
平成23年度進歩に関する研究集会　資料7

菊スカウト章面接認証申請書記入要領

平成21年1 1月補正

ボーイスカウト東京連盟進歩委員会



菊スカウト章面接認証申請書
第一　　　地区進歩委員長

也

`やくそぐをした日
H 12年9月10　日　　場所: 00神社(千代田区)

`ちかい'をたてた日
H 17　年9月　24　日　　場所: 00小学校(千代田区)

進歩慶 劔剿�ｱ歴 

BVS.CS �7(�ｸ6��ｲ�りす �*H+8*ﾂ�しか �*ﾘ-ﾂ�次長 ��y+r� 
兼備 ��xｲ�未㈲ 冕"鮎B��未(顔 冕"�b�未(頭) ��

B.S. 僖霾�?ｨ��D霾�?｢�劔年月日～年月日 

ホ●-イスカウ 買�r纈�.4.～H17.12.9. 劍鴿+r�H19.9.10-H20.9.8 

初級 買�r��"闔ｨ�｢�����ゅR�����劔Ly+r�H20.9.9-日21.4,28 

2級 買�ゅR貳ﾂ籐?｣#�綯��B��劍�8ｸ儉y+r�H21.4.29-現在に至る 

1級 買#�綯��R籀ﾋｸﾝﾘ,��剋鰍� �6h985(�ｸ6��H19.9.24-日20.3.31 

年　　月　　　　日　　　　　　　田より　　　　　　　　団へ

年　　　月　　　　日　　　　　　　田より　　　　　　　　　田へ

奉仕 劍ﾅ��ｸ�����&霎b�8ﾉ���?ｩ����

年月日～月日 冖ﾈ��役務 僖霾�?ｨ��ﾈ�?｢�名称 

H19.12.31-H20.1.1 傚ﾉn�,ﾈ��ｿ域B��ｸ�ｸ魎��安全誘導 買�ゅB�#8耳璽r��r�辛-地区.14NJ派遣訓捷集金(廷4回) 

H20.4.12一一 �HﾝX.雲(襭��(�(魎��沿道警備 買�ゅb�#Rﾒ�yE一地区.書亜叔●技能j*官金(神Bl沸妨辛) 

H20.8.2-8.4 冏�8�.ｈ�蛻ﾏh����人鼻蕃理 買�ゅr��X耳璽r��b�羊一地区.14NJ訓♯キ†n'(00キ†ン7.書) 

H20.10.1- ��H*(蝿ﾚｩ^Xｾ������羊��募金 買#�縒繧ﾒ�羊一地区.救急技能爺甘食(京頼消防雷) 

H20.12.31-日21.1.1 傚ﾉn�,ﾈ��_(襭���魎��安全誘導 �ｨ���(�ﾂ� 

H21.4.12～ �H�.雲(+�*ﾘ�(�(魎��沿道昔傭 ���� 

行事挙 ���ｸ､8､�/�ｭﾈ-苒�儷ﾈ�"�

年月日～月日 冖ﾈ��僖霾�?｢�名称 

H17.9.17一一9.19 ��h自&霎h4ﾈ8H987ﾈ8ｨ�ｲ維(ｭ�4ﾈ88987h�｢��買�偵��綛���キャンドルチーフリング受領 

H18.8.3-8.7 ��c�H��?ｩgｸ5x88987ｸ8ｨ�ｲ����ﾈﾊx鏸��2��買#�絣��rﾒ�本Ji専漉東京故区.H20年生せ秀スカウト 

H19.ll.9-ll.ll �%4��ｴx4ﾈ9�987ﾈ8ｨ�ｲ��ﾙh�8ﾈ4�8ｨ4rﾒ謌985ｨ986r������ 

H20.7.25-7.29 �8ﾈｹ驗�k�5H7ﾘ�ｸ4ﾈ88987c#��ｈ�)(inﾈ�8�｢���ｨ���"��ﾂ� 

H20.ll.21-ll.23 套4��ｴx4ﾈ8H987ﾈ8｢ﾒ��ﾘﾘﾈ8ﾈ4�$ｨ4x�ｴﾆ�985ｨ986r������ 

～ ��



菊スカウト章面接認証申請書記入時の注意事項
ヰ学3年生の東京連盟締め切りは1 2月執務最終日とする｡
･申請用紙は東京連盟書式とする｡

(1枚目)

太線の枠内は､本人が紀入すること

日付　　和暦で､ HO〇年〇月〇日と記入する｡

学校名　00市立第〇中学校のように､正式な名称を記入する｡

宗教　宗教章取得の場合､該当の宗教章と宗派･取得年月日･取得番号を記入するo

例:キリスト教(カトリツウ､プロテスタントなど)､神道､仏教(00宗)など

宗教章取得に取り組んでいる場合は､該当の宗教･宗派と､取得年月日欄に
"努力中"と記入する｡

その他の場合は､家庭の宗教･宗派を記入する｡

信仰奨励章　欄外に取得年月日を記入する｡

写真　制服､たすき着用｡脱帽で撮影したもの｡裏に所属団と氏名を記入するo

やくそくをした日

ビーバーから加盟の場合はビーバーのやくそくの日､カブからはカブのやくそくの日を記入｡

ちかいをたてた日　小学校5年生の9月以降でちかいをたてた日を記入｡

進歩麿　CSのrりす｣は､仮入隊で必ず履修するので､漸こ0をすること｡

BSのrボーイスカウト｣欄は入隊から初級進級までの期間とする｡

初級､ 2級､ 1級は3ケ月以上の経駿が必要｡ 1級はr～現在に至るJと記入o

役務暦　CSの役務は､該当の役務の未･済どちらかに○｡

BSの役務歴は､該当の役務の期間を記入する｡く書式はHO〇年0月〇日)

上級班長欄は､上級班長と隊付の役務の期間があれば2段書きで記入｡

デンコーチは初級以上で3ケ月以上の奉仕期間が必要｡

(奉仕～表彰は､発生の日付順に記入する｡最新のものが最下段になるo )

奉仕　　BS期間のもので､地区以上の奉仕を記入する｡

例:ビーバー･カブラリーの奉仕､赤い羽根･緑の羽根募金､市内一斉清掃･

障害者スポーツ大会奉仕､老人ホーム慰臥他団体への奉仕など｡

役務には担当したこと(警備､募金､清掃､慰問など)を記入する｡

訓練参加BS期間のもので､地区以上の訓練を記入する｡

例‥ 00地区派遣隊訓練集会､ 00地区救急法講習会､東連00技能講習会など

行事参加BS期間のもので､地区以上の行事を記入する｡

例:第〇回日本ジャンボリー､未達サマーキャンプ､第〇回地区ラリーなど

表彰　　BS期間のもので､地区以上の表彰を記入する｡

例; 〇年度地区優秀スカウト､キャンドルチーフリング受領､他団体からの表彰など
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菊章進級課目

項目 僖霾�?｢�認定者 

1.スカウト糖神 茶��(+�*�*&ｨ,g(*�*ｸ,J8,ﾈ��ｵｨ,�7y|ﾘ+X,JB�H21.7.5 �2�

他のスカウトの模範となる｡ 

(2)金銭出納帳を3ケ月配錬し､自己管理する｡ 買#�絣�2�④ 

(3)rスカウト精神｣からターゲットバッジを1つ修得する｡ 買#�紕�#��④ 

ターゲット′くツジ名:A9リーダーシップ 

2.健康と発達 茶��(ﾉ(ﾔ�,iJﾙy�*�.x5��ｸ5�6(6x6�6(5x/��,(�9;�+x.停�H21.5.3 �2�
ターゲットバッジ名:B2安全 

3.スカウト技能 茶��(6�484ﾈ984�8*�.x5��ｸ5�6(6tｧｸ685x/��,(�9;�+x.���H21.6.4 �2�

タ-ゲットバッジ名:C5自転車 

(2)r追軌からターゲットバッジを1つ#得する○ 買#�絣紕�④ 

ターゲット′くツジ名:D6気象観測 

(3)rキャンピング｣からターゲットバッジを1つ#得する○ 買#�ﾃR紕�④ 

タ-ゲットバッジ名:E6たき火 

(4)rT軌からターゲットバッジを1つ修得する. 買#�綯縒�④ 

ターゲットバッジ名:F1食料 

4.社会生活 茶��(��檠�hｨ�8*�.x5��ｸ5�6(6x6�6(5x/��,(�9;�+x.停�H21,4,29 �2�
ターゲットバッジ名:G6防炎 

5.マスターバッジ �7ﾘ5�5��ｸ6�6(5x/�8,"9;�+x.��� ��

マスターバッジ名=由数社 買#�絣�2�④ 

マスターJくツジ名:E1キャンプ企衝 買#�絣紕�⑨ 

マスタ-バッジ名:A9リーダ-シップ 買#�綯縒�⑨ 

6.1枚スカウトとして､最低3ケ月､称や淡の活動に進んで参加したことを � ��

班長会議で静めてもらう.班長会簾の静定 僣21.7.5 ��ｸｿ88r�

1級ス力.jト進級BH20年6月15EIほ&長のサインI 

出席 劔野営泊致 

年度(年月日～年月別 儉r�隙 偬��越b�グループ 儉r�# 佗b�
出片口鼓 全集合88 偬�d"b��2iuﾙ?ｨ���

174&(H17.9.1-H18.8.30) ��8ﾈ�ﾇ駘｢�払′′好 塔rR�7 ���5 免ﾂ�

18年産(HIS.9.1-日19.8.31) �8ｨ8ﾈ�ﾈ49/��弘一づす 塔坦�0 ���6 澱�

19年度(Hl9,9.1-H20.8.31) 傅ﾒ�49/��呈ト/`有 涛�R�6. ���10 ��b�

20年度(H20.9_1-H21.7,10現在) 涛��24 涛�R�2 ���3 迭�

米出席率とは.出席日払÷全集全日数×100 
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(2枚目)

日付　　和暦で､ HO〇年〇月〇日と記入する｡

1. (1X2)隊長の認定日は､班長会話認定日より後の日付になる｡

認定日は菊章推薦日に近い日付が望ましい｡認定者欄には隊長の押印｡

1. (3) ｢スカウト精神｣ターゲットバッジ

当カテゴリーでは2級で1つ､ 1級で1つ取得しているので3つ目以降の取得日を記入｡

2. (1) ｢健康と発達｣ターゲットバッジ

1. (3)と同様に､ 3つ目以降の取得年月日を記入｡

3. (1) ｢ハイキング｣ターゲットバッジ

当カテゴリーでは2級で2つ､ 1級で1つ取得しているので､ 4つ目以降の取得年月日を記入｡

3. (2) r追跡｣ターゲットパッチ

1. (3)と同様に､ 3つ目以降の取得年月日を記入｡

3. (3) ｢キャンピングjターゲットバッジ

当カテゴリーでは2級で1つ､ 1級で2つ取得しているので､ 4つ目以降の取得年月日を記入｡

3. (4) r冒険Jターゲットバッジ

1. (3)と同様に､ 3つ目以降の取得年月日を記入｡

4. (1) ｢社会生活Jターゲットバッジ

1. (3)と同様に､ 3つ目以降の取得年月日を記入｡

5.マスターバッジ

マスターバッジは2級で1つ､ 1級で2つ取得しているので､ 4つ目以降の取得年月日を言己入｡

6.班長会議の認定

1級スカウト進級日より3ケ月以上経過していること｡

認定者は上級班長か､代表班長のサインとし､印鑑は使用しない｡

出席　　班:班集会､班キャンプの日数

隊:隊集会､隊キャンプに､班集会･班キャンプ以外の集会を加える｡

例:日本ジャンボリー､東連サマーキャンプ､日米FSパトローリー､デンコーチ奉仕

班長会雑､地区訓練参加など

出席率:小数点第1位を四捨五入して算出する｡ 80%以上が望ましい｡

野外泊数グループ:グループまたは班･隊以外の野外泊数(日本ジャンボリー､サマーキャンプなど)

班　:隊長が認めた班キャンプの泊数

隊　:隊長が認めた隊キャンプの泊放

く年間合計1 0泊以上が望ましい)
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スカウト必修項目取得歴

初級進級年月日H17.12.10 刪鼡艶i級年月日H20.6.15 

1.スカウト精神 做9;颯霾�?｢�I.キャンピング 刪ｱ得年月日 

(1)もかい.おきてを隊長と括し合う 這Cr��"�2�Mキャンプでの注意事項 僣19.7.12 

(2)スカウト章.モットー.スローガン 買�r貳ﾂ絣�(2)サイト設計.テント 僣t9.7.12 

(3)再旗の様式.橋場 買�r貳ﾂ絣�(31献立.食材準嬢.保管 僣19.7.12 

2.義轟と発遵 �(4)キャンプの計画と実施 僣19.8.7 

‖体温.脈拍を正しく測る 買�r貳ﾂ��"�15日キャンピングJのターゲットバッジを2つ鯵得 

3.スカウト技能 刄^ーゲットJ{ツジ名:E1キャンプ企爾 僣20.4.13 

M簡易測量 買�r貳ﾂ��"�ターゲットバッジ名:E2野外料理 僣20.4.20 

(2)身ぶI}償号.笛の合図.暗号 這Cr粫ﾆﾂ��"�2.スカウト技能 

(3)5糧のロープ括ぴ 売稗貳ﾂ����(1)レヽイキング｣のターゲットバッジを1つ修得 

4.社会生活 刄^ーゲットバッジ名:C3書己捧 僣20.4.20 

川社会寧仕活動に積極的参加 買�r��"�2�(2日追軌のターゲットバッジを1つ修得 

5.擾暴食義のfFtE] 買�r��"�2�ターゲットバッジ名:D2計測 僣19.9.ll 

凍長会義の義長のサインT廿X-I �(3日冒軌の夕-ゲットJ{ツジを1つ鯵得 

2級進級年月日H18.5.日 刄^ーゲットバッジ名:F3サバイバル 僣19.10.15 

1.ハイキング �.)D颯霾�?｢�3.義轟と発遺 

Mハイキングでの注意事項 買�ゅ2絣�Mr健康と発達｣の夕-ゲット/{ツジを1つ修得 

(2)コンパスの使い方の実演 這Cゅ2絣�ターゲットバッジ名:B5救蕃 僣19.10.I 

(3),地形国,紀号を観明する 買�ゅ2絣�4.スカウト精神 

(47ハイキングの計碑と実施 買�ゅB纈�Mキャンプでの珂旗掲揚 僣19.8.21 

ー引rハイキング｣のターゲットバッジを2つ修得 �(2日スカウト構机のターゲットJ{ツジを1つ離得 

タ-ゲットバッジ名:C1ハイ≠ング企iii 買�ゅB纈�ターゲットJ{ツジ名:A1メンバーシップ 僣19.8.22 

ターゲットバッジ名:C2読図 買�ゅB��b�(3日もかいJとrおきて｣の実践 僣20.4.13 

2.スカウト技能 �5.社会生活 

‖キャンピング｣のターゲットバッジを1つ修得 儁r社会生活Jのターゲットバッジを一つ鯵得 

ターゲットバッジ名:E5ロープ結びlH18.4.9 刄^ーゲットバッジ名:68ガイド 僣19.12.13 

(2日追軌のターゲットバッジを1つ修得 �6.マスターバッジを2つ鯵得 

ターゲットバッジ名:D1概鰹 買�ゅB��b�マスターバッジ名:A1メンバーシップ 僣19.日.13 

f3)rT換｣のターゲットJ{ツジを1つ修得 刄}スターバッジ名:E4燃料 僣20.4.ー3 

ターゲットJ{ツジ名:FTスカウトソングlH18.4.23 �7.班義金義の 俛�)9?ｦﾈﾜY.�3Xﾈ竰�H20.427 

3.義貞と発達 剩ﾇ長余儀の義長のサインt.Ar 

Mー儀廉と発達Jのターゲットバッジを1つ修得 � 

ターゲットバッジ名:B3水泳 買�ゅB驀��千 �,ﾉ�ﾈ,��;�+X+ﾘ5��ｸ5�6(6x�ﾇｸ685r�

▲スカウト精神 剩ﾔ号 冖ﾈ��年月日 

(1日スカウト精神｣のターゲットJ{ツジを1つ修得 僂6 �4�8ｨ4x986X�ｸ8ｨ984��H18.4.23 

ターゲット/{ツジ名:A2素点 買�r��"�#b�A4 佰ij��H19.ll.13 

(2日ちかいjとrおきてjの意味 買�ゅ��#"�G7 �8ｨ5H484�8ｲ�Ht9.ll.20 

5.社食生藩 �63 仗�x��襯ﾒ�H20.ll.16 

Mr社会生活｣のターゲットバッジを1つ修得 僞7 �4ﾈ88987h7ﾘ6ﾈ5x8�986tﾒ�H20.ll.23 

ターゲットバッジ名:61自然愛撫 買�ゅR�2� �� 

6.マスター/{ツジを1つ鯵得 � �� 

マスターJ{ツジ名:C2幾何 這CゅR�2� �� 

7.班員食義の腰tE日義傭3ケ月I 買�ゅR�2� �� 

波長会義の義兵のサインIサイン � �� 

鯵得した技能霊 � �� 

名称年月日 俟ﾈﾛ欝�kﾂ� �� 

茶遭霊､H20.7.14 ��ｸ�ｸ����� �� 

自転霊書目20.8.3 ��(�(�ｸ�ｲ� �� 
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(3枚目)

1 ､習得年月日の記載は､日付は和暦で､ HO〇年0月0日と記入する｡

2､班長会議の認証日も和暦で､ HO〇年〇月〇日と記入する｡議長のサイン欄は･サインとし

印鑑は使用しない｡

3､必修項目修得は､前の級の進級年月日以降､次の級の進級項目を取得することが望ましい｡

4､ ｢その他に修得したターゲットバッジ｣は取得日順に記入する｡

5､技能章の取得年月日は､東京連盟証認日とする｡

6､その他に修得したマスターバッジについては､ rその他に修得したターゲットバッジ｣欄にrM｣として

取得日順に記入する｡
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隊長評価及び推薦
平成21年　7月12日

東京君はリーダーシップに俵れ､班長の時はもと
より､上級班長になってからはよりその能力を　　住所　東京都千代田区外神田1 -2-3
発揮しています｡技能も､菊スカウトに相応しい　電話　03-0123-4567
レベルに達しております｡　　　　　　　　　　　氏名　△△　△△△

よって東京君を､菊スカウトに推薦します｡　　　　　　　　　　　　　　　　⑳

団委員長推薦
平成21年　7月19日

指導力と判断能力が優れています｡後輩の世話を
良くみて､後輩からも信頼が厚いスカウトです｡　住所　東京都千代田区内神田3-2-1
知力､体力とバランスが取れている､東京太郎君　電話　03-0987-6543
を菊スカウトに推薦します｡　　　　　　　　　氏名　ロロ　ロロ

⑳

田面接日:平成21年　7月19日　　場所: ○○小学校　会議室

菊スカウトに認証します｡

也

区

評

価

証

平成21年　7月28日

担当制コミッショナー　○○　ロロ　　㊥

菊スカウトに認証します｡
平成21年　7月28日

地区コミッショナー　　△△　○○　⑳

菊スカウトに琵証します｡
平成21年　7月28日

地区進歩季長長　　　　□□　△△　⑳

菊スカウトに認証します｡
平成21年　7月28日

地区重点長　　　　　○○　△△　　⑳

菊スカウトに認証します｡
平成21年　7月28日

地区協叢会長　　　　△△　ロロ　　　㊥

県連に発送 面　　接　　垂　　鼻　　　氏　　名

第一地区
受付印

H21年7月20日 年　月　日

00　ロロ △△　00 ロロ　△△

00　△△

NO.09005

隻 県連里長だ狂喜発行･発送 伝　　　　達　　　　授　　　　与

平成　　　年　　　月　　　日

場所:

年　月　日 年　月　日
葡章昏征番号

4

地
区
処
理



(4枚目)

1 ､墜量評価及び進義

推薦月日は2枚目の用紙がすべて認定された後の日付とする｡

評価雌薦文は具体的に記入し･量匪坦P君を菊カウトに推乱ます｡止書迦鑑

住所､電話､氏名は隊長が自筆で記入･捺印すること0

2､旦蔓鼻長進憂

国面接日は隊長推薦日より後の日付･団委員長の推薦日は団面接の後の日付とすること｡

琵霊慧慧慧慧欝
3､団面接日

場所は時間が経過しても判るように記入すること｡

4､地区評恥認証(地区担当役員が紀入)

地区評価･認証欄は自筆でr菊スカウトに認証します止し･記名･捺印のこと｡

日付は､地区面接日とします｡

5､面接委員氏名

各自自筆で記入のこと｡

6､地区処理

受付は､地区進歩委員長印･日付･地区受付番号を入れるo

県連に発送は､地区進歩委員長の印(ゴム印でも可) ｡日付は･東京連盟発送日｡

以上

平成19年1 1月30日補正

平成19年12月　2日補正

平成20年1 1月25日補正

平成21年1 1月24日補正

平成23年1 1月21日補正

･4-


