
タイトル 機能強化訓練！！

活動の概要 アスレチックゲーム 活動のねらい ゲームを通じて、チームワーク醸成と身体能力の向上を図る。

集会日時 2021年11月21日（日） 集合：９時00分 解散：12時00分

集会場所 三河別院

木の葉章 生活（黄） 健康（赤） 自然（緑） 社会（青） 表現（橙）

もちもの

時　刻 担　当

8:00 隊長、副長

8:45 隊長、副長

9:00
前田副長

梅村副長

9:10 隊長

9:20 安井副長 基本動作、ソング
ゲーム準備

隊長、副長、補助者

9:50 隊長

10:00 隊長

11:00 隊長

11:45 隊長

12:00 リーダー全員

■救急箱：梅村副長 ■ゲーム備品：別紙に記載

■カメラ：香村さん、前田副長 ■ジュース、お菓子：二村副長

岡崎第８団ビーバー隊　集会計画書

活動の展開

活　動　内　容　 安全対策・注意事項・狙い

BVS隊　リーダーブリーフィング
注意点の共有など

消毒セット、検温準備

ビーバーセット、水筒、新聞紙

ゲーム備品準備

随時）トイレの確認、水分補給

スカウト同士の接近注意

ゲーム　【ステージ1】　開始

ゲーム　【ステージ2】　開始

スカウト集合

出席確認、ビーバーノート回収（前田副長）

健康確認、指手消毒（梅村副長）

集合前にトイレへ行かせる。

コロナウイルス＆熱中症対策

服装点検/持ち物確認

安全に活動するための注意事項
大輪

今日の集会の話

安全に活動するための注意事項

ゲーム　【導入】　ストーリー説明
随時）トイレの確認、水分補給

スカウト同士の接近注意

閉会セレモニー

次回の集会について

小枝章授与（対象者：二村光志郎）

大輪、木の葉章授与

打ち合わせ 今後の活動について

備考
小雨決行、雨天時は次週に延期（延期判断：土曜日午前）

準備品

岡崎市休日緊急当直医療機関 愛知県　救急医療情報システム

【BVS集会計画書】_211121_アスレチックゲーム.xlsx



アスレチックゲーム「鬼滅の刃　機能強化訓練」　計画書

導入 内容 鱗滝左近次からのメッセージとして、以下のストーリーを伝える。 準備品 場所 担当

炭治郎たちは、無限列車での激闘により負傷し、療養中である。 お面 本堂東側 奈倉

ところが、療養中に禰豆子の入る箱を、鬼達に盗まれてしまった。

そこで、君達には、禰豆子の箱を取り戻すために、鬼ヶ島に行ってもらいたいと思う。

但し、鬼ヶ島には、鬼舞辻󠄀無惨と上弦の鬼が住んでおり、非常に厳しい戦いになると思う。

そこで、君たちには機能強化訓練という、体力と感覚を向上させる訓練を行ってもらい、

合格したものだけが日輪刀を作って、鬼ヶ島に行くことができる。

鬼ヶ島に行き、鬼たちを倒して、禰豆子の箱を取り戻すのだ。

禰豆子の箱には、鬼たちが隠した宝物が入っていると聞いている。

それでは、君たちの健闘を祈る。

ステージ1 内容 機能強化訓練を行い、合格するとスタンプがもらえる。 準備品 場所 担当

すべて合格すると、刀を作って鬼退治に行くことが出来る。 訓練台帳、スタンプ 奈倉

訓練内容

・流れ

聴覚 キムス（音） ベニア板の裏側で、3種類の物を叩いた音を出す。

何を叩いたのか当てる

一斉に行い、みんなで相談して決める

ベニア板2枚

なべ、木、ペットボトル など

本堂西

北側

高橋副長

安井副長

前田副長
触覚 ブラインドタッチ 中が見えない箱の中に入っている3つの物を当てる

一人15秒ずつ行い、みんなで相談して決める

ブラインド箱

みかん、りんご、ぬいぐるみ

本堂西

南側

二村副長

越野さん
視覚 動的視力 ベニア板の間を飛んで行く5個の物を当てる

一斉に行い、みんなで相談して決める

ベニア板2枚

ノート、ボール、食器、

ロープ、ザック

本堂西

北側

高橋副長

安井副長

前田副長
嗅覚 キムス（匂い） 中が見えない紙コップに入っている3つの物を当てる

一人ずつ行い、みんなで相談して決める

紙コップ、アルミホイール、テープ

ねぎ、しょうゆ、酢

本堂西

南側

梅村副長

澤田さん
体力　その1 （アスレチック） ※最初に3種目の説明をして、手本を見せる

※一人ずつ一気に行う、落ちたら最初からやり直し
丸太渡り 丸太を渡る。 丸太1m×2本

（転がらないように固定）

石窯前 梅村副長

澤田さん
池渡り 横からの障害物をよけながら、

池（ブルーシート）に置いた石（段ボール）を渡る。

ブルーシート 大2枚

段ボール10枚

新聞紙、たこ糸、テープ

石窯前 高橋副長

安井副長

前田副長
川越え 川（ブルーシート）をジャンプして飛び越える

（3箇所、川の幅を変える）

ブルーシート 小3枚 石窯前 二村副長

越野さん
体力　その2 爆弾運搬

（丸太引き）

（爆弾に見立てた丸太を運び出す想定）

丸太を引っ張るロープが木に縛り付けられているので、

これをほどく

丸太を4人一組で引っ張り、安全地帯へ運ぶ

丸太2本、ロープ4本

（あらかじめ、丸太にロープ2本

を縛っておく）

パイロン6本

スカウト広場 全員

味覚 キムス（味覚）ラベルを隠したジュースを飲んで、果物を当てる

一人一本配布し、みんなで相談して決める

（休憩を兼ねる）

果汁ジュース 本堂西

南側

全員

ステージ2 内容 鬼退治を行い、禰豆子の箱を奪還する。 準備品 場所 担当

流れ 日輪刀作り 訓練に合格したので、日輪刀を作ることを許可する。 新聞紙、セロテープ 本堂西 奈倉

日輪刀の作り方を説明する（新聞2枚とセロテープのみで作る）

製作時間：3～5分

ルール説明 鬼ヶ島

（対戦エリ

ア）

パイロンで囲まれたエリアから出ないこと

エリアから出た場合、急激に体力を奪われてしまうの

で、休憩場所で待つ

復活OKの合図が出たら、戻ることができる

パイロン8本 本堂西 奈倉

鬼の特徴 鬼は、両手（手の甲）と背中にコブ（紙風船）が

付いている

紙風船、両面テープ

鬼の手のコブを斬るか割ると、手が使えなくなる

鬼の背中のコブを斬るか割ると、鬼は死ぬ

注意点 思いっきり強く叩いたりしないこと

（強過ぎた場合、風船が割れても襲われることがある

ので注意する）
コブを斬る時に、日輪刀以外（石や木の棒など）は

使わないこと
鬼は、君たちの帽子と刀を取ろうとするので、取られな

いように十分に注意すること
刀を取られた

場合

刀の里に戻って、刀を作り直して復活する ブルーシート 小1枚

（刀の里用）
帽子を取られ

た

急激に体力を奪われてしまうので、休憩場所で待つ

復活OKの合図が出たら、戻ることができる

ブルーシート 小1枚

（休憩場所用）
鬼を全員

倒したら

全ての鬼を退治して、箱を奪還する

中に入っている宝（お菓子）をみんなで山分けする
移動 到着後、鬼ヶ島（対戦エリア、刀の里、休憩場所）を具体的に説明 別院会館前

ゲーム開始 スカウト：対戦開始前に、チームで作戦を考える。 日輪刀 別院会館前 ←

鬼舞辻󠄀無惨：前田さん＞鬼のリーダーとして、箱を守る お面

上弦の鬼：高橋さん、安井さん、二村さん、梅村さん、 禰豆子の箱（袋入りお菓子入）

　　　　　　　越野さん、澤田さん　＞鬼舞辻󠄀を守りながら戦う

審判：奈倉、保護者



アスレチックゲーム「鬼滅の刃　機能強化訓練」　準備品

準備品 担当 備考

導入 お面（天狗） 香村さん 製作

ステージ1 訓練台帳（スタンプカード） 奈倉 製作

スタンプ 奈倉

聴覚 ベニア板2枚 ハウス

なべ ハウス

木 ハウス

ペットボトル 奈倉

視覚 ベニア板2枚 ハウス

ノート 奈倉

ボール 奈倉

食器 奈倉

ロープ 奈倉

ザック 奈倉

触覚 ブラインド箱 奈倉 製作

みかん 奈倉

りんご 奈倉

ぬいぐるみ 奈倉

嗅覚 ねぎ（紙コップ、テープ、アルミホイール） 奈倉 製作

しょうゆ（紙コップ、テープ、アルミホイール） 奈倉 製作

酢（紙コップ、テープ、アルミホイール） 奈倉 製作

丸太渡り 丸太1m×2本（転がらないように固定） ハウス

池渡り ブルーシート 大2枚 ハウス

段ボール10枚（飛び石の形にする） 各リーダー 製作

両面テープ 道具箱？

障害物（新聞紙、たこ糸、テープ） 奈倉 製作

川越え ブルーシート 小3枚 ハウス

丸太引き 丸太2本 ハウス

ロープ4本（あらかじめ、丸太に縛っておく） 奈倉

パイロン6本 ハウス

味覚 果汁100%ジュース　×10本以上 二村さん 購入

ステージ2 日輪刀 新聞紙 各自持参 始めに回収

セロテープ 道具箱？

対戦エリア パイロン8本 ハウス 丸太引きから移動

ブルーシート 小1枚 （刀の里用） ハウス 川越えから移動

ブルーシート 小1枚 （休憩場所用） ハウス

禰豆子の箱 香村さん

袋入りお菓子　×10人分以上 二村さん 購入

鬼の装備 紙風船　21個 奈倉 製作

両面テープ 道具箱？

お面（鬼） 香村さん

内容


