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※	この⼿引きはデンリーダー⽤です。不公平が⽣じないよう、スカ

ウトには⾒られないようお願い致します。 
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１、	はじめに 

 

 このデンリーダーの⼿引きでは、県カブラリーに参加頂くに際して、どのような準備等が組

集会で必要となるかを説明していきます。はじめに、当⽇の概要、スケジュールについて説明

し、その後にプログラム、セレモニーの概要を記載しています。それをふまえた上で、事前組

集会で実施していただきたい内容を検討いただきたく思います。 

 今回のカブラリーはただ参加するだけではなく、カブスカウト活動の原則に基づいて、組集

会を積み重ねていただき、その成果を発揮して励ましの場と捉えていただきたく思います。そ

のためにも、この⼿引きを熟読いただき充実した組集会を実施していただければ幸いです。 

 隊⻑ハンドブックにはデンリーダーの仕事は組の運営責任者であるとあります。デンリーダ

ーの皆様の組集会への準備・熱意がスカウト達のやる気・成績につながってくることと思いま

す。何か不安な点があれば、遠慮せずに隊⻑にご相談下さい。隊⻑はラウンドテーブル等で⼊

⼿した情報も交えながら、あなたにアドバイスを⾏ってくれるはずです。 

 当⽇、スカウト達が⽣き⽣きとした笑顔の元、参加いただけるのを楽しみにしております。 

 

２、	⼤会概要 

 

テーマ ： 「ジャングル・ブック」 〜ウルフ・カブのチャレンジ〜 

⽇ 時 ： 平成２８年１１⽉６⽇ １０時〜１５時 

主会場 ： 須磨海浜公園・須磨浦公園・及び周辺地域 

 

 ⼤会テーマはカブスカウトのモチーフともなっている「ジャングル・ブック」とします。 

想定は「⻑⽼のアケイラから県内のカブスカウト達を集めて⼤集会を⾏うという招待状がやっ

てきた。様々なチャレンジをしてアケイラに⼤集会で認めてもらうべく頑張ろう」というシナ

リオとなっています。⼦供達が表彰を⽬指して頑張れるよう⽀援をお願いいたします。 

当⽇のスケジュールについては下記の通りとなります。 
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時間 場所 内容 備考 

10:00 各ポイント ポイント開設 

ポイントラリー開始 

受付は最初に訪れるポイン

トで⾏います。 

駅からの近さ等で混雑する

可能性もあります。 

  各組ことに昼⾷  

13:00 各ポイント ポイント閉鎖 ⼀部式典会場から遠いポイ

ントは 12 時〆切とします。 

13:30 須磨海岸 

（式典会場） 

参加者集合 

 

 

14:00 同上 式典開始  

15:00  解散 スカウト精神から公園、砂浜

のクリーン作戦をして頂け

ればと思います。 

 

 

３、	プログラムについて 

 

・	 プログラム概要 

 今回のカブラリーのプログラムでは、アケイラから招待された集会の場所へ⾏くまでに

様々なチャレンジをしてアケイラに認めてもらおうという想定で実施します。会場周辺に１

０ヶ所のポイントを設置いたしますので、それを⾃由に回っていただき、各ポイントで出さ

れた指⽰を⾏い、得点をあつめるというものとなります。 

 各ポイントには参加点とプログラム点があります。参加点はそのポイントへ⾏き、プログ

ラムに参加することでそのポイントがもらえます。このポイントは場所の式典会場からの遠

近、事前準備が必要か否か、スカウトスキルが必要な否か等を考慮して決定されています。

プログラム点はそのポイントで実施されたプログラムの成績によって、最⾼１０点として点

数が付与されます。例えば、ポイント「うたで⼼をひとつに！」ですと、参加点６点ですの

で成績によって、６点から１６点の得点を得ることができます。各ポイントの参加点につい

ては各ポイント詳細で記載します。 

 また、ボーナスポイントとしては、会場周辺をうろついているシェア・カーンを⾒つけて
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スタンプをもらえると 3 点がもらえます。 

 

・	 参加者の動き 

各隊集合。各組、最初のポイントを⽬指す。 

→10 時以降より各ポイントにて参加受付。 

→各ポイントでプログラムに参加・終了後別ポイントへ移動しプログラムに参加を繰り返す。 

※	 公平を期すため、参加受け付け後は解散までの間、⾞での移動は禁⽌とします。 

※	 途中、適宜昼⾷とします。 

→１３時３０分までに須磨海浜公園到着。記念式典が始まるまで待機。 

 

・	 各組準備物 

お⾯（⼀⼈１つ） 

組名刺（各組 10 枚程度） 

バインダー（ポイント⽤紙や地図はさむ⽤） 

以下、事前に配布いたします。当⽇忘れないようお願い致します。 

地図 

ポイント集計⽤紙 

⼤会参加章 

 

・	 表彰 

表彰については下記の組をセレモニーにて発表し、表彰する。 

各ポイントの最優秀組（同点の場合はタイム等を勘案する。） 

総合優秀組（１位〜１０位。３位以上については前に出て表彰を受ける。） 
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・	 各ポイント詳細 

 
プログラム名 場所 内容 参加点 

A カブ(狼)のモーグリを探し出しスケッチせよ！ 
須磨浦公園 

ウルフカブ像 
スケッチ 4 

B ジャングルの花草たち 須磨離宮公園 
ネイチャー 

ビンゴ 
6 

C バルーとモーグリの以⼼伝⼼ 須磨海浜公園 
ジェスチャー 

ゲーム 
2 

D 冷たいねぐらからモーグリを取り返せ！ 下中島公園 ロープ 6 

E ジャングルのフルーツをいただこう！ JR 須磨駅南側海岸 キムス 2 

F 
カーン(⻁)がもうすぐジャングルに帰ってくる、

モーグリと逃げて！ 
須磨海浜公園 計測 6 

G うたで⼼をひとつに！ 天井川公園 ソング 6 

H 
モーグリのサインを辿り、 

ジャングルの冒険に出よう！ 

須磨浦公園〜 

鉢伏⼭上 
追跡サイン 20 

I ジャングルにおいを探せ 須磨寺 五感ゲーム 4 

J カーになってモーグリを助けよう！ 須磨浦公園 暗夜⾏路 4 

ボーナス：会場エリアをうろうろしているシェア・カーンを⾒つけ、スタンプをもらう。 3 

 
※各ポイントの詳細な場所につきましては１５ページの地図に記載しております。ご参照くだ

さい。 
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(A) ポイント名称：カブ(狼)のモーグリを探し出しスケッチせよ！ 

内容    ：スケッチ 

想定    ：ウルフカブ像の横でジャングル・ブックの仲間たちと⼀緒に森に探検に⾏こう 

想定時間  ：⼀組 20 分 

ルール   ：最低 4 ⼈で参加し、１枚の絵をみんなでまわし書きして完成させる。 

得点    ：スケッチにかかった時間、および何周まわし書きしたかで得点を決める。 

       ⾊を塗る際の⾊の数も評価に加える。 

組準備物  ：⾊鉛筆、画⽤紙 

ハンディ  ：５名以上の組は１⼈につきタイムから１０秒マイナスする。 

 

(B) ポイント名称：ジャングルの花草たち 

内容    ：ネイチャービンゴ 

想定    ：ジャングルを探検し植物をたくさんみつけよう。 

想定時間  ：⼀組 20 分 

ルール   ：ビンゴカードに書かれた植物を探し出す。 

得点    ：多くの植物を⾒つけると⾼得点。全問正解でボーナス点あり。 

進歩    ：チャレンジ章「⾃然観察官」に挑戦が可能 

備考    ：須磨離宮公園の⼊場料については無料となる予定です 

 

(C) ポイント名称：バルーとモーグリの以⼼伝⼼ 

内容    ：ジェスチャーゲーム 

想定    ：⾝振り・⼿振りを使⽤し、バルーからモーグリまでお題を伝えよう。 

想定時間  ：５分（お題により時間変更あり） 

ルール   ：最低参加⼈数は４名とする。 

       声を⼀切出さずに、⾝振り⼿振りでお題を伝える。 

得点    ：得点は、時間と正解数により決める。 

ハンディ  ：５名以上の組は１⼈につきタイムから１０秒マイナスする。 

 

(D) ポイント名称：冷たいねぐらからモーグリを取り返せ！ 

内容    ：爆弾処理班 

想定    ：なかまのモーグリがバンダローグにさらわれた！ 

       きみたちはバンダローグを起こさないように、冷たいねぐらからなかまの 
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       モーグリをとりかえすんだ。 

       バンダローグは冷たいねぐらのいたるところにいるぞ。気をつけて。 

想定時間  ：10 分 

ルール   ：バンダローグのペットボトルを倒さないように気を付けながらモーグリの 

       ペットボトルを陣地まで運ぶ。 

得点    ：バンダローグを倒すと減点。 

組準備物  ：カブロープ 

組集会準備 ：ロープワークの練習 

 

(E) ポイント名称：ジャングルのフルーツをいただこう！ 

内容    ：キムス 

想定    ：くまのバルーが教えてくれるジャングルのフルーツをたくさんおぼえる。 

想定時間  ：⼀組 10 分 

ルール   ：スタート地点からゴール地点までの間に、イラストが散らばっておかれている。 

       コースを１⽅向に移動して種類を記憶していく。 

       ゴール地点まで到達したら、解答⽤紙に記憶しているものを記⼊していく。 

       制限時間あり。 

得点    ：覚えている個数により判断 

 

(F) ポイント名称：カーン(⻁)がもうすぐジャングルに帰ってくる、モーグリと逃げて！ 

内容    ：計測（歩測） 

想定    ：スタート地点にシェアカーンがいる！ 

       捕まらないように距離を測りながら逃げよう。 

想定時間  ：10 分 

ルール   ：決められた区間を歩測する。スカウトは⼀列になり、各⾃歩測する。 

得点    ：誤差が少ないと⾼得点 

組集会準備 ：歩測の練習 

 

(G) ポイント名称：うたで⼼をひとつに！ 

内容    ：ソング 

想定    ：ハゲワシのディジィ，バジィ，ジィギィ，フラップスと歌を歌って仲良くなる 

想定時間  ：⼀組 10 分 
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ルール   ：曲（いつも元気、ジャングル探検隊、ジャングルブックのうた、 

     カブスカウトだ）のうち指定された曲を歌う。 

得点    ：聞き⼿の裁量で元気さを評価する。 

準備物   ：カブスカウト歌集（但し、⾒ながら歌うと減点） 

組集会準備 ：ソング練習 

       （いつも元気、ジャングル探検隊、ジャングルブックのうた、カブスカウトだ） 

       全曲、カブスカウト歌集に掲載されています。ご参照ください。 

 

(H) ポイント名称：モーグリのサインを辿り、ジャングルの冒険に出よう！ 

内容    ：追跡サイン 

想定    ：モーグリが残した追跡サインの意味を理解し、ジャングルの秘密を探る。 

想定時間  ：60 分 

ルール   ：受付からゴール地点までにある追跡サインを⾒つけ、意味を書く。 

得点    ：多くの追跡サインを⾒つけ、意味をかければ得点 

組集会準備 ：追跡サインを覚える 

閉鎖時間  ：このポイントは 12 時に受け付けを終了します。ご注意下さい。 

 

(I) ポイント名称：ジャングルにおいを探せ 

内容    ：嗅覚によるものあてゲーム  

想定    ：ジャングルの動物たちのように嗅覚を頼りに中に⼊っているものを当てよう 

想定時間  ：５分 

ルール   ：底に⾹りのするものを⼊れてあるフィルムケースの中⾝を当てる 

       （上から脱脂綿を被せて⾒えないようになっている） 

       スカウトは制限時間 2 分の間に何が⼊っているのか解答を⽤紙に記⼊する。 

得点    ：正解個数が多いと⾼得点 

 

(J) ポイント名称：カーに化けてモーグリを助けよう！ 

内容    ：暗夜⾏路 

想定    ：バンダローグにモーグリが連れ去られた！ 

       カーのように蛇になってモーグリを助けよう。 

想定時間  ：10 分 

ルール   ：最低参加⼈員４名 
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       スカウトは⼀列となり、前の⼈の肩をもつ。 

       最後尾以外のスカウトは⽬隠しをし、最後尾のスカウトは両肩を叩くと前へ 

       進め、右肩のみだと右へ曲がれ、左肩のみだと左へ曲がれという要領で 

       指⽰を出し、ゴールを⽬指す。 

       4 名未満の場合は受付で他の 4 ⼈未満の組が来るのを待ち、即席組で参加する。 

得点    ：早くゴールすると⾼得点 

ハンディ  ：５名以上の組は１⼈につきタイムから１０秒マイナスする。 

 

４、	セレモニーについて 

  

・	 セレモニー概要 

 今回のセレモニーでは参加スカウト全員でカブコールを実施し、県下に⼤勢のカブスカウ

トの仲間がいることをスカウトに体感してもらうことを⽬的としています。カブコールを実

施するにあたり⼤⼈数のため、ロックサークルを中⼼として組⻑が⼤輪になりその後⽅に組

員が並ぶ形とします。詳細については混乱を避けるため、事前に各組の配置をコミッショナ

ー経由で伝達致します。当⽇は案内に従って並んでいただきます。 

 隊指導者、デンリーダー、⾒学の保護者等につきましては、ロックサークル外の決まられ

た場所に集まっていただきますので、スカウトから離れることをご了承ください。式典が始

まる前にトイレ等に⾏かせてから整列させていただきますようお願いします。 

 

・	 式次第 

①	 カブコール 

②	 開式の⾔葉 

③	 国旗開き 

④	 ソング（旗揚げの歌、歌集 14 ページ） 

⑤	 さだめ唱和 

⑥	 連盟⻑式辞 

⑦	 来賓紹介 

⑧	 ⼤会参加章ワッペン 応募者表彰 

⑨	 ポイントラリー表彰 

⑩	 講評（県連盟コミッショナー） 
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⑪	 エール交換 

⑫	 ソング（ジャングルブックの歌、歌集 25 ページ） 

⑬	 国旗降納 

⑭	 閉式の⾔葉 

⑮	 解散 

 

５、	事前準備（組集会） 

 ポイントハイクで⼗分に成績を残すためにも、組集会での事前準備が重要となります。この

項では⼗分に事前準備ができるよう、組集会で実施して頂きたい内容を記載します。ここに記

載されている事項については確実に実施してから当⽇参加されますようお願い致します。 

 

・	 組集会で実施して頂く内容 

①	 ソング練習 →セレモニーで歌う２曲の練習 

②	 お⾯の作成 →全員の作成をお願いします 

③	 組名刺の作成 →最低１０枚程度は作成してください 

④	 ポイントラリールート決め →10 時から 13 時の３時間で昼⾷込みです。 

⑤	 ポイントラリーの準備 →スカウトスキルが必要なポイントは確実に練習して下さい。 

 

・	 組集会実施のためのエッセンス 

①	 ソング練習 

「旗揚げの歌」 歌集 １４ページ 

スカウトソング第 1 集「セレモニーの歌」 

「ジャングルブックの歌」 歌集 ２５ページ 

スカウトソング第 2 集「ボーイスカウトの歌・カブスカウトの歌」 

楽譜が読めない、CD 等の⾳源がないため練習できない場合は隊⻑に相談をして頂き練

習をお願い致します。 

 

②	 お⾯の作成 

 ⾃由ですが着⽤してポイントハイクを⾏うため、図のようなものを想定しています。

今回の想定はジャングルの動物達の⼤集会ですので想定に沿ったお⾯を作成して、当⽇

着⽤させてください。 
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③	 組名刺の作成  

 チャレンジ章の「友情」の⽂通につながるようにして下さい。サイズは 5.5×9.5cm

として下さい。サンプルを記載します。組員のうち誰かの住所を書いて、誰の住所かわ

かるようにしておいてください。枚数は最低１０枚程度は作成してください。 

当⽇はポイントでの待ち時間等に各⾃交換し、他スカウトとの友情を深めてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④	 ポイントラリールート決め 

 今回のポイントラリーでは１０箇所のポイントを⽤意しましたが、すべてのポイント

を制限時間内に回ることは不可能です。組内で相談して、地図を⾒ながら相談して頂き、

多くのポイントを獲得できるように作戦会議を実施して下さい。また、移動時間はポイ

〇〇地区〇〇第〇〇団カブ隊１組 

 

組長：兵庫一郎   

次長：兵庫二郎      

組員：兵庫三郎 

   兵庫四郎 

   兵庫五郎 住所 

イラスト 
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ントで待つことも考慮して⻑めに、また昼⾷の時間も考慮して下さい。それをふまえて、

13 時半には式典会場に到着できるよう計画をお願い致します。会場では、シェア・カ

ーンが巡回していますので、⾒つけられるように様々なポイントを回るようにスカウト

にご指導いただければと思います。 

 参考として、各ポイント及び移動時間の⽬安の⼊った作戦会議⽤の地図をご⽤意致し

ました。兵庫連盟ホームページからダウンロードできますので是⾮ご利⽤ください。ま

た、１５ページには各ポイントを円で⽰した住宅地図を添付致します。 

 

⑤	 ポイントラリーの準備 

 ４、プログラムについての中のポイント詳細でも記載していますが、いくつかのポイ

ントには事前に準備をしておかなければならないポイントが多数あります。他にも、各

ポイントを想定して練習して頂くのは⾃由です。優秀組を⽬指して、⼊念な準備をお願

い致します。 

 

・ 必ず事前準備が必要となるポイントとエッセンス 

 

※	 冷たいねぐらからモーグリを取り返せ！ → ロープワーク 

このポイントではロープを使ってペットボトルを運ぶことになります。シカスカウ

ト以上は確実に引き解け結びができることが望ましいでしょう。 

 

※	 カーン(⻁)がもうすぐジャングルに帰ってくる、モーグリと逃げて！ → 歩測 

このポイントでは決められた距離を歩測で測ることとなります。10m 以上の距離を

使って１歩が何 cm であるかの確認が必要です。スカウトの中には歩測を測るとな

ると急にいつもと違う歩き⽅をしようとする者もいるので指導が必要です。 

 

※	 うたで⼼をひとつに！ → ソング 

いつも元気、ジャングル探検隊、ジャングルブックのうた、カブスカウトだの４曲

の練習が必要となります。カブスカウトらしく、元気に歌うことが重要です。スカ

ウトソングらしく楽しく元気よく歌えるよう練習して下さい。歌集のページ番号を

記載いたします。 

いつも元気（歌集２０ページ）、ジャングル探検隊（歌集３５ページ） 

ジャングルブックのうた（歌集２５ページ）、カブスカウトだ（歌集１６ページ） 
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※	 モーグリのサインを辿り、ジャングルの冒険に出よう！ → 追跡サイン 

このポイントでは追跡サインを⾒つけ、意味を書く出す必要があります。絵を⾒て

覚えるだけでは飽きてしますので、実際にスカウト達に追跡サインを作らせてみる

のも良いかと思います。 

 

 上記の内容を実施して頂くために、カブラリーに向けて２回の組集会を実施する場合の組集会

企画の概要を下表にまとめました。参考にしていただき、組集会実施計画書を作成していただけ

ればと思います。すばらしい事前集会が実施できることをきたいしております。進歩については

回るポイントによりさらにチェックできる項⽬がありますので、ご確認下さい。 

⽴
案 

週 １週 ２週 

活動 

内容 

カブラリーの概要を知り、ポイント

ハイクの作戦会議を実施 

ポイントハイクに備えて練習の実施 

企
画 

実施 

事項 

●	 ソング練習 

●	 お⾯作成 

●	 ルート決め 

●	 ソング練習 

●	 名刺作り 

●	 各ポイント練習 

●	 交通機関利⽤マナー確認 

持ち物 
カブブック、歌集、筆記⽤具、ペン

等画材 

カブブック、歌集、筆記⽤具、ポイント

練習に必要な物 

進
歩 

チャレ

ンジ章 

５３：⾳楽家 

５８：演劇家 

１３：友情（準備） 

５３：⾳楽家 
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７、	  



 16 

６、	ジャングルブックあらすじ 

 今回のカブラリーに参加するにあたって、お時間があればジャングルブックの本、映画等を

⾒ていただき、ストーリーを知っておいていただきたく思います。しかし、そのような時間の

ないデンリーダーの⽅は、最低でもこれを⼀読いただき、物語の予習をいただければと思いま

す。これは１９６７年版のアニメをもとに記載しているため、他の作品とは若⼲違う可能性も

あります。 

 

①	 モーグリの旅⽴ち 

川のほとりで、⼈間の⾚ん坊を⾒つけた⿊豹のバギーラは、⾃分では育てられないからと、

ラマ＆ラクシャという オオカミ夫婦の群に預けました。１０年が経ち、モーグリと名付け

られた⾚ん坊は、すくすくと成⻑していました。しかし、ジャングルに 凶暴な⼈⾷いトラ、

シェア・カーンが戻ってきたという知らせが届きます。シェア・カーンは⼈間が⼤嫌いな為、

モーグリが危ないと考えた オオカミ達は、⻑⽼アケイラを中⼼に相談。モーグリを ⼈間

の村へと返す事を決意しました。そして、モーグリ をバギーラに預け、⼈間の村へと連れ

て⾏かせます。 

いやがるモーグリを連れながら、２⼈は⽊の上で⼀晩過ごすことにしました。しかし、蛇の

カーが現れ、催眠術を使ってモーグリを眠らせ殺そうとしました。しかし、間⼀髪で 眠り

から覚めたバギーラに助けられました。 

 

②	 バルーとの出会いと誘拐 

ジャングルに残りたいモーグリは、⾃分のしたいようにすると決意して仲良くなった熊のバ

ルーと遊び始めます。そこへ サルの⼤群が現れ、モーグリを誘拐してしまいます。モーグ

リは、サルの王キング・ルイのもとへと連れてこられました。⽕の作り⽅を知りたかったキ

ング・ルイでしたが、まだ⼦供のモーグリには解りませんでした。サルの⼤騒ぎに乗じて、

再び モーグリは、バギーラとバルーに助けられました。 

 

③	 シェア・カーンとの対決 

モーグリを⾃分の⼦供にしたかったバルーですが、サルの事件を受けて、モーグリの安全の

ために バギーラと共に、⼈間の村に返そうとします。しかし、２⼈の会話を盗み聞きした

モーグリは、ジャングルの中へと逃げてしまいます。しかし、⼀⼈で歩き回っていると、ハ

ゲタカの巣に迷い込み、⼈⾷い⻁のシェア・カーンに⾒つかってしまいました。そこへ、バ
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ルーがモーグリを助けるために駆けつけますが、バルーは凶暴なシェア・カーンにやられて

しまいました。 

モーグリを殺そうとするシェア・カーンですが、その時、⽊に雷が落ち、⽕がおこりました。

モーグリは、ハゲタカの協⼒を得ながら、⽕のついた枝を、シェア・カーンのしっぽに巻き

付けます。 

 

 

＜主な登場キャラクター＞ 

モーグリ  

⿊髪の⼈間の少年。⽣まれてまもなくバギーラに拾われ､オオカミに育てられる。 

バギーラ  

⾚ん坊のモーグリを拾った⿊ヒョウ。モーグリを⼈間の村へ返そうとする。  

バルー  

楽観的で能天気なマレーグマ。バギーラの提案に最初は反対するものの、モーグリのためを思

い、村へ返そうとする。 

シェア・カーン  

モーグリの命を狙うベンガルトラ。その強さと凶暴さからジャングルの動物たちに恐れられて

いるが、⽕と銃声を嫌う。 

カー  

⽬から発する催眠術が使えるインドニシキヘビ。 

モーグリを狙って、⾷べようとたくらんでいる。 

キング・ルーイ  

ジャングルのサルの王をつとめるオランウータン。⼈間になるのが望みで、バナナと引き換え

に ⽕の使い⽅をモーグリに教わろうとする。 

アケイラ  

ジャングルのインドオオカミの⻑⽼ 

ラマ＆ラクシャ 

⾚ん坊のモーグリを育てた 優しい⼦供好きの狼の夫婦。 

雄のインドオオカミの名前が「ラマ」、雌のインドオオカミの名前が「ラクシャ」 
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７、アケイラからの招待状 

 今回のカブラリーの想定をスカウト達に知ってもらい、ストーリーに⼊り込んでもらうために

アケイラからの招待状を⽤意しました。隊⻑宛のお⼿紙としておりますので、隊⻑からスカウ

ト達に紹介があるかと思います。スカウト達のモチベーションが上がるようにデンリーダーの

皆様も盛り上げていただきたく思います。 
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