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ガールスカウトは
少女と女性の視点に立って、より幸せな社会と未来の実現を目指し、
リーダーシップを発揮できる人材を育成するとともに、
社会に変化をもたらすチェンジエージェントとして行動します。

2020年、
日本のガールスカウト運動は
100周年を迎えます。

公益社団法人ガールスカウト日本連盟

59万人
これは2016年度にガールスカウトの活動
を伝えた人の数です。ガールスカウトは
「社会とつながる」ことを意識し、地域の
人々と共に、よりよい社会にするための
チャレンジをしています。本書では、
ガールスカウトの活動、ユニークなプロ
グラム、企業や団体との連携など2016
年度の取り組みをご報告します。

公益社団法人
ガールスカウト日本連盟

Facebook

LINE
ID「@girlscoutsofjapan」、
「ガールスカウト」で検索

KIZUNA Line
防災・減災
プロジェクト

〒151-0066 東京都渋谷区西原1丁目40番3号
TEL.03-3460-0701　FAX.03-3460-8383
E-mail：gsj@girlscout.or.jp
URL：www.girlscout.or.jp

ガールスカウト 検索

Twitter

メールマガジン

Stop the Violence
キャンペーン

少女に対する暴力をなくそう

月2回（第2・4火曜日）の定期発行

地域で体験プログラムを提供
全国各地のイベントで、地域行政や他団体と連携し、
ガールスカウトの教育プログラムを生かした「体験
ブース」を出展しています。2016年度はおよそ6万
人が一緒に活動。今後さらに拡大していきます。

思春期の心やからだについて知る
ワコール「ツボミスクール」
少女たちが思春期の心やからだを正しく理解し、健康で美しい女性
になってほしいという（株）ワコールの取り組みに、ガールスカウト
（小学4年～中学生）と、母親、リーダーも参加しています。

より幸せな社会を実現する活動

日本のガールスカウト運動 100周年記念事業の取り組み

防災・減災への取り組み 「めざせ防災マイスター」
ガールスカウトは2016年に防災・減災教育の促進をめざして「防災
マイスタープログラム」を開始しました。防ぎようのない天災に対し、
そのときどう行動できるか、日頃から備えることが大切です。全国の
ガールスカウトがアクティビティ集（教材）を活用し、体験しながら防
災の知識とスキルを身につけ、身の周りの人に伝えます。

ピースプロジェクト
Greener×GreenerⅡ
私たちが住んでいる地域の環境を知り、
よりよい環境になるような活動に取り組
んでいます。2016年度は一般の方を含
む45,836人が一緒に活動しました。

大好きなわたし ～Free Being Me～
メディアや友達などから受ける一面的な美しさの
イメージにとらわれず、自分の良いところに気づ
き、可能性を伸ばすことを目的としたプログラム
に取り組んでいます。
※ガールガイド・ガールスカウト世界連盟と
　DOVE（ダヴ）が協同開発したプログラムです。

全国で一斉に「ありがとうの輪」
5月22日の「ガールスカウトの日」に、全国の
ガールスカウトが一斉に地域に役立つ活動を
しました。たくさんの人とつながり、「ありがと
う」の輪を広げていきました。

コミュニティでアクション！
少女と女性の視点に立ち、社会を良くする「プロジェクト」を全国
で実行する「コミュニティアクション　チャレンジ100」が始まりま
した。ガールスカウトで培った「チカラ」を使い、一丸となって社
会的課題に取り組み、行動をおこします。2016年度は26件のプ
ロジェクトがエントリーされ、2件が実行されました。2020年に
向けて毎年100以上のプロジェクトを完了し、
社会に変化をもたらすことを目指します。

三角巾を使った救急法の練習

2020年、日本のガールスカウト運動は100週年を迎えます。



全国から集まった仲間とキャンプ
戸隠ガールスカウトセンター

（長野県）でおこなわれた高
校生の「全国キャンプ」は、
30人単位のユニットで活動
することでコミュニケーショ
ン力を身につけること、そし
てキャンプ生活の運営に主
体的に関わり、問題解決力
を養うことを目指しました。

プロジェクトマネジメントの手法を学ぶ
取り組み
課題発見・解決力を高めるため、プロジェクトマネジメント
のトレイニングを全国で展開しました。ワークショップを通
して、高校生年代の少女たちが社会の一員として「自ら考
え行動する」ための実践的な力を身につけています。

Stop the Violence（STV）キャンペーン
～みんなでつくる 差別と暴力のない世界～
人権を尊重する考え方を身につける教育プログラムの普及
を進めています。国際ガールズ・デーにはSNSを活用して

「人は性別による固定観念にとらわれず可能性を伸ばすこ
とができる」というメッセージを伝えました。
また、内閣府男女共同参画局「女性に対する暴力をなくす
運動」のパープルライトアップへの参加の呼びかけや、認
定NPO法人エンパワメントかながわと協力し「デートDV」
に関する取り組みをしています。

ミャンマー・フレンドシップ・プロジェクト2016
ミャンマーと日本のガールスカウトが国
際キャンプをおこないました。
民主化により活動を再開したばかりの
ミャンマー連盟に日本のガールスカウ
ト活動を伝え、農村部では歯磨きや手
洗いの衛生指導をするなど、国境を越
えて共に活動しました。
※本事業は（一社）東京倶楽部の助成を受けて実施しました。

社会に変化をもたらす活動

VOICES AGAINST VIOLENCE（VAV）プログラム指導者研修会
人権を尊重し、ジェンダーの平等について学ぶ参加型プロ
グラムを実施できる指導者を育成しています。研修では日
常生活に潜んでいる差別や暴力に気づくワークショップを
おこない、家庭内暴力やセクシャルハラスメントなどにつ
いて人権という視点で考えます。全国11カ所で研修会を
実施し、ガールスカウト会員外も含めた219人の指導者が
誕生しました。ガールガイド・ガールスカウト世界連盟と
UN Women が協同開発した教材を用いています。

小池都知事を訪問
元ガールスカウト会員である小池
百合子都知事を、当時の指導者
だった方とともに日本連盟会長た
ちが訪問しました。ガールスカウト
のスカーフを身に付けて出迎えて
くださった都知事に、2020年日本
のガールスカウト運動100周年に
向けた計画の説明やオリンピック・
パラリンピック参画への意気込み
を表明しました。

『子どもの保護と安全に関する
成人会員ガイドライン』
ガールスカウト日本連盟は、子どもの命と心を守るた
めの大事な方針を設けています。活動にかかわる成人
は毎年ガイドラインを確認する場を設け、安全の確保や
人権の尊重への理解を深めるよう働きかけています。

指導者の育成とスキルアップ
ガールスカウトは、大人の女性もいきいきと活動し、スキルアップしています。

リーダーシップを発揮できる人材の育成

海外への
ユースの派遣
社会によりよい変化をもたらすために、若者の力と資質
を伸ばす国際的なセミナーに会員を派遣しています。
ガールガイド・ガールスカウト世界連盟主催
リーダーシップを培うワークショップ：6月（ガーナ）
持続可能な世界を作るためのワークショップ：3月（スイス）

ユースチャレンジプログラム
社会で求められるスキルを仲間と共に学びあうワーク
ショップを全国で展開しています。ユース年代自身が
企画・実施・参加・評価する活動を、日本連盟がバッ
クアップし、マネジメント力、ファシリテーション力を
養う機会を提供しています。

歩く国際協力で途上国の少女の生活を伝える
（公財）ケア・インターナショナル 
ジャパンが主催するキャンペーン

「Walk in Her Shoes」で、全国の
ガールスカウト（高校生年代）
29人がジュニア・アンバサダー
として活躍。途上国で水汲みの
仕事をしている少女の大変さを
体感し、地域で多くの人に伝え
る活動をしました。

イベントで、ESDと
持続可能な開発目標SDGsを伝える取り組み

「エコライフフェア」「グリーンチャレンジデー」では、ESD活
動支援センターのブーススタッフとして「地球のために私たち
ができること」を、来場者およそ750人と一緒に考えました。

街の防災と安全の課題を見つける
小学生が自分の暮らす街を歩き、防災と安全の面から
課題をマップに可視化する（一社）日本損害保険協会
の「小学生のぼうさい探検隊マップコンクール」に参加
し、コミュニティの一員としての意識を高めました。

高校生シンポジウムで実行委員として活躍
8月に開催されたバイエル
薬品（株）の「カラダのミカタ
高校生シンポジウム」では、
都内の高校生と共にガール
スカウト14人も実行委員と
して企画運営に関わりまし
た。女性も男性も共に互い
の「カラダ」のことを知るこ
との大切さを伝えるシンポ
ジウムとなりました。

写真提供：（公財）ケア・インターナショナル ジャパン
審査員特別賞受賞（神奈川県第53団）

国連会議でのスピーチ
5月に韓国で開催された国連NGO会議では、世界のガールスカ
ウトを代表して日本のユースがスピーチをおこないました。全て
の人の人権尊重について学ぶ「VOICES AGAINST VIOLENCE 

（VAV）プログラム」と「持続可能な開発目標（SDG）5：ジェン
ダーの平等に関わる取り組み」について発表し、コミュニティに
変化を起こすのは「私たち自身」だと訴えました。

※本事業は「子どもゆめ基金」の
　助成を受けて実施しました。

2016年度の主な活動・取り組み

国内47都道府県に4万人、
世界146の国と地域に
1千万人の仲間がいます。

国内47都道府県に4万人、
世界146の国と地域に
1千万人の仲間がいます。

ガールスカウトは少女と若い女性に、年代に応じたさまざまな
体験プログラムを提供し、「自ら考え行動できる女性」「責任
ある世界市民」を育てています。他国のガールスカウトとの協
働プロジェクトやNGOや企業と連携するプログラム、地域の
団体などとパートナーシップを組むことで、よりグローバルな
視点を持って、地域に根付いた活動を展開しています。
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