれる。私が不思議でならないのは、如何して教師達がこの容易で確かな教育の方法

を無視して、活発で元気一杯の子供に高尚なことについて考えさせる第一歩として、聖書

の詰め込みをしょうと苦労するのだろうかと言うことである。  
 
	 （ｃ）善 	 行―隊長の方からほんの少しばかり励ましを与えてやりさえすれば、毎日の

善行は少年達の間ですぐ流行のようになる物で、これは理屈だけでない本当のクリスチャ

ン（訳者註・ここではキリスト教の場合を言っているが、いずれの宗教でも真の宗教信仰

者という意味にとれば良い）に育てる為に大変良い手段である。子供いとう者は、実行の

仕方が判りさえすれば、よい事をしたいのは生まれつきの本能であるから、この日々の善

行と言うことはその本能を満たし、発展させ、そうしている間に他人に対する慈善の心を

持つようにさせる。このように善に対する自分の意志を表現することは、神の教えを受身

で会得するよりも、ずっと効果的で、少年にとって無理がなく、またスカウトのやり方と

してずっと適切である。  
 
	 （ｄ）年長スカウト組織―読み、書き、そろばんの基礎課程を受け始めたかと思うと、

やがて一般の少年は善良な働き人として、人生を踏み出す準備が出来たのとして世の中に

送り出される。学校を卒業してかも、自分で行きたかったり、又は一日の勤務のあとで通

学することを親が希望したりすれば、立派な技術学校や補習学校があって、そこへ行くこ

とが出来る。優秀な少年達はこう言う学校に入って磨きをかける。しかし、その中で普通

の少年達や悪い子供達はどうなっているのだろうか？彼らは足を踏み外すままに任されて

いる―今までの学業をさらに補修し、完了することが も必要な時期に、これからの一生

がどうなるか身体的にも精神的にもまた道義心においても転換期である大切な時期に、で

ある。スカウト運動が少年達の為に大いに貢献し得るのはこのころであって、この事のた

めにこそ年長スカウトを組織して、少年達を引き止めて置き、連絡を保ち、善に進むか悪

に反れるかの岐路に立つ人生のこの時期に立つ彼らを、スカウト運動の 高の理想をもっ

て鼓舞しようと言う訳である。  
 
	 自 	 尊  
	 少年達が涵養すべき尊敬敬虔と言うことを語るにつけ、自分自身に対する敬虔、つまり

高の形での自尊という重大なことを見落としてはならない。  
	 これもまた手ほどきの段階としては自然研究によって教えられる。植物、鳥類、貝類の

解剖など、造物主の不思議な技の１つとして見ることが出来る。次いで同じ見方で自分の

身体を調べさせると良い。骨格、皮膚、筋肉、神経、腱、血液の循環、呼吸、脳髄運動、

支配、これらの全てが、細かい部分に至るまで、幾億万の人間一様に同じでありながら、

二人として顔も指紋も同じ物は無いのである。この不思議な人間の身体が神の手によって

作られ、神の宿り場所として大切にし、成長させて行くために自分に与えられたのだと言

うことを少年に考えさせると良い。そしてこの身体は正義の観念、即ち高い道義心によっ

て導かれれば、よい働きと勇敢な行為をすることの出来る身体なのだと言うことを。  
	 このようにして自らを尊ぶ心が生まれてくるのである。  
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	 これは言うまでも無く多くの言葉を費やして説教し、その結果が現れるのをただ待って

いると言うのではいけない。その子供を相手にすることの全てに含ませ、期待を持って掛

らなければならない。特に、少年に責任を負わせてやること、自分の能力の及ぶ限りの

善をつくして義務を行いぬく尊敬すべき人間として信頼してやること、また図に乗らせな

いようにしながらも尊重と思いやりをもって扱ってやること、などによって自尊心を助長

することが出来る。  
 
	 忠 	 誠  
	 神と人に対する敬虔に与えて、祖国に対する忠誠は特に重要である。  
	 祖国に対する忠誠心は、国民の別々の考え方に均衡を与え、妥当な見解を持たせる為に、

高の価値を持つものである。国旗に対する敬礼、国歌奏楽歌唱の時の起立、その他色々

な外面的表現も、忠誠心を助長するに役立つけれど、このような表現の元となるべき真の

精神を養うことがまず肝心である。  
	 少年としては、自らに忠誠―つまり自分の良心に対して忠誠―であることが自己認識へ

の大きな一歩となる。他人に対する忠誠は、言葉よりも自ら表現し行動する事によって明

らかにされる。他人への奉仕と自己犠牲には、一朝外敵の侵略に対して祖国を守る必要が

起こった時には祖国の為に赴くという覚悟が含まれているのは当然である。これは国民一

人一人の義務なのである。といって乱暴な喧嘩好きの精神を養おうと言うのでもなければ、

兵役や戦争の為に訓練しておこうと言う意味でもない。そういうことは、少年が自分で物

事の判断を下せる年輩に成るまでは心を煩わす必要は無い。  
 

健  康  と  力  
  生涯を築き、人生を楽しむうえにね良い健康と身体の強さは計り知れぬ価値を持ってい
る。判り切った事である。教育の方からいうと“本を勉強する”ことよりも価値があり“人

格”とほとんど同じに大切だとみてよい。我々スカウト運動では、有用な社会人となるに

欠くことのできない健康と衛生についての訓練を、何ほどかの少年達に与える点で大いに

つくす事が出来る。  
  我々の任務は少年達に運動に関心を持たせ、同時に、体を痛めずに激しい運動が出来る
様になるまでには、まず健康な身体を作り上げなければならないのだと言う事を教えてや

る事である。健康な身体は、適当で淡白な食事、清潔に関する衛生上の注意、鼻で呼吸す

ること、休息、衣服、規則正しい習慣、自制などといった事で得られる。しかし、自分達

は病気にかかりやすいのかと思うなど、少年達を内向的にしてはいけない、その代わり、

健康を鍛える事を目的としてスポーツの出来る身体を持たせなければいけない。  
  毎週の隊集会でわずか３０分ばかりというのでは、正式の体育をする事は到底不可能で
あるけれど、それでも我々は、自分の健康には自分で責任を持つこと―即ち健康を如何に

得るか、如何に保つかを少年に教える事は出来るし、自分勝手の時間に実行しさえすれば

身体を強くするのに役立つような運動の仕方を教えてやる事も出来る。また、色々な戸外

の運動やゲームをただ楽しみのためばかりでなく、自分の一生を通じて健全に、強く、丈

夫にするに役に立つのだという事で、それに関心を持たせることも出来る。  
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  肉体の健康は神経や精神の健康にも関係がある。ここで我々の言う訓練は肉体の訓練と
合い結ぶ訳である。  
 
  強健であれ！  
  理屈にかなった注意と理解をもってすれば健康で働ける人間になれるのに、そうしない
為に不健康でいる人の数はかなり多いという統計が出ている。学童の健康に関する報告に

よると、５人に１人の割合で成人してからの活動を妨げられるような欠陥を持っていると

いうことであるが―それらの欠陥とは、いいですか諸君、予防する事が出来たはずのもの

である。  
  これらの統計報告は多分挑戦的であり、同時に不足している者と救済の手を打つべき事
とを示唆している。すなわち、我々が手遅れに成らぬうちに手をうてば、年々幾千万の少

年達を、惨めな半人並の生活を引きずっていく代わりに強健な有用な人間にしてやること

が出来るというのである。これは個々の人間としてばかりではない、国家的にも重大な問

題である。ごく一般的な立場から若い世代のための体育の向上について論じられているが、 
この方向に向かって我々の仕事の道は大いに開かれている。  
  しかし、私は、こういう世論の声によって、誤った方向に引きずられていけないという
ことは、隊長諸君に警告を発しておきたい。  
  人格と肉体的な健康の二つが如何に、また、何故に我々スカウティングの主要な目的で
あるか、又この二つの為に我々が如何なる手段を尽すかは、すでにご承知の通りである。  
  しかし、肉体的の健康は必ずしも肉体の激しい操練によって得られるものでない事を念
頭においていただきたい。軍隊の教練は周到に考案された者で軍隊の目的の為には立派な

ものである。成人男子の発達した筋肉組織に適し、この激しい訓練の元に兵隊達は健康を

非常に増進する。しかし、自然には得られないような物を補充しようとの考えから工夫さ

れているので、無理な事が良くある。  
  神は決して肉体の“飛躍”を案出されなかった。ズールー族（訳者註・南阿の一派の土
人）の戦士達は、戦士として素晴らしいものだが、スエーデン体操などした事もない。普

通の少年でも、フットボールをし、その間にトレーニングの運動をして健康を保っていた

少年なら、引き続き健康を増進する為に激しい操練を必要としない。  
  戸外のゲーム、ハイキングとキャンピング、健康的な食事、これに適当な休息が加われ
ば、自然な、無理のないやり方で少年達を健康に強くしてやる事が出来るのである。  
  此れに不賛成な物は誰一人有るまい。まことに簡単な理論である。けれど、実行となる
幾つかの困難を解決しなければならない事を発見する。都会の、あるいは終日工場で働い

ている少年などが、広い野外に出てゲームをする事は難しい。野天で働くものや山村の少

年は戸外で暮らす事が多いから、当然その機会に恵まれている。それでも彼らは如何にゲ

ームを楽しむか、時としてはちゃんとした走り方も知らない。ちゃんとした走り方のでき

る少年がどんなに少ないか、其れはまったく驚くばかりである。  
  自然な、楽々とした軽い歩き方は、ランニングの練習によってのみ体得できる。この練
習をしないとかわいそうに少年は、無作法者ののろまな重いドタドタ歩きか、都会者のセ

カセカした引きずり歩きかになってしまう（それに、人間の歩きぶりになんとその人柄が
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表される事か！）  

 
  編成されたゲーム  
  スカウティングの目的の一つは、少年の健康と力を増進し、その人格を養うに役立つよ
うな、チーム行なうゲームや活動をさせる事である。これらのゲームは面白く、競争的で

あるべきで、これによって勇気の本質、ルールに従う事、規律、自制、鋭敏さ、不屈さ、

指導性、自分本位でないチーム精神などを仕込む事が出来る。   
  こういうゲームや練習の例をあげると、はしご、ロープ、木、岩などに登ること、肋木
や平均台、二股の木の枝をわたして飛び越えるハードル競争、視力を強くする、投球と捕

球、ボクシング、相撲、水泳、ハイキング、縄跳び、片足組打ち、リレーレース、闘鶏あ

そび、フォークダンス動作入り歌や船歌を歌う事、その他。こういうゲームやその他多く

の活動が手始めとなって班対抗の色々のプログラムが計画出来るが、想像力に富む隊長な

ら、これらを順次応用して、必要な体力増進を図る事が出来る筈である。  
  このような活発なスカウトのゲームは、私の考えでは、体育の もいいあり方だと思う

が、その訳は、これらの大部分は道徳教育にも役立つ上に、費用もかからないし、整備さ

れた運動場や器具などが無くても出来るからである。  
  ゲームや競技は、スカウト全部が参加できる様に、及ぶ限りの手配をする事が必要であ
る、というのは、我々は 1 人や２人の丈夫な者だけが活躍して、後の者にはする事がない
などということは望まないからである。皆が練習し、皆が大体うまくなるべきである。班

がそのままチームに成るのだからゲームは主としてチーム試合になる様に手配すべきであ

る。優勝戦まで行くものが相当あるような競技では、決戦は勝者達にさせる一般の方法を

とらず、敗者達でさせ、どのチームが 優秀かと言うより、どのチームが も悪いかと言

う事を見つけるのをゲームの建前とする。上手なもの達はどうしても賞を取ろうとして

劣等にならないように、どうせ一生懸命に努める者で、前述した様な競技の方法だと劣等

の者に大いに練習をさせる事になる。  
  スカウトにあって我々はどんな子供にでも―都会であろうと山村であろうと―色々のゲ
ームを遊ぶには如何したらよいか、そして生活を楽しみ、同時に心も体も強く出来るか、

教えてやる事が出来るのである。  
 
  体   操  
  ゲームをするよい機会が得られなかったり、たびたびする事が出来ない場合に、体操は
身体の発育の為の集約的な方法であり、ゲームと平行してよいものあるが、次のことに注

意しなければならない。  
１．体操を全然教練の様にしてはいけない。其れより少年各自が良く理解して、自分の

為に成るのだからというので自分から進んでやりたいと思う様なものにする事。  
 
２．体操を教える物は、解剖学について多少の知識を持ち、多くの教練的動作が少年の

未熟な身体に及ぼす害について知っている事。Scouting For Boys に掲げておいた６種
類の体操なら、解剖学その他の専門家でない隊長でも、危険の心配なく、教えられる。  
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（この体操は、正しい動作と呼吸の仕方を覚え込んだら、自分の家で暇な時にスカウト

各自にやらせるべきで、隊集会の常例の１つにすべきではない。）  
少年達が普段に身体と四肢の運動をし、難しい動作をもやりこなせる様になるまで勇気

と忍耐をもって練習することに、興味を持つようにする為には、我々はあらゆる手を尽さ

なければならない。  
例えば“走り高跳び”、“三段跳び”、“土壌運び”といた様な簡単な運動について各隊で

一定の基準を作って置き、スカウト各自が自分の自力を高め、前より高い基準に達しよう

と試みる事が出来るようにするのは結構な仕組みである。  
次に、チームのユニフォームのような物があると、少年達にとって１つの魅力に成るし、  

運動方面でのエスプリ・ド・コール（団体精神）を向上させる事にもなり、ひいては運動

の前後に衣服を取り替え、身体や手足を拭く事―洗う事―清潔と言う事を奨励する事にな

る。  
“如何にして健康を保つか”はやがて運動をする少年が自ら強い関心を持つ問題となり、

自分自身気をつける事、栄養価、衛生、自制、禁酒、その他色々の尊い教訓を受け容れる

土台となる。  

 
  戸   外  
  キャンプ生活―牡牛を強くするには酸素を―私はかつてあるスカウト隊がその集会
所で実に見事な教練をやったのを見た事がある。  
  それは壮快で立派な物だったが、ああ何たる事か、空気はそうでなかった！ごく控え目
にいっても“鼻でやっと息が出来る”様であった。通気が全く無いのである。少年達は機

関車の様に活躍していたけれど、実際は血行を良くする変わりに毒気を吸い込んで、せっ

かくの活動を台無しにしているのだった。  
  運動をして効果を上げるその半分は新鮮な空気のおかげで、空気は鼻を通じてと同様、
都合よくも皮膚からも吸い込まれる。  
  まったく―戸外こそ成功の秘訣である。スカウティングはその為にこそ―出来る限り戸
外生活の習慣をつける為にこそ、存在するのである。  
  あるおきな都会の隊長に、土曜日のハイクをどんな風にやっているか、公園へでも行く
のか、郊外へ出かけるのか、と聞いた事があった。彼は、そのどれもしないと答えた。  
なぜ？  隊員達が望まないから。少年達は土曜日の午後に成ると集会室に来ていたいのだと
言う！  かわいそうな奴ら、隊集会室にくるほうが好きだと言うのももっともな話。彼等は
室内にいる事に馴らされている。しかし、こんなことをスカウトにさせまいというのが我々

の仕事で―我々の目的は彼らの室内から連れ出して戸外生活を好きにならせようというの

である。  
  小アレキサンドル・デューマ（註・“三銃士”や“モンタクリスト伯爵”を書いたデュー
マの息子、“椿姫”で有名なフランスの小説家）がこんな事を書いている。  
  “もし私がフランス国王であったら、１２歳以下の子供は誰でも都会へこさせない事に
しよう。１２歳になるまでは野外で、日の光を浴び、野で、森で、犬や馬を友にして、身

体を強くし、理解の為の知恵を授けてくれ、魂に歌を与え、世界中の教科書を集めたより
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ももっと教育の為に役立つ好奇心というものを掻き立ててくれる大自然と、顔つき合わせ

て生活させる事にしよう。子供達は夜の沈黙と同じくその物音も解かる様になるだろうし、

神ご自身がその日ごとの業に示される輝かしい光景の中に敬示したまう、という 高の宗

教を持つであろう。こうして１２歳になったあかつきには、強健で、高尚な心と深い理解

をもって、その時にこそ彼らに与えても良い組織的な教育を受けるだけの能力を備え、し

かもその教育を４年か５年かでやすやすと卒業できるに違いない。フランスにとっては幸

だったろうか、子供達にとっては不幸にも我は国王ではなかった。私にできる事と言えば、

こういう忠告をし、 1 つの方法を提案するだけである。その方法とは、子供の生涯の第一
歩として、まず体育をせよ、である。”  
  スカウトにあっては特に、もし我々国有の長所を守ろうとするなら、どうしてもこの方
向にしっかり向かわなければ成らない。  
  戸外生活はスカウティングの真の目的であり、成功の鍵である。しかしあまりにも都市
生活がしみ込んでいるので、我々はこの目的を軽視し、形式に戻りがちである。  
  我々はクラブではない―日曜学校でもない―我々は森の教場である。我々は、身体のた
めであることを問わず、スカウトと隊長の健康の為に、もっと戸外へ出て行かねばならな

い。  
  キャンプはスカウティングで少年達が一番待望する事で、隊長にとって絶好の機会であ
る。  
  野外生活と大自然の味わいにより、即席の料理法、山野を駆け回ってのゲーム、追跡、
道探し、開拓、少々の苦労、キャンプ・ファイヤーを囲んで歌を歌う事などにより、キャ

ンプは間違いなく必ずどの少年の心をも捉える。  
  我々は空地、スカウト達が自由にいける様な我々自身の土地、できることならキャンプ
用にずっと使える土地が欲しい。スカウト運動が発展するにつれて、スカウティングの各

中心地ではこの様なキャンプ地を当然の設備としてもつ様にするべきである。  
  以上のような大きな目的に貢献するほか、常設のキャンプ地にはもう 1 つ役に立つ事が
ある。指導者達の訓練場として、キャンプ工作や自然研究の勉強をし、何者にも増して野

外生活の精神―森林生活における兄弟精神を感得する場所とすることが出来る。  
  今まで何年かの間にこういうキャンプ地が手に入り、スカウターの為の訓練場として、
スカウトの為のキャンプ場として使われている。この様な常設キャンプ地はキャンプ生活

についてその価値をよく証明してきているが、都市の周辺にある土地が建物の建築用地と

して、誰かにみな買い取られてしまわない内に、我々はキャンプ地として ももっと欲し

いのだ。  
  私は“キャンプ生活”と言う言葉を用いた。“キャンプ生活”は“テントの中で暮らす”
こととは違うのだと言う事を、しっかりと念頭においていただきたい。  
  少し前の事、私はある模範的な学校キャンプを見せられたが、そこではきちんと張った
テントが幾列もズラリと整列し、大きな立派な食堂テントや、設備の整った料理人たちの

一廓もあった。レンガを敷き詰めた小路もあれば、木造建の浴場も便所もあった。すべて

良く設計され、建築屋に建てさせたのである。このキャンプを開設した人はただある金額

を払っただけで、このすべてが出来上がった。まったく簡単でテキパキしたものである。
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私の唯一の不満は、これはキャンピングではないと言う事だった。  
  テントの中で暮らすのとキャンピングとは非常に違った事なのである。いわば、すっか
りお膳立てをしてもらえる群衆の 1 人としてなら、どんな人でもテントの中で暮らすこと
は出来る。しかし、そこで彼のためになったはずのことは、家へ帰ったらそれきりである。  
  スカウティングにおいては、少年達に魅力があり、同時に 1 つの教育ともなる―つまり、
前もってテントをつくったり、食べ物の作り方を習ったりまでして、自分達で設営する―

これが真のキャンピングだということを我々は良く知っている。それから、班ごとに別々

の敷地や選定した一隅にテントを張る事、水や薪のこと、浴場や野外台所や便所やごみ穴

やその他の設備、キャンプ工作の応用、キャンプ用具や家具の製作などが、強い興味と計

り知れぬ訓練とを与える。  
  テント町に大人数の少年を擁する場合は、集団生活を支えていく手段として教練や特別
の指示を行なわざるを得ないが、それに反して数班だけの場合は、キャンプそのものの作

業に相当の時間を取られるが、その他に自然知識や、田舎を駆け回ったりハイクしたり、

森林の中で戸外生活をしている間に心身の健康を増進するなど、間断ない教育の機会が得

られる。  
  私の理想とするキャンプは、誰も彼もが機嫌良く忙しく、班は如何なる情況の元でもい
つもの通りありのままで、班長もスカウトもみんな自分のキャンプと自分の道具を心から

自慢する事が出来るような、こんなキャンプである。  
  小規模のキャンプだと隊長が示す手本によって非常に大きな成果があげられる。君は自
分の隊員に混じって生活している。そして彼らから注目され、知らず知ら模倣され、しか

もおそらく君自身はそれに気が付かないだろう。もし君が怠ければ彼らも怠けるし、もし

君が清潔好きなら彼らもそうなろう。又もし君がキャンプ用の小道具をあれこれ工夫する

のが巧みだと、彼らも競争で小道具発明家になろうと、いうものである。  
  しかし、少年達にさせるべき事に隊長が手を出しすぎてはいけない―“何かやらせたい
時は自分でする”とは良い言葉である。  
  我々は本当に健康で清潔なキャンプを望むばかりでなく、少年達がそこで森林生活者の
生活に出来るだけ近づき、冒険を試みる事が出来る様なキャンプを望むのである。  
 
  水泳・漕艇・信号  
水泳―身体を鍛える為に色々の方法の中で水泳には次のような利点がある。  
    少年達は水泳が好きで、熱心に習いたがる。  
    清潔を好むようになる。  
    泳法を覚えるうちに勇敢になる。  
    熟練するに従って自身を得る。  
    胸部と呼吸器を発達させる。  
    筋肉を発達させる。  
    人命救助の力をつけ、実行の機会を求めるようになる。  
 
漕艇―もまた筋肉を発達させるのに非常に良く、スカウトにとって大きな魅力を持つ。ボ
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ートは水泳の能力が認められた物だけに限定すべきで、そうすると多くの少年達を水泳訓

練のほうにさそう事になる。  
 
信号―信号の訓練は知能的な訓練である一方、何時間も身体を屈折し、腕を動かし、視力

を訓練する事によって良い運動にもなる。しかし、これは何の役にも立たず、目的も無け

れば冒険物語もつかない屋内での信号訓練に墜落しないように、戸外で練習されるべきで

ある。  
 
個人衛生  
清   潔  

  清潔は内外共に健康に取っての第一条件である。  
  入浴が出来ない場合、地の粗いぬれタオルで身体を磨擦することを、少年達の習慣と成
るように教えるのは非常に大切な事である。また食事の前や用便の後で手を洗う習慣も同

様である。隅から隅まで清潔でなければならないと言うことは、“ハエとり”の実行から教

える事が出来るハエ取りはスカウト達に出来る有益な公共奉仕としてばかりでなく、ハエ

の足で運ばれ、しかも人間を害するほどの影響を持つ微妙な病菌について教える事にも成

る。  
   
食   物  

  食物は成長盛りの子供については重大な考慮を払うべき問題であるが、それでも親達の
側がこの問題に関して大いに無知で、したがってその子供達も同様の有様である。隊長が

食物の事について多少心得ている事は、隊員達の精力と健康のために―特にキャンプにお

いては―役に立つ。  
  量に付いていえば、１３歳から１５歳ぐらいまでの子供は大人の量の８割程度が必要で
あるが、気ままにさせて置けば１５割位は大喜びで食べ込むだろう。  

 
  節   制  
  控え目に食べる事は、大人が飲酒を控え目にすべき事とほとんど同じほど、少年に必要
な事である。量においても種類においても、食欲を抑えることは自制のよい修業になる―

種類のいかんを問わず食べ物を詰め込むとなったら、子供達の能力は、一体どこまである

か見抜ける人はまずあるまい。食欲を抑えてやるのは、運動の為に身体を適合させんが為

である。  
  この様に節制は、訓練上精神的にも肉体的にも注意すべき事になる訳である。  
 
  制   欲  
  少年を教育するすべてのことの中で、 も難しく、また も重要な事の 1 つは性衛生で
ある。身体と精神と心、健康と道徳心と人格、これらすべてが性の問題と関連している。

隊長は個々の場合は個々の性質に応じてうまく扱わなければならない。  
  この問題は教育の権威者たちによってもまだ十分な方法が講じられていない。しかしこ
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れは少女に対してまだしも、少年の教育においては見逃がし難い問題である。親達や世間

一般に取り除かなければならない偏見や上品ぶるなどと言う大きな障壁があるが、それに

気をつけて上手に扱う必要がある。もちろん自分の子供達に適当な教えを与えるようにす

るのは、本当は両親の義務なのであるが、彼等の大部分はなにかれと理由をつけてその責

任を回避する。こういう怠慢は犯罪にちかいと言うべきである。  
  アレン・ワォーナー博士は次のように述べている。“こういう教えは悪い習慣を誘うから
と今までに良く心配されてきたが、この心配がもっともだという真実は無い変わり、この

問題について無知が多くの人の、一生を精神的肉体的に破滅させている事は真実が証明し

ている。”  
  まったくその通りで、私は兵隊やその他の青年達の相当広い経験からこの事を証明する
事が出来る。いま、はびこっている表面に現れていない不道徳のはなはだしさは実に重大

である。   
  この問題が少年と大人の間でタブーになっているという真実は寒心すべきで、大方その
結果は誰か他の少年から も邪悪な形で教えられると言う事に成る。“少年の知っておくべ

きこと”という本の中で、フィールド、ジャクソン両博士は次のように述べている、“少年

の性方面での発達は緩慢なものであるから、年少のうちに性的悪習が始まり、しかも絶え

ず行なわれているのは悲しむべき事である。もし”あらかじめ警戒するはあらかじめ備う

るに等し“と言う格言が安全を保証するものなら、思春期の危機は目前に迫っているので

あるから、少年達にどんな事が起こるのか話しておくべきで、けして何も知らぬままで思

春期に至らせてはならない。”  
  結局ここで隊長は大きな分野を持つ。まず始めに隊長は、ある 1 人の少年にこの問題に
ついて隊長から話してやる事をその少年の父親が反対しないかどうか、はっきり確かめて

置くべきである。またその少年を良く知っている人たち―牧師、医者、学校の先生など―

に相談したり、その少年の為に本当の助けになってやれる為には自分自身に十分な経験と

知識と人格が無ければならないのだと認識したりする事も役に立つだろう。  
  そこで隊長はその少年と兄弟のつもりで、かれに忠告してやる他の色々の事柄の中の一
つとして、事務的にこの問題に入っていくのが一番良いだろう。こうした事に今までぶっ

かった事の無い隊長たちにとっては、非常に難しい事のように思われるに違いない。実際

に当たってみると豆のさやを取るように用意である。しかもその価値たるや、どんなに大

きく行っても言い過ぎではない。  
  前置きとして植物や魚類や動物が如何に生殖するかを説明するのはさておき、私個人と
しては、私自身はじめて聞かされたときそうだったように、男の子は誰でも自分から生ま

れてくる次の子供の胚種をめいめいの中で育てているのだよ、と話してやるほうがずっと

良いのだと言う事を私は知っている。その胚種は何代も前から父親から息子へ伝えられて

きているのだと言う事を。彼はそれを神から預かっているのだ。だから結婚して、次の子

供を生む為に自分の妻に渡すまで、大切にするのが勤めである。それを忘れて、とかくす

る内に無くしてしまってはならない。そうさせるような誘惑が色々の方で手を伸ばすだろ

うけれど、しっかりして守らなければいけない。  
  それぞれの少年がそれぞれの時期に、この問題についてそれぞれ違った取り扱いを必要
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とする。第一に隊長が少年の全面的な信頼を得、その子に対して兄としての関係―つまり

両方が心を打ち明けて話し合いの間柄になることが一番大切である。  
  同時に、若い、経験の少ない隊長たちに、私から一言警告しておきたい。隊長の年齢が
少年と近いということは必ずしも有利ではない。ハンディキャップとなることが多く、時

としてまったく危険でさえある。私が以前この問題について書いた事から、隊員個人に対

してこの問題の解明をしてやることは隊長すべての義務であると、私が考えているかのよ

うな印象を一般に与えてしまった。私のつもりは断じてそうではなかった。そんな事をし

たら家族制度の組織全体をメチャメチャにしてしまう。私がしたいと思った事は、この問

題に隊長たちの注意を向け、自分の隊のスカウトが適当な時期に適当な人から指導を受け

るように気をつけてやる様にお願いする。ということである。その適当な人というのは、

多くの場合、父親、牧師、医者などであって―隊長ではない。  
 
  工作と熟練  
  今までもそうであったが、今日でも人的資材の恐るべき労費をしている。これは主とし
て効果的でない訓練をしていることが原因なっている。大多数一般の少年達は、働く事を

好きになるように教えられていない。工作や実務について教えられる時でも､生涯の仕事と

する為にそれらを如何に応用したらよいかを示される事はめったにないし、大望の日を燃

え立たせられる事もない。四角の釘が丸い穴の中に打ち込まれようとする場合が多すぎる。 
  果たしてどこに欠陥があるのか、はっきり言える人は無いけれど、事実そうなのである。
その結果、良い訓練を受けられない少年達は、自然に横道へそれ、ノラクラ者になってし

まう。自分自身としても不幸であるばかりか、国家にとって重荷―時として危険物にさえ

なる。何かちょっとしたできばえでも示す事の出来るような少年達なら、もっと実際的な

方法で訓練を与えれば、彼らの大部分は必ずもっと良くなるはずである。  
  我々は、ボーイスカウトで、今いったような欠陥を補う事が出来る。我々は、 も劣等

な子供にさえ、人生のきっかけと足がかりを―少なくとも希望と工作の腕を身につけさせ

ることによって―与えるように方法を講じる事が出来る。  
  では、どのようにして出来るか？  当然、誰の考えも工作関係の色々の技能章というもの
に向けられるのであろう。我々は“工作”というけれど、実はその工作たるや、我々のテ

ストの基準から言うと、“道楽”（Hobbies）の域をあまり出ていないのである。しかし、
これは容易な初歩から少年達を導いていこうと言う、我々の方針の１つなのであるが、こ

の道楽のように見える工作が、年長スカウトに至ってもっと専門化され、職業訓練となる

のである。同時に道楽は道楽としての価値があるもので、子供達は手先と頭を使い、仕事

をする事の喜びを覚える。ある子供にとってはこれが生涯の道楽となり、ある子供にとっ

ては生涯の職業として技能者となるキッカケに成るかもしれない。いずれにしても、後日

ノラクラ者になると思われない。道楽は悪魔のいたずらに対する１つの解毒剤である。  
  しかし、道楽あるいは言い換えれば工作は、ある程度の精神的内容が伴わなければ、少
年の身についたものとしてやれないのである。つまり、技能者と言うものは鍛錬が必要な

のである。雇主や同僚の求めるものに自分を適合させなければならないし、まじめで、有

能で、進んで物事をする様でなければならない。  
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  根気も十分に無ければならないが、これは本人がどれだけ大望を抱いているか、熟練し
ているか、健康であるかによる。  
  さてそれでは、我々はボーイスカウトの訓練にこれらをどのように当てはめればよいだ
ろうか？  
 
  まず開拓作業  
  スカウトに工作の興味を持たせる第一歩は、小屋作り、伐木、架橋、鍋かけや皿おきな
どの即席キャンプ用具作り、テント作成、キャンプ式織機でムシロ作り、その他いろいろ

の事を実地にするキャンプで、もっとも容易に効果を上げる事ができる。こういう仕事が

キャンピング・シーズンを快適に過ごす為に実用的で役立つのだ、ということを少年達は

判るのである。こういうことに一度取ついてしまうと、冬の夜なべの道楽仕事にするほど

熱心になり、その技術は各種の技能章となり、その熟練したできばえは金にもなろうとい

うものである。このようにして少年達はやがて熱心で根気強い働き人になっていく。  
 
  技能章  
  各種の技能章は、個々の少年に道楽と言うか工作と言うかに対する趣味をつちかわせ、
その中のどれかが生涯の仕事となって、希望も頼りにするものもなしに社会に出て行かな

くても済むかも知れない、との見地から設定されている。  
  技能章は、子供に何か道楽とも仕事とも言えるものに手をつけさせ、その事でかなりの
進歩をさせる為の単に１つの励ましであり、外部の人々に対してはその子供が何かに手を

つけ進歩に向かっている事を示すしるしなのであって、その子供がテストにとおったその

技能において大家になったと言う意味を表す為ではけしてない。もし我々がスカウティン

グを、本職の腕前を上げるような仕込み方をする正規の課程にしてしまったら、スカウト

訓練全体としての意義も価値も失われるし、その道の専門家でもないものが学校の職務を

犯すと言う事にもなる。  
  我々はすべての少年達に、自分から進んで自分を楽しく伸ばして行かせたいのであって、
外部から型にはまった教示を押し付けたくないのである。しかしスカウティングにおける

技能章制度の目的は、隊長に１つの道具を提供する事にもなるのであって、この技能章制

度と言う道具を使って、あらゆる少年、如何なる少年にも、人格を形づくり技能を伸ばす

為に役立つ道楽（Hobbies）を手がけるようにさせられる。技能章制度は、もし理解と同
情を持って適用しさえすれば、そうそうに追い抜かれ人生の競争に取り残されてしまうよ

うな も愚鈍な内気極まる子供にでも、希望と野心を持たせられるように工夫されたもの

である。こういう訳だからこそ、技能の標準の点はわざとぼかしてある。技能章獲得につ

いて我々が標準とするのは、ある知識や技術において一定水準まで熟達すると言う事でな

くて、そうした知識や技術を得る為にその少年がどんなに努力したかと言う点におい

ているのである。このことが、見込みの無い子供の場合でも、もっと聡明な良くできる仲

間に伍して同等の事ができるのだと言う、足がかりを持たせる事になる。  
  心ある隊長は、自分の隊員たちの心理動向に意を用いるから、のろまな子でも明敏な仲
間と肩を並べてやって行ける様に、その子に励みになるようなハンディをつけてやる事が
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出来る。そこで、たびたび失敗した為に劣等感を持ってしまった内気な少年も、自分にや

りやすくしてもらって 1 度でも２度でも成功する事ができると、今度は自分で一層努力す
るようになる。もしその子が努力家であるならば、どんなに不器用であろうとも、考査員

は技能章を与えるべきで、こうするとたいていその子は励みを感じて、もっと技能章を得

るように努力を続け、普通に能力のある者になる。  
  技能章の考査は競争試験でない。個々の少年に対するただの審査である。であるから隊
長と考査員は、各個の場合をその真価によって判断し、寛大にすべきところと厳重にすべ

きところを区別しながら、互いに緊密な歩調を合わせてしなければいけない。  
  スカウトが１つの技能章を得るには、その技能において一流の腕前になっているべきだ、
と主張する向きの人がある。理屈から言えば、確かに正しい。こうすれば相当熟達した少

年を数人作ることが出来るだろう。しかし、我々の目的は全ての少年達に興味を持たせた

いと言うのにある。まず手始めに隊員たちに容易な障害物をやらせてみる隊長なら、少年

達が自信を持って熱心に飛び越える事に気がつくだろうが、もし反対にそそり立つ石垣を

押し付けたら、少年達は全然飛び越えてみようともしないでしり込みするばかりだ。  
  同時に、色々の科目について少しばかり知識をもったからといって技能章をやす売りせ
んばかりの極端なのは困る。そこが主要な目的を外さずに、考査員が常識と手心とを使う

べき点なのである。  
  技能章かせぎがコツコツと技能章をかちとる事にとって変わる危険はいつもある。我々
の目的は、すべての少年をニコニコした、考え深い、自己を没却して、コツコツと働く国

民に仕立てる事で、見かけよい自分勝手な少年にする事ではない。  
  隊長は技能章かせぎに気を付け、どれが技能章かせぎ虫で、どれが熱心でまじめな勤勉
家なのかを見分けるのに油断をしてはいけない。  
  こういう訳で技能章制度が効果を上げるかどうかは、隊長そのもののいかんと、隊長と
して技能章をいかに扱うかによるところ大である。  
 
  知   識  
  観察と推理はすべての知識の基礎である。それゆえ、観察と推理の力が若い人々にとっ
てどれほど大切であるか、けして見逃す事は出来ない。小さい子供達は観察力が鋭いと言

われるが、それが成長するに従って鈍くなるのは、はじめてぶつかる経験には注意を引か

れるけれど、それが繰り返されると注意をしなくなるからである。  
  観察力とは、訓練によって身につけられるべき習慣である。追跡はその習慣を得る為の
面白い方法の 1 つである。推理とは、物事を結果から見て推理し、観察した色々の点から
そこに潜む意味を引き出す技術である。  
  観察と推理がいったん習慣として身につくと、その少年の人格を形成する大きな一歩が
踏み出されたと言ってよい。  
  これで追跡や追跡ゲームの価値は容易に解ったはずである。戸外での追跡、追跡につい
ての話、集会室の中での追跡、これらをどこの隊でも大いにやってもらいたい。  
  少年の一般的な知識や気転は、地図を頼りに道を探したり、道標に注意したり、高さや
距離を目測したり、シャーロック・ホームズの探偵話を再演して、人間や牛馬や乗物の細
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部を注意したり報告したり、その他色々のスカウト活動によって相当磨かれるものである。

信号は機智を鋭くし、視力を発達させ、研究心と集中力を高める。救急法の勉強にも同じ

様な教育的価値がある。  
  寒い冬の夜だとか、雨の日は、隊長その日の新聞の主な記事を地図やその他を使って解
説する等に使うと有効である。その土地の歴史に取材した劇やページェント（野外劇ある

いは見世物の事）を構成出演することも、少年達に研究させ、自意識を去って自己を表現

させるのに、非常に良い方法である。  
 
  道楽仕事から始まって一生の仕事へ  
  色々の道楽、工作、知識、健康、これらは仕事の成功に欠くことの出来ない勤労を愛す
る心と持久力とを養う為の第一歩である。その次は、若い人たちをそれぞれに適応した仕

事に当てはめろことである。  
  優秀な勤労者は、幸福この上ない人々のように、自分達の仕事をある種のゲームのよう
に考える―一生懸命にすればするほど、それが楽しくなる。Ｈ．Ｇ．ウエルズがこんなこ

とを言っている。“いわゆる偉い人と言うのは、その心根がいかにも少年なのだと言うこと

に私は気がついた。つまり、彼らは自分の仕事の楽しみに夢中になるという点でまったく

子供なのである。彼らは働くのが好きでたまらないから働く。だから彼らにとって仕事は

ゲームなのである。子供らしさというものは人間を育てるものばかりか、それこそ人間ら

しいのであり、消して消え去るものでない”と。  
	 ラルフ・パーレットも、“遊びとは物事をしたがることであり、仕事とは物事をしなけれ

ば成らぬことである”といみじくも言っている。  
	 スカウティングでは、少年達が各自に興味がある物に自分で一生懸命になるようにして

やって、今言った様な仕事に対する態度を身に付けさせようというのであるが、これが彼

らの将来に役立つのである。  
	 このことを我々はまず第一に、スカウティングの面白さ、楽しみさを通じてするわけで

ある。そこで少年達は、順次に進歩する段階を経て自然に、気がつかないうちに、将来の

為に自分から成長させられて行く。  
 
	 隊長の担任  
	 スカウティングによって少年が生涯の仕事について実際的な備えをしていく事が出来る、

という話はこれ位にして置こう。しかし、以上は少年に与えるただの準備に過ぎない。少

年の生涯の仕事となるものが立派な物に成るよう、さらに助けてやる為に、隊長が力を出

すべき範囲はまだまだあるのである。  
	 第一に、その少年がスカウトとして修得した一通りのことを、もっと完成させることの

出来る方法を示して、たとえば単に手すさびだったものを工芸にまで発展させることが出

来る。どこへ行ったらもっと上の技術を習うことが出来るか、どのようにしたら奨学金と

か見習の口が得られるか、ある特定の職業の為にはどんな準備をすべきか、貯金を何に使

ったらよいか、求職にはどうしたら良いか、その他のこうしたことを隊長は教えてやれる

はずである。  
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	 第二に、隊長自身で各種の職業紹介所やその利用法、各種職業の任務などを知っておい

て、どんな仕事がその子に適しているか、その子が備えている資格について知っている立

場から、貴重な忠告をしてやることが出来る。  
	 これらはすべて、隊長自らよく気をつけて、こう言うことについて知識を得ておくべき

だ、と言うことなのである。隊長か自分で少しばかり面倒をすることによって、隊の子供

たち大勢の人生をよくしてやることが出来るのだ。  
	 例えその子が使い走りの少年であっても、雇主からこんな良い子は他にないと言われる

ほど上手に使い走りをしさえすれば、昇進の道は開けているのだ、ということが判ったら

どんなに励みになることだろう。しかし、気の進まないことや困ったことに打ち負かされ

ないで、辛抱しなければいけない、もしそんなことでくじけるようだったら決して成功し

ないだろう。忍耐と頑張りが勝を得る。“そっと、そーっと、おサルをお捕り”である。  
 
	 職 	 	 業  
	 隊長は隊員一人一人の個性と能力を注意し研究して、その子が も適する職業をある程

度見極めてやることが出来る。しかし、さて職業を決定するのは両親と本人なのだと言う

ことは心得ていなければならない。そこで隊長のすべきことは、その子の親たちの相談相

手をし、手近な金銭的収入の為に四角な釘である息子を丸い穴の職業に打ち込むようなこ

とが無いように、親達に忠告をしてあげることである。そして、その子の踏み出しが正し

い軌道に乗っていると言う条件のもとで、親たちにも本人にも将来の見込みに希望を持っ

て進ませるべきである。  
	 ここで重要なのは、将来に希望の持てる就職と、いわゆる“行きどまり”、というべき将

来に昇進の望みのない仕事の区別をつけることである。後者のような職業は一時的には相

当の金になる事が多く、家族にとって毎週の収入が増すことになるから、その子が将来本

当の一人前の男子としてつくべき仕事に対する見込みと言う点を考慮せずに、親たちによ

って決められてしまうことが良くある。  
	 将来に期待を持てる仕事については、少年の能力に照らして慎重な選択が必要で、その

ためにはその子がまだスカウトでいる間に十分準備してやることが出来るのである。将来

のことを考えると、熟練を要する職種のほうがそうでないのよりずっとよい。しかし、希

望する職業に従う為に必要な標準や規格を取得するために、時期を失わせることが無いよ

うな考慮を十分払ってやらなければ成らない。  
 

他人への奉仕  
	 少年達を男らしい、健康で幸福な、勤勉な社会人にしようがために、これまで我々が学

んできたスカウティングの特質は、少年各自を幸福にするために工夫されたもので、相当

程度わが身本位のものだった。さて、ここで我々はスカウト訓練の第４部門―各自の視野

を広げ、他人に対して善行をする―という部門に入る事にしよう。  

 
  自分本位  
  世界にはびこる悪徳とは何かと聞かれたら、それは―自分本位だ、と私は答えたい。諸



 37 

君は一見これに賛成しないかも知れないが、よく調べて見たまえ。必ず私と同じ結論に達

するに違いない。法律によって判定された多くの犯罪は、自分本位のわがまま、所有欲、

失敗、あるいは怨恨からの復讐に原因している。たいていの人は貧しい者に食を与える為

の寄付を喜んでし、人間としての勤めをした事に満足するだろうが、それでもこういう目

的の為に貯えて置こうと、自分自身が食べ物や酒を切り詰めようとはしない。  
  自分本位というものは、幾百幾千の違った形で存在している。政党政治を例にとってみ
よう。あきらかに２方面から考えられる１つの問題を、彼らは絶対的に１つの面しかない、

つまり自分達の考えしかありえないと考え、他の面から見る人のことをきらう。この結果

は、いかにも聞こえの良い名目の元に 大の犯罪を犯させる事になるのである。これと同

様に国と国との戦争も、自分の党派の利益にすっかりげんわくされ、他党の立場を理解す

る事が出来なくなったから起こったものである。ストライキや工場閉鎖（ストライキに対

する）でも自分本位が拡大された結果から起こることが多い。多くの場合、まじめな勤労

者がその努力に対して公平にいえば、この世の富の分け前にあずかるべきで、株主の利益

の枠を確保したいだけに永久の労役に縛り付けられるべきでない、ということが雇主側に

判っていないからである。いっぽう、勤労者のほうでも、資本が無ければ大勢の働く仕事

は無い。また出資者が投資するについて当面する危険に報いる何らかの利益が無ければ資

本も有り得ない、ということを唱えなければいけない。  
  毎日の新聞で、あらゆる些細な苦情をも、“新聞に書いてやるぞ”と向こう見ずに飛び出
す心の狭い人たちの投書を読むと、自分中心の見本がたくさん見られる。  
  こういった具合で、道路で遊んでいる子供達に至るまでがそうである。自分が勝てない
のが不満になったとたん、“もうやめよう？”と言いながら急にその場を去る。他の子供達

の興をそいでしまう事など―自分の恨みが晴らされない限り―なんとも思いもしない。  

 
  自分本位を根絶して―善行の習慣を  
  スカウティングの各面の実行は、少年を自分本位の狭い型から引き出す為の実際的な方
法として役立つ。いったん慈悲の心が生まれれば、自分本位という危険を克服しあるいは

根絶する途上にすでに出たものと言ってよい。  
  スカウトが入隊の時に約束する「ちかい」の 初に“神に誠をつくして・・・   ”とあ
る。“神に忠誠である”と言っていない事に注意していただきたい。と言うのはこの言い方

では単に心の状態をいっているに過ぎない。実証的積極的な態度であるところの、何事か

をなすでなくてはならないのである。  
  ボーイスカウト運動の主たる方法は、積極的な概念よりむしろ実証的な訓練を何らかの
形で与える事であるが、それは少年というものは考えるより行動したがる者だからである。

それゆえ我々は、将来他人に対して善意を持ち、役に立つ人間になる為の１つの下ごしら

えとして、少年の日常生活の中に善行を実行させるのである。宗教がこの善行を裏づけと

している事は、いかなる宗派でも同様であり、その理由から我々は宗派の別に関わらない

のである。  
  そこで少年が荷うべき“神に対して尽す誠”の一部とは、生きていく為に神から与えら
れた才能を、聖なる委託物として気を付け伸ばしていく事だと言う事が、もっと良くわか
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ってくる。―身体は、健康と力と生殖力をもって神の御用に立つべきこと―精神は、驚く

べき理性と記憶と認識をもって万物の霊長らしくあること―心は、人の心の中にある神の

片鱗、すなわち愛を、絶えずそれを表わし実行する事によって、大きく強くすべき事、と

言う事がわかってくると言うのである。  
  このようにして我々は、神に対して誠をつくすのは、神の慈愛に頼るばかりでなく、他
人に対する愛を実行に現す事によって神の意志を行なうべきだ、ということを少年達に教

えるのである。  
  スカウトが日々の善行による他人への奉仕の義務に向かって欣然として立ち上がること
は不思議なほどである。  
	 この一見小さな土台（奉仕をするために自分のささいな便利や楽しみを犠牲にすること）

の上に、他人のために己を犠牲にする人格が打ち立てられる。  
	 スカウトの信念の一部をなす小さな日々の善行そのものの中に第一歩がある。自然研究

や動物を可愛がることは心のやさしさを増し、どの子供の中にも受け継がれていると言わ

れている残忍性のかけら（私個人としてはこういわれているほど一般にそうだとは信じな

いが）を制することが出来る。こう言う小さな善行から進んで負傷者に対する救急法や救

助法を学ぶようになり、それから自然に、事故に遭った場合の人命救助法を学ぶ方向に向

かうことになり他人に対する義務の観念と、危険に際して自分を犠牲とする心がけを養う

のである。さらにこれは、他人のため、我が家のため、祖国のために犠牲となる思想へと

導き、そこから単に熱狂的に旗を振るよりももっと高尚な愛国心と忠誠にまで高められる。 

 
 
	 地域社会への奉仕  
	 奉仕の教えは単に理論上のことだけに止まらず、２つのはっきりした面から展開されな

ければならない―すなわち、善意の精神を教え込むこと、それを実行に現す機会を備えて

やることである。  
	 その教えはもっぱら手本を示すことにするが、隊長が物質的な報酬などを念頭におかず、

ただそうすることをひたすら喜びとして、少年達に尽くす愛国的な献身によってこそ、正

しいキッカケを与えることが出来る。  
	 実行の機会は、隊長から何か特別の奉仕の課題の案を出してやって、得させるとよい。

色々の公共奉仕をすることは、社会に対する義務や愛国心や自己犠牲を行動に表わす点で、

実地訓練のための もよい道を開いてくれる。  
	 平和な時でも戦争の時でも、祖国の為に役に立つ骨の折れる任務を自ら進んでとるスカ

ウトの働きは、善いことをするためは彼らがいかに熱心であり、よい目的のためとならば

自ら役立たんものといかに準備を整えているかを、よく証明するものである。この方向に

こそ、社会人たるものの理想を実際的な方面にわたって伸ばしていく為の強力な手段があ

るのである。  
	 公共奉仕の具体的な一例をあげてみると町や村に対するボーイスカウトの救護・消火活

動（非常奉仕活動）がある。こう言う奉仕活動は特に年長スカウトに適し、公共奉仕の訓

練にもなり、実行することにもなりながら、同時に年長の少年にとって強い魅力でもある。  
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	 はじめ隊で消火作業のための編成や装備をし、訓練していても、さらに進んで近隣に起

こることがありそうな各種の災害についても活動できるように備えるべきである―たとえ

ば、道路上の事故、ガス、薬品、その他の爆発、洪水や浸水、電気事故、鉄道事故、樹木

や建物の倒壊、氷による事故、水泳及びボートの事故、飛行機墜落その他。  
	 このことは、消火作業に必要な訓練や救護や応急手当のほかに、救出救護の方法や災害

の種類に応じての応急手当に関する知識や練習を必要とする―すなわち、ガス、薬品に関

する知識、ボート操作、即製筏の作り方、救命綱の使い方、救命具（浮袋）の使い方、水

中人命救助、人工呼吸法、おびえている動物の扱い方、送電線の扱い方、可燃液体の扱い

方、その他。  
	 場合によっては班ごとにするのが一番よいけれど、一般的には、各班が各種にわたって

順次に訓練すれば、隊全体として完全に役立つこととなる。  
	 しかし、ある災害に当たっての編成は、救出班、救急班、やじ馬整理班、伝令班、その

他色々に、特定の任務を各班に割り当てるべきである。  
	 成すべき仕事を色々の種類に分けることは、少年が興味を持ってやれるような全ての活

動を与えることにする。災害を想定してしばしば動員訓練することは、能率と敏活を増す

ためにぜひ必要である。  
	 みんなの能力が明らかになるに従い、世間一般の関心もおそらく有力なまでにたかまる

であろう。そうなると、こう言う計画は、少年達にとっては教育、社会にとって幸福とい

う、二重の価値をもつ者として認められるであろう。  

 
	 将来にあがる成果  
	 自己を抑え、他人に対する愛と奉仕をすることは、心の中の神を意味するもので、それ

は各人の心を全面的に変化させ、それに伴って真の神の国の栄光をもたらす事になる。  
	 そして、“私はこの人生で何を得られるだろう”というのでなく“私はこの人生で何を与

えることが出来るだろう”と言うことが少年の関心事になるようになる。  
	 彼が到達する宗教の形がいかなるものであろうと、宗教の原理を自分でつかみ、それを

実行することによって宗教の何たるかを知り、幅の広い仁愛の視野と兄弟たる人類に対す

る同情心をもった社会人として成長するに違いない。  
 

総括していえば  
	 スカウティングの目的を一括して言うと、少年が物事に赤熱的に熱中する時期にその性

格をつかみ来って、それを正しい形に溶接し、その個性を力づけ、伸ばす―そこでその子

が自分の祖国のために善良な人間、有用な国民となるように自らを磨いていくように、と

いうことである。  
	 こうすることによって、我々は国のために心身両方の力をもたらすと言う奉公の一端を

荷いたいと願うものである。  
	 しかし、国家的気風を養うに当たって、狭量になり、他国を警戒するようになる危険が

伴うのが常である。この危険を取り除かぬ限り、我々が逃れようと懸命に成っている非常

な不幸を招くことになる。  
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	 さいわいにもスカウト運動において我々は、世界のほとんどすべての文明国に組織され

ているスカウト兄弟を持っているし、世界団体としての確固たる基礎もすでに築いてある。

この基礎の力は、共同の姉妹運動すなわちガールガイドの広大な発展によって補強されて

行っている。  
	 いずれの国においてもスカウト訓練の目的は同じである。即ち他人に対する奉仕が出来

る能力をつけることであって、このような共通の目的を持っているから、共に奉仕する一

つの国際的な世界団体として前進し、遠く手を伸ばして働くことが出来るのである。  
	 少年の訓練に当たって、世界市民が各自の祖国を単位として作りなすチームにおいて、

その少年が有能なブレイヤ―となるように、精神、能力ともに伸ばしてやるのである。一

国の場合も同じ原則に立って行動することにより、世界を１つとしたチームにおいて、そ

の国が有能に働くことが出来るよう、正しい精神と能力を養うことに努力すべきである。  
	 そうして、もし各人各国が各自の持ち場で働き、“ズルをしないで公明正大にやる”なら

ば、世界全体は、いやさらに繁栄し幸福になり、ついにかくも久しく待ち望まれていた状

態をきたらせることになるであろう。  


