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指導者の皆さまへ 

埼玉県連盟セーフ・フロム・ハーム特別委員会では、日本連盟発行のセーフ・フロム・ 

ハーム学習教材「思いやりの心ってなあに」の活用事例集を作成しました。 

隊長のお話、集会の導入、団行事などに活用した事例集です。学習教材の更なる活用 

に役立つようにと考えています。 

そしてスカウトたちが、相手の立場になって考えることができ、他人や物を大切にす 

る優しい心が自然に養われ、「思いやりの心」が身につくことができればと思います。 
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セーフ・フロム・ハーム学習教材「BVS・CS向け」 

 

「思いやりの心ってなあに」活用事例 

No.１   ウサギとリンゴの木 

実施した隊    BVS 隊    CS 隊   その他 （      ） 

展開例 

どんな場面で 
 隊集会などの隊長のお話 

   

 どのように 

絵を見せて場面について説明して、問いかける。 

（場面の説明①） 

 クマ、シカ、リス八百屋さんで買ってきたリンゴをおやつにしようと

して 5つに分けたら・・・ 

体の大きいクマさんは「もう少し食べたいな！」といってもっと食べ

たそうです。 

体の小さなリスさんは「おなかいっぱいだ！」といって残してしまい

ました。 

ウサギさんは「せっかく同じように分けたのに・・・」とちょっと残

念そうです。 

（問いかけ①） 

どのように分けたら、みんなが満足できたでしょうか？ 

（場面の説明②） 

みんながリンゴを好きなことを知っているフクロウさんは「もうすぐ

この木のリンゴが大きくなるよ。ぼくはみんなにプレゼントしたくて、

この木を大事に育てているんだ。」といっています。 

（問いかけ②） 

フクロウさんは、みんなのためにリンゴを育てているんだね。 

 なぜそんなことをしているのでしょうか？ 

（自分だけで食べればいいのに・・・） 

スカウトたちの反応 （①の想定される答え） 

・体の大きさにあわせて分ければよかった。 

・どれだけ欲しいか、聞いてみればよかった。 

・残すんだったら、足りなそうな仲間にあげればいいのに。 

（気づき） 

 それぞれ食べる量がちがう＝個々の差異に気づけるようになる。 

（②の想定される答え） 

・フクロウさんは、みんなが喜ぶ顔がみたいんだね。 

（気づき） 

 みんなの笑顔が自分の笑顔につながることに気づけるようになる。 
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セーフ・フロム・ハーム学習教材「BVS・CS向け」 

 

「思いやりの心ってなあに」活用事例 

No.２－①   お母さんの顔（おもいやりの心） 

実施した隊    BVS 隊    CS 隊   その他 （      ） 

展開例 

どんな場面で 

・怪我をしたスカウトがいる時 

・うさぎスカウトを迎える時 

・中途入団のスカウトがいる時 

   

 どのように 

●スカウトへの問いかけ 

・怪我をしているスカウトはどんなことが不便でしょうか？ 

お手伝いしてあげられることは？ 

・初めてカブ活動に参加した時、どんな気持ちだったかな？ 

新しいうさぎスカウトにしてあげられることは？ 

・新しく仲間になるスカウトはどんな気持ちで来るでしょうか？ 

何かしてあげられることは？ 

 

●Ｎｏ．２のイラストを見せながらストーリーを読み聞かせる。 

・目が見えない状況を作る（＆五感を働かせてみる）。 

 目を閉じる（チーフ等で目隠しをする）。 

周りの音に耳を傾けてみる。 

手探りで周りのものに触れてみる（お友達のほっぺを触ってみる）。 

 どんなにおいが感じられるか。 

・さくらちゃんは視覚以外「嗅覚（鼻）」「聴覚（耳）」「触覚（手）」

を使ってお母さんを認識していることを確認する。 

・目が見えないさくらちゃんはどんなことが不便でしょうか？ 

お手伝いしてあげられることは？ 

・白い杖の役割のお話をする（駅ホームでの転落事故の話等も）。 

 自分ができることはなにか？ 

 

●まとめ 

・人はみんな少しずつ違っていて、できること、できなことも違っている。 

・お互いを助け合って生きていけるような社会になりますように。 

 

ポイント（ヒント） ・困っている人がいたら声をかけよう、声をかける勇気を持つことの大切

さに気付かせる。 

・視覚以外の障害にも触れてみる（聴覚、四肢、言語等）。 

・盲導犬の役割やマナーにも触れてみる 
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セーフ・フロム・ハーム学習教材「BVS・CS向け」 

 

「思いやりの心ってなあに」活用事例 

No.２－②   お母さんの顔（おもいやりの心） 

実施した隊    BVS 隊    CS 隊   その他 （      ） 

展開例 

どんな場面で 

 

視覚障害者向けのバリアフリーに接する機会がある時 

 

   

 どのように 

●Ｎｏ．２のイラストを見せながらストーリーを読み聞かせる。 

 

●スカウトへの問いかけ 

「今日は電車を使って〇〇まで移動します。さくらちゃんのように目

が見えない人用の便利なしくみが町中にたくさんあると思います。見

つけたら隊長に教えて下さい。他のスカウトにも教えてあげましょ

う。」 

・点字案内板、点字付き券売機 

・点字ブロック 

・音響式信号機 等 

→視覚障害の人が、白い杖や指の感覚で目的の場所への道を見つけるこ

とができるようになっていることを伝える。 

 

●まとめ 

・身の周りで視覚障害の方への工夫を探してみよう。 

点字…洗濯機 

シャンプー・リンス 

電話プッシュボタンの５の数字のポッチ 等 

・何か困っている人がいたら、手を差し伸べて助けてあげましょう。 

・自分自身が何か困ったことにぶつかったら、きちんと伝えて手助けを

頼みましょう。 

・お互いを助け合って生きていけるような社会になりますように。 

 

 

 

ポイント（ヒント） ・視覚障害の人は視覚以外の感覚を利用して情報を収集したり、危険を

回避していることに気付かせる。 

・視覚障害の人だけでなく、車椅子の人、お年寄りや妊婦、ベビーカー

の赤ちゃんを連れている人等が便利なしくみ（スロープ、手すり、多

目的トイレ等）にも触れてお話を広げる。 
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                     セーフ・フロム・ハーム学習教材「ＢＶＳ・ＣＳ向け」  

 

「思  思いやりの心ってなあに」活用事例 

No.３－① クマさんのたべもの（ものをたいせつにする心） 

実施した隊 BVS隊     CS隊 

展開例 

 どんな場面で 

 

 

団行事・食事会 隊長のお話の中で 

どのように さあ、みんなの好きな食べ物は何かな。 

みんなの大好きなブドウやミカンやクリ、海や川に住むお魚た 

ち、蜜をたくさんつくってくれるミツバチ。そんな果物やお魚た 

ちの一つ一つの動物や植物から、みんなは大切な命を頂いていま 

す。「いただきます。」をするのはみんなのまわりのすべての命に 

ありがとうをしながら「命をいただきます。」ということとなの 

です。大切な命を頂くのですから、もったいないことや無駄なこと

はせずに、大切にすることがみんなにできることだと思います 

.そして「命をいただいて大きく元気になります。」「作ってくださ 

った方へ」のありがとうも忘れずに、心から感謝できるスカウト 

になりましょう。  

では、いただきますをする前に３つのやくそく 

① 食べられる分だけ頂く 

② 頂いた分は残さず食べる 

③ いただきますは心から 食べ終わったら感謝の気持ちを込 

めてありがとうのご馳走さまをする。 

 

 

 

スカウトの反応 食事会だけではなく隊集会の中でも教材などを扱う際「もったい 

ない」や「ありがとう」がスカウトから聞かれるようになった。 
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セーフ・フロム・ハーム学習教材「BVS・CS向け」 

 

「思いやりの心ってなあに」活用事例 

No.3－②   クマさんのたべもの 

実施した隊    BVS 隊    CS 隊   その他 （      ） 

展開例 

どんな場面で 

 

 キャンプに行く前の集会 

 

   

 どのように 

（場面の説明①） 

 みなさんの行く○○○○キャンプ場の山奥にもクマさんが住んでいる

かもしれません。食いしん坊のクマさんは、いろんなものを食べている

ね。 

（問いかけ①） 

クマさんが食べたあとをみつけることもできるんだけど、ほとんど食

べ残しがないんだ。どうしてだろう。 

（子どもたちに考えさせる。必要に応じて話し合いもさせる） 

 

（場面の説明②） 

 クマさんはいろんなものを食べるけど、サケさんやハチさんは食べら

れると死んじゃうよね。 

（問いかけ②） 

 クマさんは森の仲間のサケさんやハチさんをどんな気持ちで食べるん

だろう？（クマさんの気持ちになって考えてみよう） 

 

スカウトたちの反応 （①の想定される答え） 

 食べ物を無駄にするとなくなっちゃうから。 

（気づき） 

 必要なものを必要なだけ残さずいただくこと。 

 

（②の想定される答え） 

「ごめんね、だけどボクも食べないと死んじゃうんだ・・・」 

「いただきます」 

（気づき） 

 「いただきます」というのは生きているもの（動植物）の命をいただ

くことなんだ。だから無駄なく残さずに食べないと。 
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セーフ・フロム・ハーム学習教材「BVS・CS向け」 

 

「思いやりの心ってなあに」活用事例 

No.３－③   クマさんのたべもの 

実施した隊    BVS 隊    CS 隊   その他 （      ） 

展開例 

どんな場面で 
 隊集会などの隊長のお話 

   

 どのように 

絵を見せてまずはストーリー通りの問いかけをスカウトにしてみる。 

（問いかけ①） 

みなさんは学校の給食を残さず食べていますか。 

（問いかけ②） 

食べられない時はどうしていますか。 

（問いかけ③） 

 世界のどこかで今「おなかがすいた・・おなかがすいた・・」 

 と言って亡くなっている子がたくさんいます。そういう子のことを考

えると、食べ物を捨てるというのはどう思いますか。 

 

スカウトから様々な反応や考えが出てくると思います。 

 

【まとめ】 

スカウトの発表の中から、食べ物を無駄にしないことや、給食の配膳

の時に食べられる量を盛り付けてもらって、残さないで食べきることの

大切さを指導する。 

また、給食は子どもたちの成長を考えて作られているから、全く食べ

ないのは良くないので、嫌いな物も１口でも食べてクマキチ君のよう

に、何でも感謝して食べて丈夫な体をつくろう。 

 

ポイント（ヒント） さらなる活用の展開 

 普段の食事の約束事 

 ・食事のマナーや挨拶「いただきます。」「ごちそうさま。」の大切さ。 

 ・テレビを消して食事に集中する。 

 ・1日の出来事を話しながら食べる。 

 ・黙って食べる。 

 学校の給食の約束事 

 ・黙って静かに食べる。 

 ・時間内に食べきる。 

 ・お替わりの約束事 
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                      セーフ・フロム・ハーム学習教材「ＢＶＳ・ＣＳ向け」 

  

「思  思いやりの心ってなあに」活用事例 

No.４ 電車の中で（マナーってなに） 

（実施した隊） BVS隊    CS隊  そのた 

どんな場面で 電車移動での集会 移動前注意事項 

どのように 電車で出かけるときのマナーって知っているかな？ 

電車を待つホームではどうしたらよいのかな? 

① 騒がない ②ふざけない 3走らない ならんで乗る順番 

を待つ 

電車に乗るときは（思いやりの心） 

① 降りる人が先 ②並んだ順番で ③割り込まない 

 ④ 慌てない 

電車の中では 

① 騒がない ②ふざけない ③おしゃべりは小さな声で 

④ り革やポールで遊ばない 

 ⑤空いている席は譲り合って座りましょう（やさしい心） 

電車に乗るのにたくさんのマナーがあることが解ったかな。 

マナーを守るってかっこいいね 

サアみんなでマナーを守って楽しく出かけましょう  

指導者 保護者へ スカウトたちの荷物は前に持ち替えるか、状況に応じ網棚に乗 

せるなどして迷惑にならないよう配慮する。また指導者保護者同士 

のおしゃべり、携帯電話の使用などにも注意しましょう。 

スカウトたちの反応 公共の乗り物で移動することが初めての場合は指導者や保護者 

のサポートが必要であるが、譲り合う気持ちや思いやる心が実践 

される場面が見えた。 
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セーフ・フロム・ハーム学習教材「BVS・CS向け」 

 

「思いやりの心ってなあに」活用事例 

No.５  
文房具の取り合いから 

（相手を思いやる気持ち） 

実施した隊    BVS 隊    CS 隊   その他 （      ） 

展開例 

どんな場面で 
 隊集会などの隊長のお話 

   

 どのように 

絵を見せて場面について説明して、問いかけます。 

（場面の説明①） 

七夕集会に向けて飾りを作っています。きれいな飾りがたくさんで

きました。色紙を切ったりつないだりして天の川の飾りができまし

た。きれいな星の飾りもできました。次に短冊に願い事を書き始めま

した。 

（場面の説明②） 

楽しく七夕飾りを作っていた青木さんと赤井さんが同じ青い鉛筆

を使いたいと言い出しました。いつもは仲良しの二人なので、気が合

ってしまったようです。困ったことにどちらも譲りません。 

「ぼくが先に取ったからぼくが使う。」 

「いや、ぼくが取ろうとしたら、横取りしたのは君じゃないか。」 

「ぼくが先だ。」 

「ぼくだ。」 

とうとうけんかになってしまいました。 

 

大変なことになってしまいましたね。こんな時皆さんならどうした

らいいと思いますか。 

スカウトたちの反応 （想定される答え①） 

・七夕集会は楽しいよね。 

・きれいな飾りを作ったり、願い事を書いたり楽しいね。 

（想定される答え②） 

・願い事を書いているのに、けんかしたらだめだと思います。 

・先に取った人から使えばいいと思います。 

・もっと飾りを作って、どちらかに譲ればいいと思います。 

・違う色を使って書けばいいと思います。 

・短冊に模様を書いて違う色を使えばいいと思います。 

 

（気づき） 

・譲り合って仲良く七夕飾りを作ることに気付けるようにする。  
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セーフ・フロム・ハーム学習教材「BVS・CS向け」 

 

「思いやりの心ってなあに」活用事例 

No.６  これ何だ （ものを大切にする心） 

実施した隊    BVS 隊    CS 隊   その他 （      ） 

展開例 

どんな場面で 
集会の中でリサイクルについての隊長のはなし 

   

 どのように 

（集会の内容） 

 牛乳パックやペットボトルを使っての楽器を作り音楽会を行う。 

 

① 隊長の話のなかで、紙芝居を活用し不要になったものが再利用し、 

新しく生き返ることを話す。 

 

② 楽器に出来る素材を考え、集めて、作る。 

 スカウトへの問いかけ 

 どんな素材があるか探してみよう 

 音を出す工夫はどうするのか考えよう 

 どんな曲を演奏するか組ごとに決める 

 

③ 隊集会 音楽会  

手作り楽器で演奏する。 

 ※隊長の評価   手作り楽器、演奏の工夫 等  

        

 

 

 

 

 

スカウトたちの反応 今までゴミとして捨てていたものにも、活用できることを知り 

楽器以外にも工夫するようになった。 
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セーフ・フロム・ハーム学習教材「BVS・CS向け」 

 

「思いやりの心ってなあに」活用事例 

No.７   「良いところ探し」 

実施した隊    BVS 隊    CS 隊   その他 （      ） 

展開例 

どんな場面で 

集会内の活動として 40分程度   

大きな行事が終わった直後や、直前など。 

 

   

 どのように 

紙芝居（パート２）を読む。 

みんなは、組の子のことを、どのくらい知っているかな。 

この前の夏舎営で、いろいろなことがあったと思います。組の子の意

外な一面を知ったり、助けてもらったりしたこともありましたね。 

今日は、組の子のいい所を見つけて、それをクイズにしてみましょう。 

例えばこんなのです。①虫を捕まえる名人②部屋で物がなくなった時、

一生懸命探してくれて、優しかった③大好物は、エビフライ！さて、こ

の人はだれでしょう。答えはＡ副長！ 

こんな風に夏舎営の出来事を思い出しながら、組の子の良かった所を

みんなで考えよう。本人が嫌がることは、たとえ面白いことでも入れて

はいけません。紙に書いて、最後はクイズにします。一人に付き３つく

らいあると答えやすいね。 

 

組で話し合い、出来上がったら、他の組とクイズを出し合ったり、全

体でクイズを出したりする。 

 

まとめ 

組の子しか知らない姿もたくさんありましたね。もしかしたら、お父

さん、お母さんも知らない、仲間の姿かも知れません。これかもたくさ

んの活動を通して、組の絆を深めていきましょう。 

 

 

スカウトたちの反応 夏舎営で仲間のいろいろな姿を、振り返り、よさを知ることができた。 
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セーフ・フロム・ハーム学習教材「BVS・CS向け」 

 

「思いやりの心ってなあに」活用事例 

No.８・７   ケンカの結果 ・良いところさがし 

実施した隊    BVS 隊    CS 隊   その他 （      ） 

展開例 

どんな場面で 

ナイトハイク導入として 

ねらい 相手を思いやる気持ちについて考える 

   

 どのように 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 投げかけ 

もうすぐナイトハイクです。夜に長い距離を歩く辛いハイクです。辛い

ときに頼りになるのは仲間です。仲間を思いやる心って何だろう、とい

うことを今日はみんなに考えてもらいたいと思います。 

（セーフ・フロム・ハームの説明を簡単にする） 

②№８「ケンカの結果」 

（紙芝居の絵を見せる）こんな場面、見たことあるかな？ 

「あるある」「俺はいつも真ん中で殴ってるやつだ」「俺も」「俺はいつも

止めに入ってる」「クラスの男子はいつもくだらないことでけんかしてる

から、私はしらんぷりしている子」（盛り上がる） 

びっくりするほど喧嘩っ早い子が多かったね。それから、絵の中のど

の子にも当てはまる子がいたね。 

じゃあみんな、こんな場面を見たらどうしたらいいだろう。 

「なんでケンカしたか聞いてあげる」「知らんぷりしてちゃいけないんだ

よね」「そもそもケンカしちゃだめだよね」 

みんな、いろいろな立場の子の気持ちになって考えることができたね。 

相手の気持ちを考えることは思いやりの第一歩だよ。 

 

 

③№７「良いところ探し」 

（紙芝居の絵を見せる）次はこんな場面です。 

「カブ隊だ」「隊長と副長」「クイズでもしてるのかな」 

さっきは学校だったけど、今度はカブ隊だね。この隊長、どんな話をし

ているかというと、「スカウトは観察力が大切。だから、今日は組の子の

いい所を見つけよう」と言っています。それで、スカウト達があれこれ

考えているんだね。 

ナイトハイクってすごく大変だけど、仲間同士、助け合えばゴールで

きるよね。助け合うには、相手の気持ちを考えて思いやってあげること

が大切。 

相手を思いやるには、その子のいい所を見てあげるといいね。そこで、

今日は皆さんの観察力を使って組の子のいい所を 1 つずつ、みんなで考

えよう。紙に書いて、後で発表してもらいます。 

（ワークシートを配る） 
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では 1組から発表してください。 

みんな、組の子のいいところ、とてもよく見ていたね。みんなとっても

いい顔をしていました。その気持ちがあれば、ナイトハイクも仲良く、

楽しく、行けると思います。 

スカウトたちの反応 ・その後の活動（ナイトハイクの役割・目標決め）がスムーズに進んだ 
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セーフ・フロム・ハーム学習教材「BVS・CS向け」 

 

「思いやりの心ってなあに」活用事例 

No.８－①  ケンカの結果（みんななかよし） 

実施した隊    BVS 隊    CS 隊   その他 （      ） 

展開例 

どんな場面で 

 

隊長のお話の時間として 

 

   

 どのように 

●Ｎｏ．８のイラストを見せながら、ストーリーＡを読み聞かせる。 

 

●状況をスカウトと確認 

・マスクをしていると声が聞こえにくい。 

・そうた君に見えているのは、はると君の目だけ（口元は見えない）等 

 

●スカウトへの問いかけ 

・はると君とそうた君の行動はどうでしょう？ 

・りく君とめいちゃんはこの後どうするかな？ 

・りんちゃんはこの後どうするかな？ 

 

●まとめ 

・自分の気持ちを伝えることの大切さ。 

目だけで気持ちや思いを伝えるのは難しい。 

・身体も使って気持ちを伝えることも大事（ボディランゲージ） 

豊かな表現力を身に付けよう。 

・仲直りしたい気持ちがあるかどうかは大事。 

・当人同士で解決することが大切。 

 お友達に仲を取り持ってもらうこともできる。 

 

 

 

 

 

ポイント（ヒント） ・客観的視点で考える力を身に付ける。 

・多角的に物事を見ることができるように。 

・発想力が豊かになるように。 

・人付き合いのノウハウを学べるように。 
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セーフ・フロム・ハーム学習教材「BVS・CS向け」 

 

「思いやりの心ってなあに」活用事例 

No.８－②   ケンカの結果（みんななかよし） 

実施した隊    BVS 隊    CS 隊   その他 （      ） 

展開例 

どんな場面で 

 

舎営前、隊長からのお話の時間として 

 

   

 どのように 

●No.8のイラストを見せながら、ストーリーＢを読み聞かせる。 

 

●スカウトへの問いかけ 

・はると君の気持ちはどうだったかな？ 

・そうた君の気持ちはどうだったかな？ 

・このケンカを見たら、あなたはどうしますか？ 

 

●まとめ 

・自分の思っていることと相手の思っていることが同じとは限らない。 

・自分の気持ちを伝えることの大切さ。 

・相手の気持ちを考えることの大切さ 

・仲直りしたい気持ちがあるかどうかは大事。 

・当人同士で解決することが大切。 

お友達に仲を取り持ってもらうこともできる。 

 

 

 

 

 

 

ポイント（ヒント） ・よくあるトラブルを題材にする。 

ちょっとした悪ノリ感覚でやってしまうようなこと。 

・客観的視点で考える力を身に付ける。 

・多角的に物事を見ることができるように。 

・発想力が豊かになるように。 

・人付き合いのノウハウを学べるように。 
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セーフ・フロム・ハーム学習教材「BVS・CS向け」 

 

「思いやりの心ってなあに」活用事例 

No.９   学校に行きたくないなあ 

実施した隊    BVS 隊    CS 隊   その他 （      ） 

展開例 

どんな場面で 
 組集会 DLの話・BVS絵本の時間など 

   

 どのように 

絵を見せて、気づいたことを発表する。 

（朝の 7時、学校の日なのにパジャマのまま、悲しそうな顔をしている、

など） 

（問いかけ①） 

この子はなぜ、こんな顔をしているのでしょう。 

（体の具合が悪い、寝坊した、嫌なことがある、など） 

（問いかけ②） 

実は、この子は嫌なことがあって、学校にいきたくないなあと思って

いるそうです。嫌なことって、どんなことでしょう。 

（テスト、持久走、ケンカした友達と会うのやだなあ、いじめられてい

る、など） 

（問いかけ③） 

いろいろ「嫌なこと」はありますが、悲しい顔をしている友達にどん

な言葉をかけてあげますか。やってみましょう。 

大人「今日のテストいやだな～」 

（大丈夫だよ、私も同じだよ、そうだよね、など） 

「いじめられているんだよ～」 

（どうしたの、だいじょうぶ、一緒にいるよ、など） 

慰め、励まし、共感の言葉を意識する。 

悩み事は、人に話したときに 8 割解決する、という言葉もあります。い

い時も、悪い時も、気持ちを表すことで伝わることがたくさんあります。 

【まとめ】 

・気持ちを言葉で表すことの大切さを知る。 

・相手の気持ちを知ることの大切さを話す。 

ポイント（ヒント） 絵を見て想像することで、自然と自分の身に置き換えて考え、素直な気

持ちを発言する子が居ると思います。そこから、それぞれの個性を知る

こともできるため、少人数で自由な発言ができる機会に実施すると、よ

りお互いのことを知ることができるでしょう。 
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セーフ・フロム・ハーム学習教材「BVS・CS向け」 

 

「思いやりの心ってなあに」活用事例 

No.１０  星空を見つめてみよう （地球の仲間） 

実施した隊    BVS 隊    CS 隊   その他 （      ） 

展開例 

どんな場面で 

  

夏のプログラム「宇宙への旅」の導入として、隊長の話で活用 

  

   

 どのように 

夏季舎営「宇宙への旅」 

事前集会 

    ①隊長の話として  

②プラネタリウム見学 

      宇宙について知ろう‼ 

      太陽系の惑星について調べる。 

    ③ロケット作り  

      組ごとにペットボトルロケットを作成。 

 

舎営  ①初日・・宇宙へ出発 

     隊長の話として 

 

    ②キャンプファイヤーのヤーン 

     （紙芝居の絵を夜空に替えて） 

     宇宙飛行士の野口さんが初めて宇宙へ行った時の話を 

紹介し、「協力が大切」を入れた話。 

 

 

舎営後 

    文集作り 

    

 

 

 

 

スカウトたちの反応  文集の中で星空の話や、友達との話が出ていた。  
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セーフ・フロム・ハーム学習教材「BVS・CS向け」 

 

「思いやりの心ってなあに」活用事例 

No.1１   カブリンピックに向けて 

実施した隊    BVS 隊    CS 隊   その他 （      ） 

展開例 

どんな場面で 
 隊集会などの隊長のお話 

   

 どのように 

絵を見せてまずはストーリー通りの問いかけをスカウトにしてみる。 

（問いかけ①） 

アキラ君はどんな気持ちでいるのだろう？ 

（問いかけ②） 

アキラ君も一緒に楽しいカブリンピックにするために 

何ができるのかな 

 

スカウトから様々な反応や考えが出てくると思います。 

 

【まとめ】 

スカウトへの問いかけに対する発表の中から、カブの組の協力、 

友だちとしての思いやりの心を引き出し、気づかせる。 

 

不安を感じている仲間がいたら、無視したり、見ないふりを 

するのでなく、声をかけてみる事。そして話を聞いてあげ、 

みんなで解決方法や改善の方法を考えてみるよう促す。 

また悩みがある人も、勇気をもって自分の悩みや不安を 

話してみる事。抱え込まない事。 

ポイント（ヒント） 【さらなる活用の展開】 

言葉以外の言葉があること事を話してみる。 

人は、表情や雰囲気で、言葉でない言葉でも話をする事がある。 

声に出さなくても、不安げな表情、悲しそうな雰囲気、 

喜んでいる表情や笑顔など、言葉にはならない言葉がある。 

スカウトは観察することが大切。自分の仲間やお友達の話を 

よく聞いてあげるのはもちろん、よく見て、感じてみることも 

必要。言葉にしていなくても、本当はどう感じているのかな？ 

例えばキャンプでしょんぼりしているあの子、何か不安なのかな？ 

お腹が痛いのかな？お家に帰りたくなっちゃったのかな？ 

みんながからかったあの子、いっしょに笑っていたけど、 

目はかなしそうじゃなかったか？ 

本当の心の声をきけるスカウトになろう。  
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セーフ・フロム・ハーム学習教材「BVS・CS向け」 

 

「思いやりの心ってなあに」活用事例 

No.12－①  どんな気持ちかな 

実施した隊    BVS 隊    CS 隊   その他 （      ） 

展開例 

どんな場面で 

隊集会の始めのセレモニーが終わった後に、組ごとに別の場所に移動し

てスカウトをデンリーダーの近くに集める。(ボーイ隊のスカウツオウ

ンのイメージ) 

 

 

   

 どのように 

デンリーダーは紙芝居を見せて、ストーリーを語る。 

イラストの顔の表情について、それぞれどんな気持ちの表情なのかをス

カウトに問いかけをし、その答えを聞いて簡単にコメントをしてあげ

る。１つの表情について 1人ずつとし、リーダーが指名して答えてもら

う。  

全員の話が終わったら、まとめの話をする。 

最後に皆でイラストの表情を実際にやってもらい、見せ合う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スカウトたちの反応 周りの人たちの表情を気にするようになった。 

話をするときに、話を聞いている人たちの顔を見て話をするようになっ

た。 

わがままな言動がなくなった。 
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                セーフ・フロム・ハーム学習教材「ＢＶＳ・ＣＳ向け」 

  

「思 「思いやりの心ってなあに」活用事例 

No.12-② どんな気持ちかな（友達の気持ちを考えよう） 

実施した隊   BVS隊   CS隊    その他 

展開例 

 どんな場面で 
集会で大輪になり出席を取る前に 

 

 

どのように 

スカウト 1人ひとりの顔を見ながら「わたしのかお」を 

見せ「今日のみんなはどんな顔かな」「自分の顔はどの顔?」 

色いろんな顔をしているお友達がいますね 

① 怒っているかお ②泣いているかお ③ニコニコ笑い顔 

④ 不安そうな顔 ⑤驚いたりびっくりした顔 

⑥つまらなそうな顔  

皆はこんな顔をしたことがありますか？ 

どんな時にしたのかな 

みんなそれぞれ理由がありますそんな時には「どうしたの?」と 

聞いてあげましょう 

今日のみんなはニコニコビーバーで仲良く遊びましょう 

スカウトたちの反応 

 

 

 

 

 

はじめはなかなか理解できなかったスカウトも何度か繰り返し 

ているうちに自分の顔の表情を指差しするようになり仲間の 

顔の表情にも興味を覚えつつある 

（Ｓ）大きな声で言いましょうのソングと同時に実施 

   

  

 


