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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

ガールスカウトの体験を伝えた人

49万人
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。ガールスカウトのユニークな
プログラム、企業や団体との連携など、2017年度の
主な活動をご報告します。

防災の知識とスキルを
身に付けたガールスカウト

6,278人

コミュニティを良くする
プロジェクトに主体的に
取り組んだガールスカウト

1,309人

養成したガールスカウト指導者

のべ2,025人

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

日本のガールスカウト運動 100周年事業の取り組み

全国で一斉に「ありがとうの輪」
5月22日「ガールスカウトの日」を中心に、全国のガールス
カウトがイベントを開催。ガールスカウトが普段おこなって
いる活動の一部を体験できるイベントをはじめ、さまざまな
活動で地域とつながり、ありがとうの輪を広げています。

全国のガールスカウトが、
少女と女性の視点で社会
に良い変化をもたらすプロ
ジェクト「コミュニティアク
ション チャレンジ100」に
取り組んでいます。ガール
スカウトで培った「チカラ」
を使って社会の課題に取り
組み、行動を起こします。
2017年は79件のプロジェ
クト計1,309人が、主体的
に取り組みを始めました。

2020年、日本のガールスカウト運動は100周年を迎えます。

地域の活動グループがSNSを使って活動を発信しています。

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
実施することができる指導者を育
成しています。ワークショップを通
して、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13カ所で研
修会を実施し、ガールスカウト会
員外も含めた241人の指導者が
誕生しました（累計742人）。
※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。

『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ガイ
ドラインを設けています。活動
に関わる成人は、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

日本連盟では地域の活動グループがおこなっている「ガール
スカウトの日」の活動や、夏におこなう野外でのアクティブな体
験活動、世界的な国際イベントの取り組みなどの写真を集約し
て表示する仕組みを使い、広く社会に情報を発信しています。

インターネットを活用した情報の発信

ガールスカウトは、大人の女性もいきいきと活動し、研鑽とスキルアップを重ねています。

Free Being Meプログラムを実施できる
トレイナーを養成　146人

コミュニティでアクションを起こそう！



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～
社会的性差（ジェンダー）に対して敏感になり、「一人ひとりの人権を尊
重する」という価値観の醸成と、人との関係の築き方を学ぶ教育プログ
ラム（Voices Against Violenceプログラム）の普及に取り組んでいます。

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。

Free Being Me
自分の外見に対する自
信のなさから、いろいろ
なことに挑戦できない
少女たちに、自分の良
いところに気づき、可能
性を伸ばすことを目指
すプログラムを提供して
います。また、少女を育てる大人にも自己肯
定感を高める取り組みを始めています。
※ガールガイド・ガールスカウト世界連盟とDOVE（ダヴ）が
　協働開発したプログラムです。

防災・減災への取り組み
「めざせ防災マイスター」

生活に役立つ技術を身に付け、身の回りの
物を工夫して使うことや仲間と協力して課題
を乗り越えることは、災害時に役立つ大きな
力となります。ガールスカウトでは2017年
度、6,278人が体験を通して防災の知識とス
キルについて学びました。

少女と女性の能力を伸ばし、リーダーシップを発揮する機会の提供

社会と連携してよりよい変化をもたらす活動

・全国5会場で中学生を対象に教育プログラムを実施。
・国際ガールズ･デーに、社会生活で感じるジェンダーに関する「モヤッとしたこと」をSNSで共有する「シャカモヤキャンペーン」を実施。（10月～12月）
・身近な生活の中に潜むジェンダーギャップに気づくためのワークショップAdd your voiceを4回開催。（11月～ 2月）
・国際女性デーに、メディア・恋愛・仕事等をテーマに「わたしらしく」生きるためのヒントを探すイベント「Add your voice Café」を開催（協力：

DOVE（ダヴ）、公益財団法人ジョイセフ）。
・デートDV防止スプリング・フォーラム（主催：NPO法人エンパワメントかながわ）に参加し、ユース年代のガールスカウトが発言。

全国から集まった高校生がキャンプを通して成長　高校生を対象にした3つのキャンプを開催しました。

審査員特別賞受賞（神奈川県第53団）

写真提供：Conobie

高校生シンポジウムに実行委員として活躍
「カラダのミカタ高校生シンポジウム（主催：バイエル薬品株式会社）」に、
ガールスカウト17人が実行委員として企画運営に関わり、女性の体について
知ることの大切さと、健康とキャリアプランについて考えたことを発信しました。
※共催：ガールスカウト日本連盟、慶應義塾大学SFC研究所　健康情報プラットフォーム・ラボ

国際的な研修を開催
Japan International Youth Event 2017
世界連盟から講師を招き、ファシリテーションとリー
ダーシップについて学ぶ研修会を戸隠ガールスカウト
センターで開催しました。外国からの参加者を含む
43人のユース年代のガールスカウトが英語で体験を
通して学び、これからの人生に必要とされるスキルを
身に付けました。

●TAKE ACTION FOR GIRLS CAMP（舎営）
自分の容姿にとらわれてしまうのはなぜかというこ
とを追及し、その原因になっている社会問題を解決
するために行動を起こす方法を学ぶと共に、同世
代へメッセージを発信しました（参加人数29人）。

●SPEAK OUT FOR GIRLS CAMP（舎営）
暴力や人権 (特にジェンダーとデートDV）について学び、メ
ディアリテラシーを身に付けるとともに、コミュニティの問題解決
に向けてプロジェクトを立ち上げました（参加者数24人）。

●GIRLS SURVIVAL CAMP（野営）
「生き抜く力」をテーマに、食料・水・テン
トなどの物理的な制限のある環境の中、
協力して創意工夫するキャンプをおこな
いました（参加人数30人）。

まち歩きを通して
地域の課題を見つける
小学生が町を歩き、防災と安全の面から課
題をマップに表現する「小学生のぼうさい
探検隊マップコンクール（主催：一般社団
法人日本損害保険協会） 」に参加し、地
域と関わる意識を育てています。

ピースプロジェクト
Greener × Greener Ⅱ

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
ンが主催する歩く国際協力「Walk in Her 
Shoes 2017」キャンペーンで、全国の高
校生年代のガールスカウト40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ました。

海外へユースを派遣
世界的課題を捉え、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
的なセミナーや会議に、ユース
年代の会員を派遣しています。

ガールガイド・ガールスカウト
世界連盟主催事業
・世界各国のガールスカウトの

代表者が集まる世界会議に2
人派遣：9月（インド）

・持続可能な世界をつくるため
のワークショップに2人派遣：
2月（スイス）

私たちが 住 ん
でいる地 域の
環境を知り、地
球を守る取り組
みをしています。

2017年度の主な活動・取り組み

国内47都道府県に4万人、
世界150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150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。NGOや企業と連携するプログ
ラムの実施や、地域の団体との連携など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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