宗教章授与基準一覧
２０１９年５月１２日変更
（天理教 ： 授与基準の新設）
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神道章
＜神社本庁（昭和４２年７月１３日承認）＞
教化部教化課 全国神社スカウト協議会
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

http://outdoor.geocities.jp/jinja_scouts

登録完了の１級以上のボーイスカウト、ベンチャースカウト及びローバースカウトであること。
敬神生活の網領を暗誦でき、その主旨を理解すること。
本宗について説明できること。
自分の所属している神社について知ること。
御祭神名
由緒
祭日
おもなまつりの意味と行事について知ること。
のりとの奏読法と参拝作法ができること。
①祓詞
参拝詞
神棚拝詞
祖霊拝詞
②拝礼の作法ができること。
神社と地域社会のため奉仕すること。
敬神崇祖についての実践記録を提出すること。

＜黒住教（昭和５５年４月１日承認）＞
黒住教本部
1.
2.
3.
4.
5.

登録完了の１級以上のボーイスカウト、ベンチャースカウト及びローバースカウトであること。
黒住教でおまつりしているご祭神を知る。
ご訓誡七ケ条を奉唱し、その主旨について知る。
黒住教のみ教えの大要を知る。
「ご開運の祈り」と信心生活の実践につとめる。

＜日月教（昭和５５年１２月承認）＞ －削除－ 宗教活動中止・解散
（平成１２年１１月２７日付け教団からの文書連絡による）

＜天霊神霊研究所（平成１２年１１月１２日承認）＞ －削除－ 宗教活動中止・解散
（平成１８年１２月７日付け教団からの文書連絡による）
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仏教章
＜天台宗（昭和５２年４月承認）＞
天台宗務庁 天台宗スカウト連合協議会
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

登録完了の１級以上のボーイスカウト、ベンチャースカウト及びローバースカウトであること。
釈尊の伝記と教えについて述べること。
仏旗と仏教章の意義を知ること。
宗派の名、本山の寺号と所在地、本尊の御名、宗祖の御名を知ること。
宗祖の伝記について述べること。
宗の教義の概要を述べること。
礼拝作法を知り、実際に行いうること。
合掌の仕方
念珠の持ち方
焼香の仕方
仏壇の荘厳について
家庭勤行について
仏教讚歌を歌いうること。
仏教行事の意義をしること。
報恩感謝の生活への実践記録を提出すること。
宗派の信仰に基づき、地域社会及び寺院のために奉仕すること、又奉仕記録を提出すること。

＜浄土真宗本願寺派（昭和５２年４月承認）＞
浄土真宗本願寺派宗務所組織教化部 浄土真宗本願寺派スカウト指導者会
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

登録完了の１級以上のボーイスカウト、ベンチャースカウト及びローバースカウトであること。
釈尊の伝記と教えについて述べること。
仏旗と仏教章の意義を知ること。
宗派の名、本山の寺号と所在地、本尊の御名、宗祖の御名を知ること。
宗祖の伝記について述べること。
礼拝の作法を知り、実際に行えること
合掌の仕方
念珠の持ち方
焼香の仕方
仏壇の荘厳法を知ること。
家庭勤行のできること。
儀式に用いる仏教讃歌を歌えること。
仏教行事の意義を知ること。
修正会 涅槃会 彼岸会 花まつり 盆会 成道会 報恩講 その他
真宗教義の概要を述べること。
報恩感謝の生活への実践記録を提出すること。
真宗の信仰に基づき、地域社会及び寺院のために奉仕すること。

＜高野山真言宗（昭和５３年４月承認）＞
高野山真言宗スカウト連絡協議会
1.
2.
3.
4.

登録完了の１級以上のボーイスカウト、ベンチャースカウト及びローバースカウトであること。
釈尊の伝記と教えについて述べよ。
仏旗と仏教章の意義を知ること。
宗派の名、本山の寺号と所在地、本尊の御名、宗祖の御名を知ること。
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5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

宗祖の伝記について述べうること。
礼拝作法を知り、実際に行いうること。
合掌の仕方
念珠の持ち方
焼香の仕方
仏壇の荘厳法を知ること。
家庭勤行のできること。
仏教讃歌を歌えること。
仏教行事の意義を知ること。
修正会
涅槃会
彼岸会
正御影供
花まつり
宗祖降誕会 盆会
成道会
真言宗教義の概要を述べること。
報恩感謝の生活への実践記録を提出すること。
真言宗の信仰に基づき、地域社会及び寺院のために奉仕すること。

＜浄土宗（昭和５３年５月承認）＞
http://www.scout.jodo.or.jp
浄土宗宗務庁社会国際局 浄土宗スカウト連合協議会
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

登録完了の１級以上のボーイスカウト、ベンチャースカウト及びローバースカウトであること。
釈尊の伝記と教えについてのべうること。
仏旗と仏教章の意義を知ること。
宗派の名、本山の寺号と所在地、本尊の御名、宗祖の御名を知ること。
宗祖の伝記についてのべうること。
礼拝作法を知り、実際に行いうること。
合掌の仕方
念珠の持ち方
焼香の仕方
仏壇の荘厳法を知ること。
家庭勤行ができること。
儀式に用いる仏教讚歌が歌えること。
仏教行事の意義を知ること。
修正会 御忌会 涅槃会 彼岸会 宗祖降誕会 花まつり 盆会 成道会
浄土宗教義の概要をのべうること。
報恩感謝の生活への実践記録を提出すること。
浄土宗の信仰に基づき、地域社会及び寺院のために奉仕すること。

＜真宗大谷派 （昭和５３年５月承認）＞
真宗大谷派宗務所教育部 大谷スカウト連合協議会
1.
2.
3.
4.
5.
6.

登録完了の１級以上のボーイスカウト、ベンチャースカウト及びローバースカウトであること。
釈尊の伝記と教えについて述べうること。
仏旗と仏教章の意義を知ること。
宗派の名、本山の寺号と所在地、本尊の御名、宗祖の御名を知ること。
宗祖の伝記について述べうること。
礼拝の作法を知り実際に行ないうること。
合掌の仕方
念珠の持ち方
焼香の仕方
7. 仏壇の荘厳法を知ること。
8. 家庭勤行のできうること。
9. 儀式に用いる仏教讃歌を歌えること。
10. 仏教行事の意義を知ること。
修正会 涅槃会 彼岸会 宗祖降誕会 花まつり 盆会 成道会 報恩講
11. 真宗教義の概要を述べうること。
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12. 報恩感謝の生活への実践記録を提出すること。
13. 真宗の信仰に基づき、地域社会及び寺院のために奉仕すること。

＜本門仏立宗（昭和５３年８月８日承認）＞
本門仏立宗宗務本庁 本門仏立宗仏立スカウト連絡会
1.

登録完了の１級以上のボーイスカウト、ベンチャースカウト及びローバースカウトであること。
第一段階
2. 宗派の名、本山の寺号と所在地、本尊並びに三祖の名を知る。
3. 御看経の仕方、合掌の仕方、お数珠の持ち方を知り行える。
4. 御宝前のお給仕の仕方を知る。
5. 宗歌を歌える。
6. 家庭にての御看経（勤行）に勤め、その実践記録を提出できる。
7. お寺、お講参詣ができる。
8. 宗の信仰に基づき、地域社会及び寺院のため奉仕する。
9. 仏立宗と仏丸の意義意味を知る。
第二段階
1. 法要儀式の項目とその意義がわかる。
2. 妙講一座、如説修行抄の素読ができる。
第三段階
1. 簡単な釈尊の伝記と教えについて述べる。
2. 簡単な三祖の伝記について述べる。
3. 簡単な宗の教義とその概要を述べる。

＜臨済宗妙心寺派（昭和５４年１０月承認）＞
臨済宗妙心寺派宗務本所花園会本部
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

登録完了の１級以上のボーイスカウト、ベンチャースカウト及びローバースカウトであること。
釈尊の伝記とその教えを知ること。
禅宗（特に臨済禅）の特色とその歴史の概略を知ること。
宗派の概要を知ること。
宗派の名称
本山の山号・寺号
開山・開基及び所在地
御本尊の御名 経典
仏旗と仏教章の意義を知ること。
礼拝の作法が実際に行いうること。
合掌の仕方
念珠の扱い方
献灯・献香・献華茶湯の仕方
坐禅会へ参加すること。
経典類の読誦ができること。
生活信条
般若心経
坐禅和讃
仏教聖歌を歌い得ること。
われらのよるべ
三帰依
四弘誓願
初祖（達磨大師）、宗祖（臨済禅師）、開山（無相大師及び菩提寺開山）について述べ得ること。
仏教行事の意義を知ること。（いつか、何故行うか）
涅槃会
彼岸会
降誕会
盂蘭盆会
成道会
坐禅会の実践記録の提出
臨済宗の信仰と信念に基づき地域社会のために奉仕すること。
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＜真宗仏光寺派（昭和５５年１０月承認）＞
真宗仏光寺派スカウト協議会
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

登録完了の１級以上のボーイスカウト、ベンチャースカウト及びローバースカウトであること。
釈尊の伝記と教えについて知ること。
宗祖の伝記を知ること。
真宗の教義のあらましを知ること。
仏旗と仏教章の意味を知ること。
仏教行事と本山行事を知ること。
宗派の名、本山の寺号、所在地及び歴史のあらまし、本尊の御名、宗祖の御名、本山の建物について知
ること。
礼拝の作法、合掌の仕方、念珠のもち方、焼香の仕方を知り出来ること。
仏壇の荘厳法について知ること。
家庭勤行が出来ること。
仏教讃歌を歌えること。
信仰にもとづき地域社会に奉仕すること。
自分の生活の中に教えをどのように実践しているか記録を提出すること。

＜金剛禅総本山少林寺（昭和５６年３月承認）＞
金剛禅総本山少林寺
1.
2.
3.
4.
5.
6.

登録完了の１級以上のボーイスカウト、ベンチャースカウト及びローバースカウトであること。
金剛禅の歴史と教えを知ること。
金剛禅の宗教行事について知ること。
金剛禅の作法について知ること。
金剛禅の信仰に基づき、地域社会のために奉仕すること。
自分の生活の中に、金剛禅の教えをどのように実践しているか、記録を提出すること。

＜臨済宗南禅寺派（昭和５６年４月承認）＞
大本山南禅寺宗務本所
1.
2.
3.
4.
5.
6.

登録完了の１級以上のボーイスカウト、ベンチャースカウト及びローバースカウトであること。
自分の所属している教宗派の歴史と教えを知ること。
自分の属している教宗派の宗教行事について知ること。
礼拝の作法について知ること。
信仰に基づき、地域社会のために奉仕すること。
自分の生活の中に教えをどのように実践しているか記録を提出すること。

＜時宗（昭和５６年６月３０日承認）＞
時宗総本山清浄光寺 時宗宗務所
1.
2.
3.
4.
5.
6.

登録完了の１級以上のボーイスカウト、ベンチャースカウト及びローバースカウトであること。
自分の所属している教宗派の歴史と教えを知ること。
自分の所属している教宗派の宗教行事について知ること。
礼拝の作法について知ること。
信仰に基づき、地域社会のために奉仕すること。
自分の生活の中に教えをどのように実践しているか、記録を提出すること。
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＜立正佼成会（昭和５６年１２月承認）＞
立正佼成会青年本部 立正佼成会ボーイスカウト指導者協議会
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

登録完了の１級以上のボーイスカウト、ベンチャースカウト及びローバースカウトであること。
釈尊の伝記と教えを知ること。
立正佼成会の歩みと教義の概要を知ること。
仏教行事を知ること。
礼拝の作法を知り実際に行えること。
立正佼成会の信仰に基づき、地域社会のために奉仕すること。
日常生活の中における教えの実践記録を提出すること。

＜曹洞宗（昭和５６年承認、平成１６年１１月７日改訂）＞
曹洞宗宗務庁教化部布教課 曹洞宗スカウト協議会
1. 登録完了の１級以上のボーイスカウト、ベンチャースカウト及びローバースカウトであること。
2. 授与基準
（1）お釈迦さまの伝記と教えについて言えること。
（2）仏旗と宗教章の意義を知ること。
（3）曹洞宗の名、本山の寺号と所在地、本尊の御名、両祖の御名を知ること。
（4）曹洞宗の教義について、概要を言えること。
（5）両祖の伝記について言えること。
（6）曹洞宗行事の意義を知ること。
だいはんにゃえ

ア 大般若会
せじきえ

ねはんえ

イ 涅槃会
りょうそき

ひがんえ

ウ 彼岸会
だるまき

エ 花まつり
じょうどうえ

カ 施食会
キ 両祖忌
ク 達磨忌
ケ 成道会
（7）礼拝作法を知り、実際に行えること。
ア 合掌の仕方
イ 念珠の持ち方
ウ 焼香の仕方
（8）仏壇の荘厳法を知ること。

うらぼんえ

オ 盂蘭盆会
じゅかいえ

コ 授戒会

ごんぎょう

（9）家庭 勤 行 が行えること。
さんか

（10）仏教讃歌を歌えること。
（11）報恩感謝の生活への実践記録を提出すること。
（12）曹洞宗の教えに基き、地域社会及び宗門寺院の行事に奉仕しその奉仕記録を提出すること。

＜聖観音宗（昭和５７年２月承認）＞
聖観音宗宗務所庶務部 聖観音宗浅草寺スカウト協議会
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

登録完了の１級以上のボーイスカウト、ベンチャースカウト及びローバースカウトであること。
釈尊の伝記と教えを知ること。
聖観音宗の教義の概要を知ること。
浅草寺の歴史と仏教行事を知ること。
礼拝の作法を知り実際に行えること。
観音信仰に基づき、地域社会のために奉仕すること。
日常生活の中における教えの実践記録を提出すること。
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＜臨済宗方広寺派（昭和５７年１０月承認）＞
臨済宗大本山方廣寺
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

登録完了の1級以上のボーイスカウト、ベンチャースカウト及びローバースカウトであること。
釈尊の伝記と教えについて述べうること。
臨済宗方廣寺派の名、本山の山号・寺号と所在地、禅宗初粗・臨済宗祖・本派開祖の御名を知ること。
初粗、宗祖、開祖の略伝記について述べうること。
本派の教義の概略を述べうること。
仏旗と仏教章の意義を知ること。
仏教行事の意義を知ること。
修正会 涅槃会 彼岸会 開山忌 花まつり 盆会 達磨忌 成道会 その他
礼拝作法を知り、実際に行いうること。
合掌の仕方
念珠の持ち方
焼香の仕方
坐禅の仕方
仏壇の荘厳法を知ること。
家庭勤行ができうること。
儀式に用いる仏教讃歌を歌いうること。
本派の宗教実践に基づき、地域社会及び寺院のために奉仕すること。
報恩感謝の生活への実践記録を提出すること。

＜孝道教団（昭和５９年２月承認）＞
孝道山孝道教団法務部
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

http://www.kodosan.or.jp

登録完了の１級以上のボーイスカウト、ベンチャースカウト及びローバースカウトであること。
釈尊の伝記と教えを知る。
孝道教団の歴史と教えを知る。
孝道教団の宗教行事を知り参加する。
礼拝作法とご宝座の荘厳法を知り実践する。
信仰に基づく報恩感謝の生活を実践し地域社会に奉仕する。
自分の生活の中に教えをどのように実践しているか記録を提出する。

＜日蓮宗（昭和５９年９月承認、平成２０年１１月９日改正）＞
日蓮宗宗務院伝道局 日蓮宗スカウト連絡協議会
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

登録完了の１級以上のボーイスカウト、ベンチャースカウト及びローバースカウトであること。
以下の事柄について、教導職より話しを聞き、学ぶ。
① 釈尊の生涯
② 法華経の教え
③ 日蓮聖人の生涯
以下の事柄について、教導職より指導を受け、体験する。
① 仏前作法
② 読経（自我偈等）
③ 唱題行
自分の所属する寺院等の行事を調べ、参加する。
信仰に基づき、地域社会に奉仕する。
日常生活の中に、み教えをどう実践しているか記録を提出すること。
宗祖ゆかりの霊跡寺院のいずれかに参詣する。（祖山身延山久遠寺が望ましい）
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＜真宗高田派（昭和５９年１１月承認）＞
真宗高田派宗務院教学部
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

登録完了の１級以上のボーイスカウト、ベンチャースカウト及びローバースカウトであること。
釈尊の伝記と教えについて知ること。
仏旗と仏教章の意義を知ること。
宗派の名、本山の寺号と所在地及び歴史の概要、本尊の御名、宗祖の御名を知ること。
宗祖の伝記を知ること。
真宗教義の概要を知ること。
礼拝の作法を知り、実際に行えること。
合掌の仕方
念珠の持ち方
焼香の仕方
仏壇の荘厳法を知ること。
家庭勤行ができること。
仏教讃歌を歌えること。
仏教行事の意義を知ること。
修正会
報恩講
彼岸会
宗祖降誕会
花まつり
歓喜会
その他
自分の生活の中でどのように教えを実践しているか記録を提出すること。
真宗の信仰に基づき、地域社会及び寺院のために奉仕すること。

＜真言宗智山派（昭和６１年３月承認）＞
真言宗智山派宗務庁教化部教宣課
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

http://www.chisan.or.jp

登録完了の１級以上のボーイスカウト、ベンチャースカウト及びローバースカウトであること。
釈尊の教えと伝記を知ること。
弘法大師、興教大師の伝記を知ること。
真言宗の教義について知ること。
宗派の名、本山の寺号、所在地、歴史のあらまし、御本尊と弘法大師、興教大師の御宝号を知ること。
仏教章と仏旗の意味を知ること。
礼拝作法、合掌の仕方、念珠の持ち方、焼香の仕方を知り、実際に行えること。
仏教行事と本山行事を知ること。
①花まつり ②弘法大師・興教大師御誕生会 ③成道会 ④冬報恩講 ⑤春・秋彼岸会
うらぼんえ

9.
10.
11.
12.
13.

⑥盂蘭盆会 ⑦施餓鬼会 ⑧涅槃会 ⑨御影供 ⑩護摩供
仏壇の荘厳の仕方を知ること。
智山勤行式が読めること。
仏教讃歌が歌えること。
地域社会及び寺院のためにどのように奉仕したか記録し提出すること。
自分の生活の中に教えをどのように実践しているか記録し提出すること。

＜融通念佛宗（昭和６２年１２月１０日承認）＞
融通念佛宗宗務所
1.
2.
3.
4.
5.
6.

登録完了の１級以上のボーイスカウト、ベンチャースカウト及びローバースカウトであること。
釈尊の伝記と教えについて述べられること。
仏旗と仏教章の意義を知ること。
宗派の名、本山の寺号と所在地、本尊ならびに三祖の名がいえること。
宗祖の伝記について述べられること。
宗の教義の概要を述べられること。

8

7.
8.
9.
10.
11.
12.

礼拝の作法を知り、実際に行なえること。
仏壇のまつり方についての知識があること。
法華経寿量品偈頌と観経真身観文が読誦できること。
仏教行事の意義を知ること。（御回在、施餓鬼、彼岸会、十夜会等）
報恩感謝の生活への実践記録を提出すること。
融通念佛宗の信仰に基づき、地域社会及び寺院のために奉仕すること。

＜真言宗豊山派（昭和６３年３月８日承認）＞
真言宗豊山派宗務所
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

登録完了の１級以上のボーイスカウト、ベンチャースカウト及びローバースカウトであること。
釈尊の教えと、伝記について知ること。
弘法大師・興教大師の教えを知ること。
真言宗の教義について知ること。
宗派の名、本山の寺号、所在地、歴史のあらまし、御本尊と弘法大師、興教大師、専誉僧正の御宝号を
知ること。
仏旗と仏教章の意味を知ること。
礼拝の作法、合掌の仕方、念珠の持ち方、焼香の仕方を知り、実際に行えること。
仏教行事と本山行事を知ること。
花まつり 弘法大師
興教大師誕生会
専誉僧正
恩徳会
成道会涅槃会 興教大師陀羅尼会 春・秋彼岸会
仏壇の荘厳の仕方を知ること。
家庭勤行が出来ること。
仏教讃歌が歌えること。
発心式、法の灯を実修すること。
真言宗の信仰にもとづき、地域社会及び寺院のために奉仕すること。
自分の生活の中に教えをどのように実践しているかを記録し提出すること。

＜法華宗真門流（平成元年１２月２６日承認）＞
法華宗真門流宗務庁社会部 法華宗真門流スカウト連絡協議会
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

登録完了の１級以上のボーイスカウト、ベンチャースカウト及びローバースカウトであること。
釈尊の御教えを知ること。
法華経の教えを学び理解すること。
日蓮聖人の御生涯を学び御遺文を理解すること。
自我偈が読誦でき、唱題行を修得する。
仏前作法を知り、実行できること。
自分の所属する寺院等の行事の意味を理解し参加する。
本宗の信仰に基づき、地域社会に奉仕する。
日常生活の中に、み教えをどう実践しているか記録を提出すること。
御開山の御教え、おきてを理解し実行する。
総本山本隆寺に参拝する。

＜鞍馬弘教（平成３年３月１１日承認）＞
鞍馬弘教総本山鞍馬寺

1. 登録完了の１級以上のボーイスカウト、ベンチャースカウト及びローバースカウトであること。
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

鞍馬山尊天信仰について知ること。
鞍馬寺の歴史を知ること。
鞍馬寺の行事の意義を知ること。
尊天礼拝作法を修行し、実際に行い得ること。
「信仰の三ヶ条」と「三誓願」の実践に努めること。
尊天信仰に基き社会に奉仕すること。
生活即信仰を目ざし、「食事作法」「沐浴作法」「就寝作法」を実践すること。

＜臨済宗円覚寺派（平成３年１１月１１日承認）＞
臨済宗円覚寺派宗務本所
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

登録完了の１級以上のボーイスカウト、ベンチャースカウト及びローバースカウトであること。
釈尊の伝記とその教えを知ること。
臨済宗円覚寺派の開山・開基の伝記について述べ得ること。
坐禅会へ参加し坐禅を体験すること。
礼拝の作法について知ること。
作務（勤労）の意義を知り、実生活の中に生かすこと。
信仰に基づき地域社会のために奉仕すること。

＜西山浄土宗（平成４年１月３０日承認）＞
西山浄土宗宗務所教学部
1.
2.
3.
4.
5.
6.

登録完了の１級以上のボーイスカウト、ベンチャースカウト及びローバースカウトであること。
釈尊の伝記と教えについて述べうること。
仏旗と仏教章の意義を知ること。
宗派の名、本山の寺号と所在地、本尊の御名、宗祖の御名を知ること。
宗祖の伝記について述べうること。
礼拝作法を知り、実際に行いうること。
合掌の仕方
念珠の持ち方
焼香の仕方
7. 仏壇の荘厳法を知ること。
8. 家庭勤行ができること。
9. 仏教行事の意義を知ること。
修正会
御忌会
涅槃会
彼岸会
花まつり
盆会
成道会
西山会
10. 西山浄土宗教義の概要を述べうること。
11. 西山浄土宗の信仰に基づき、地域社会及び寺院のために奉仕すること。

＜法華宗陣門流（平成４年１１月２０日承認）＞
法華宗陣門流ボーイスカウト連絡協議会
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

登録完了の１級以上のボーイスカウト、ベンチャースカウト及びローバースカウトであること。
釈尊のみ教えを知り、仏法僧の三宝に帰依すること。
法華経のみ教えを学び、理解すること。
日蓮聖人のご生涯を学び、ご遺文を理解すること。
自我偈が読誦でき、唱題行を修得すること。
仏前作法を知り、実行できること。
自分の所属する寺院等の行事の意味を理解し参加すること。
本宗の信仰に基づき、地域社会に奉仕すること。
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9.
10.
11.
12.

日常生活の中に、み教えの実践に努力すること。
総本山本成寺に参拝すること。
総本山本成寺の歴史を知ること。
ご先祖の墓参をすること。

＜新義真言宗（平成９年１２月１６日承認）＞ ＊活動休止中
1.
2.
3.
4.
5.
6.

登録完了の１級以上のボーイスカウト、ベンチャースカウト及びローバースカウトであること。
釈尊の教えと伝記について知ること。
仏旗と仏教章の意味を知ること。
宗派の名、本山の寺号と所在地、ご本尊と宗祖、派祖の御名を知ること。
弘法大師、興教大師の教えと伝記を知ること。
礼拝の作法を知り、実際に行いうること。
合掌の仕方
念珠の持ち方
焼香の仕方
7. 仏壇の荘厳の仕方を知ること。
8. 家庭勤行が出来ること。
9. 仏教行事の意味を知ること。
涅槃会
彼岸会
正御影供
花まつり
両祖大師降誕会
盆会
成道会
陀羅尼会
10. 真言宗の教義について知ること。
11. 真言宗の信仰にもとづき、地域社会および寺院のために奉仕すること。
12. 自分の生活の中に、報恩感謝の気持ちをどのように実践しているか記録し、提出すること。

＜真宗興正派（平成１０年１２月１日承認）＞
興正寺真宗興正派宗務所
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

登録完了の１級以上のボーイスカウト、ベンチャースカウト及びローバースカウトであること。
釈尊の伝記と教えについて述べること。
仏旗と仏教章の意義を知る。
宗派名、本山の寺号と所在地、本尊の御名、宗祖の御名を知る。
宗祖の伝記について述べること。
礼拝の作法を知り、実際に行えること。
合唱の仕方
数珠の打ち方
焼香の仕方
仏壇の荘厳法を知ること。
家庭勤行のできること。
儀式に用いる仏教賛歌を歌えること。
仏教行事の意義を知ること。
修正会
涅槃会
彼岸会
宗祖降誕会
花まつり
盆会
成道会
報恩構
真宗教義の概要を述べること。
報恩感謝の生活への実践記録を提出すること。
真宗の信仰に基づき、地域社会及び寺院のために奉仕すること。

＜顕本法華宗（平成１３年５月１９日承認）＞
顕本法華宗宗務院 社会部
1. 登録完了の１級以上のボーイスカウト、ベンチャースカウト及びローバースカウトであること。
2. 釈尊の伝記と教えを知ること。
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3. 法華経の教えを学び理解すること。
4. 日蓮大聖人、日什大正師のご生涯を学ぶこと。
5. 自分の所属している寺院の宗教行事について知ること。
6. 総本山妙満寺に参拝すること。
7. 礼拝作法を知り、実行できること。
8. 仏壇の荘厳法を知ること。
9. 自我偈が読誦でき、唱題行を習得すること。
10. 顕本法華宗の信仰に基づき、地域社会の為に奉仕すること。
11. 生活の中に、報恩感謝の気持ちを実践すること。

＜臨済宗建長寺派（平成１３年１１月１１日承認）＞
臨済宗建長寺派宗務本院
1.
2.
3.
4.
5.

登録完了の１級以上のボーイスカウト、ベンチャースカウト及びローバースカウトであること。
釈尊の伝記とその教えを知ること。
建長寺の開山、開基の伝記を知り、建長寺の歴史を知ること。
坐禅会に参加し、坐禅を体験すること。
礼拝作法を知り、実際に行いうること。
合掌の仕方
読経の仕方
焼香の仕方
念珠の持ち方
6. 作務（勤労）の意義を知り、実生活に中に生かすこと。
7. 地域社会に貢献すること。

＜真宗三門徒派（平成１３年１１月１１日承認）＞
真宗三門徒派宗務所教学部
1.
2.
3.
4.
5.
6.

http://www.shin.gr.jp

登録完了の１級以上のボーイスカウト、ベンチャースカウト及びローバースカウトであること。
釈尊の伝記と教えについて述べること。
仏旗と仏教章の意義を知ること。
宗派の名、本山の寺号と所在地、本尊の御名、宗祖の御名を知ること。
宗祖の伝記について述べること。
礼拝の作法を知り、実際に行えること。
合掌の仕方
念珠の持ち方
焼香の仕方
しょうごんほう

7. 仏壇の荘 厳 法 を知ること。
かてい ごんぎょう

8. 家庭 勤 行 ができること。
9. 儀式に用いる仏教讃歌を歌えること。
10. 仏教行事の意義について知ること。
しゅうせいえ

ねはんえ

修正会

涅槃会

じょうどうえ

ほうおんこう

ひがんえ

彼岸会

しゅうそ こ う た ん え

宗 祖降誕会

花まつり

ぼんえ

盆会

成道会
報恩講
その他
11. 真宗教義の概要を述べること。
12. 報恩感謝の生活への実践記録を提出すること。
13. 真宗の信仰に基づき、地域社会及び寺院のために奉仕すること。

＜本山獅子谷法然院（平成１８年１１月１２日承認）＞
宗教法人 本山獅子谷法然院
1. 登録完了の１級以上のボーイスカウト、ベンチャースカウト及びローバースカウトであること。
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2. 釈尊の伝記と教えについて述べること。
ブッダ（仏）
・ダルマ（法）
・サンガ（僧）の意味を知ること。
3. 仏旗と仏教章の意義を知ること。
4. 法然上人の伝記と教えについて述べること。
法然上人が説かれた「本願念仏」の意味を知ること。
5. 礼拝の作法を知り、行えること。
合掌の仕方
念珠の持ち方
焼香の仕方
6. 仏壇の荘厳法を知ること。
7. 家庭勤行ができること。
8. 仏教行事の意義を知ること。
うらぼんえ

修正会 法然上人忌 涅槃会 彼岸会 花まつり 盂蘭盆会 成道会
9. 当院で開かれている「一日授戒会」に参加すること。
10. 当院で開かれている「一日専修念佛会」に参加すること。
11. 「南無阿弥陀仏」を毎日百回以上唱えること。特に食事の前後には必ず10回ずつ唱えること。
12. 報恩感謝の生活への実践記録を提出すること。
13. 阿弥陀仏への信仰に基づき、信念を持って地域社会に奉仕すること。
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キリスト教章
＜浜田山キリスト教会（昭和５２年６月承認）＞
浜田山キリスト教会
1.
2.
3.
4.
5.
6.

登録完了の１級以上のボーイスカウト、ベンチャースカウト及びローバースカウトであること。
浜田山キリスト教会の歴史を知ること。
教会の信仰告白を知り、次のことについて簡単に説明できること。
①天地の造り主、全能の父なる神 ②救い主イエスキリスト ③聖霊 ④教会 ⑤聖書
教会の主な行事と儀式について理解すること。
教会の礼拝に参加し、キリストの教えに従って生活すること。
信仰に基づいて、地域社会に奉仕すること。

＜日本聖公会（昭和５４年４月承認）＞
日本聖公会管区事務所
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

登録完了の１級以上のボーイスカウト、ベンチャースカウト及びローバースカウトであること。
使徒信条・主の祈り・十戒を暗記していること。
日本聖公会の主な教理を理解していること。
教会の歴史の大要について知っていること。
日本聖公会のいう教会生活に忠実であること。
信仰に基づいて、積極的に地域社会のために奉仕していること。
野営地において、日本聖公会の宗教行事の準備と奉仕に従っていること。
自分の生活の中に「教え」をどのように実践しているかの記録を提出すること。

＜日本福音教会連合（昭和５４年１２月承認）＞
日本福音教会連合検見川教会
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

＊活動休止中

登録完了の１級以上のボーイスカウト、ベンチャースカウト及びローバースカウトであること。
イエス・キリストのご生涯について、大要説明できること。
使徒信条と主の祈りを暗記していること。
日本福音教会連合の信仰告白を理解していること。
旧約史、教会史の大要について知っていること。
教会生活について忠実であること。
野営地における礼拝の準備に従事し奉仕できること。
信仰に基づいて積極的に地域社会のために活動していること。
信仰、あるいは、信仰生活についてのレポ－トを提出すること。

＜日本カトリック教会（昭和５５年１月承認、平成３０年１１月２５日変更）＞
日本カトリックスカウト協議会
1.〔対象〕登録完了の１級以上のボーイスカウト、ベンチャースカウト及びローバースカウトであること。
2.〔教義〕カトリック教会の教えについて、次の事柄を理解すること。
（1） キリスト教の「神」の概念。
（2） イエスの生涯などをとおして知る、カトリック教会の教えと価値観。
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（3） 聖書について、その成り立ちと意味。
（4） 教会と、教会の 7 つの秘跡。
（5） ミサ。
（6） 祈り。
3.〔歴史〕カトリック教会の歴史を知ること。
4.〔「ちかい」と「おきて」〕スカウトの「ちかい」と「おきて」について、カトリック教会の教えを基に
説明できること。
5.〔宗教行事〕カトリック教会の次の事柄について学び、実践すること。
（1） カトリック教会の年間の主な宗教行事の意味を知り、誠実に参加すること。
（2） 聖堂内の作法を知ること。
（3） 野営地で宗教行事の準備と奉仕ができること。
6.〔奉仕〕カトリック教会の教えと価値観に基づき、地域社会のために奉仕すること。
7.〔日常生活〕自分の日常生活の中で、カトリック教会の教えと価値観に基づき実践している、次の事柄を
含む記録を提出すること。
（1） ミサへの参加。
（2） 祈り。
8.〔授与希望理由〕キリスト教章を希望する理由と今後の心構えを記述し提出すること。

＜末日聖徒イエス・キリスト教会（昭和５５年６月承認）＞
末日聖徒イエス・キリスト教会 エリアスカウト協議会
1. 登録完了の１級以上のボーイスカウト、ベンチャースカウト及びローバースカウトであること。
2. 授与基準
① 信仰箇条を学びかつその説明ができること。
② 教会の教義と歴史について、以下のことを学び、説明できること
a. 全能の父なる神について
b. イエス・キリストの生涯と、救いの計画について
c. 聖霊について
d. ジョセフ・スミスの最初の示現について
e. モルモン書の出現と翻訳について
f. 神権の回復と教会の設立について
③ 四大聖典について説明できること。
④ 以下の事柄を学び、それを実践するように努めること
a. 日々の祈り
b. 安息日の大切さ
c. 日々の善行を通してのイエス・キリストの教え
d. 野営地においての宗教行事の準備と奉仕
⑤ 教会及び地域社会のために奉仕すること。
⑥ 末日聖徒イエス・キリスト教章を希望するスカウトは、その心構えを記述し提出すること。

＜日本ナザレン教団（昭和５５年１０月承認）＞
大阪桃谷教会
1.
2.
3.
4.
5.

登録完了の１級以上のボーイスカウト、ベンチャースカウト及びローバースカウトであること。
使徒信条・主の祈り・十戒を暗記していること。
日本ナザレン教団の主な教理を理解していること。
キリスト教の歴史大要を知っていること。
日本ナザレン教団のいう教会生活に忠実であること。
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6. 信仰に基づいて、積極的に地域社会のために奉仕していること。
7. 野営地において、日本ナザレン教団の宗教行事の準備と奉仕に従っていること。
8. 自分の生活の中で「教え」をどのように実践しているかの記録を提出すること。

＜日本イエス・キリスト教団（昭和５６年１０月承認）＞
日本イエス・キリスト教団本部事務所
1.
2.
3.
4.
5.
6.

日本イエス・キリスト教団所属教会の教会員であって、登録完了の１級以上のボーイスカウト、ベンチ
ャースカウト及びローバースカウトであること。
日本イエス・キリスト教団の教憲教規を守り、教団の歴史を重んじ、その信仰に堅く立っていること。
自己の所属している教会において、信徒として忠実にその責務を果たし、牧師、教会員の信頼を得てい
ること。
特に、聖日礼拝、その他の集会を重んじ、伝道活動に熱心であること。
信仰に基づき、「世の光り、地の塩」として、地域社会に奉仕すること。
自分の生活の中に、どのように信仰の実践をしているかの記録を、所属教会の牧師を通じて教団委員会
に提出すること。

＜日本基督教団（昭和５９年１０月承認、平成２４年８月２６日改正）＞
日本基督教団千里丘教会 クリスチャンスカウト指導者連絡協議会
研修事前連絡先：Ｅメール fwjc5366@mb.infoweb.ne.jp
1. 登録完了の１級以上のボーイスカウト、ベンチャースカウト及びローバースカウトであること。
2. キリスト教の歴史と教えを知ること。
① 聖書（旧約・新約）の概要
② 創造と原罪
③ 十戒
④ イエス・キリストの生涯（降誕・十字架・復活・昇天）とその教え
⑤ 主の祈り
⑥ 三位一体の神
⑦ 使徒信条
⑧ 教会の成立
⑨ 世界及び日本の教会の歴史
3. キリスト教の宗教行事について知ること。
教会とその諸行事（クリスマス・イースター・聖霊降臨日・その他）
4. キリスト教の礼拝の守りかたについて知り、定められた回数を出席すること。
① 聖礼典（洗礼と聖餐）
② 讃美歌
③ 祈り
④ 主の祈りと使徒信条を暗記していること。
5. 信仰に基づき、地域社会のために奉仕すること。
6. 「キリスト教章を受ける私の決意」を記述し、提出すること。

＜堺シオン福音教会（昭和６１年６月１０日承認）＞
堺シオン福音教会
1.
2.

登録完了の１級以上のボーイスカウト、ベンチャースカウト及びローバースカウトであること。
堺シオン福音教会の中心となる教えを知ること。
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3.
4.
5.
6.

堺シオン福音教会の宗教行事について知ること。
堺シオン福音教会の聖日礼拝に参加すること。
聖書の教えに基づき、地域社会のために奉仕すること。
自分の生活の中に聖書の教えに基づく信仰をどのように実践しているか記録し提出すること。

＜国際基督教大学教会（昭和６１年９月９日承認）＞
国際基督教大学教会
1.
2.
3.
4.
5.
6.

登録完了の１級以上のボーイスカウト、ベンチャースカウト及びローバースカウトであること。
国際基督教大学教会の歴史と教えを知ること。
国際基督教大学教会の宗教行事について知ること。
国際基督教大学教会の聖日礼拝、その他教会の諸行事に参加すること。
信仰に基づき、地域社会のために奉仕すること。
自分の生活の中にキリストの教えをどのように実践しているか記録し、提出すること。

＜福音交友会（昭和６３年６月承認）＞
福音交友会
1.
2.
3.
4.
5.
6.

登録完了の１級以上のボーイスカウト、ベンチャースカウト及びローバースカウトであること。
キリスト教の歴史と教えについて知ること。
キリスト教の宗教行事について知ること。
礼拝の守り方について知ること。
キリスト教信仰に基づき、地域社会のために奉仕すること。
自分の生活の中にキリストの教えをどのように実践しているか記録を提出すること。

＜日本フリーメソジスト教団（平成元年７月４日承認）＞
大阪キリスト教学院教会
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

登録完了の１級以上のボーイスカウト、ベンチャースカウト及びローバースカウトであること。
十戒、主の祈り、使徒信条を暗記していること。
日本フリーメソジスト教団の主な教理を理解していること。
キリスト教会の歴史の大要を知っていること。
日本フリーメソジスト教会での教会生活を忠実に実践していること。
信仰に基づいて、積極的に地域社会のために奉仕していること。
キャンプ、その他において積極的に奉仕していること。
自分にとって「キリストの教え」がどのような意味を持っているかの証詞を提出すること。

＜日本福音ルーテル教会（平成元年７月４日承認）＞
日本福音ルーテル教会
1. 登録完了の１級以上のボーイスカウト、ベンチャースカウト及びローバースカウトであること。
2. ルターの「小教理問答書」等によって信仰の学習をし、日本福音ルーテル教会の基本的な教理と教会の
歴史の概要について理解していること。
3. 特に、十戒、使徒信条及び主の祈りを暗記していること。
4. 日本福音ルーテル教会に所属する教会において、洗礼を受けた者であること。
5. 日本福音ルーテル教会が定める、礼拝を始め、教会生活に忠実であること。さらに、教会の実施する諸
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活動や諸奉仕に積極的に参加すること。
6. 信仰に基づき、積極的に地域社会に奉仕すること。
7. 自分の生活の中に、信仰（聖書および教会）の教えをどのように実践しているか記録を提出すること。

＜西大寺キリスト教会（平成３年８月１４日承認）＞
西大寺キリスト教会

1.
2.
3.
4.
5.
6.

登録完了の１級以上のボーイスカウト、ベンチャースカウト及びローバースカウトであること。
キリスト教の歴史と教えを知ること。
キリスト教の宗教行事について知ること。
キリスト教の礼拝の守り方について知ること。
信仰に基づき、地域社会のために奉仕すること。
キリストの愛に満たされ、家庭及び社会の中でキリスト者として生活し、その証しができる。

＜イエス之御霊教会教団（平成６年５月９日承認）＞
イエス之御霊教会教団
1.
2.
3.
4.
5.
6.

登録完了の１級以上のボーイスカウト、ベンチャースカウト及びローバースカウトであること。
イエス之御霊教会教団の歴史を教え知ること。
イエス之御霊教会教団の宗教行事について知ること。
イエス之御霊教会教団の聖日礼拝、その他教会の諸行事に参加すること。
信仰に基づき、地域社会のために奉仕すること。
自分の生活の中に、キリストの教えをどのように実践しているのか、記録し提出すること。

＜春日部福音自由教会（平成７年１１月３０日承認）＞http://homepage1.nifty.com/kasukabe-efc/
春日部福音自由教会
1.
2.
3.
4.
5.
6.

登録完了の１級以上のボーイスカウト、ベンチャースカウト及びローバースカウトであること。
春日部福音自由教会の歴史を知ること。
教会の信仰告白である日本福音自由教会12か条を知り、以下のことについて簡単に説明できること。
創造主である全能の父なる神 救い主イエスキリスト 聖霊 聖書 教会 聖書の歴史観
教会の主な行事と儀式について理解すること。
教会の礼拝（教会学校を含む）に参加し、キリストの教えに従って生活すること。
信仰に基づいて、地域社会に奉仕すること。

＜多賀キリストの教会（平成１９年５月１３日承認）＞
多賀キリストの教会
1.
2.
3.
4.
5.
6.

登録完了の１級以上のボーイスカウト、ベンチャースカウト及びローバースカウトであること。
多賀キリストの教会の歴史と教えを知ること。
多賀キリストの教会の宗教行事について知ること。
多賀キリスト教会の聖日礼拝、その他教会の諸行事に参加すること。
聖書の教えに基づき、地域社会のために奉仕すること。
自分の生活の中で聖書の教えに基づく信仰をどのように実践しているかを記録し、提出すること。
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＜チャーチ オブ クライスト ニュージーランド日本 大阪教会（平成２１年１１月８日承認）＞
チャーチ オブ クライスト ニュージーランド日本 大阪教会
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

登録完了の１級以上のボーイスカウト、ベンチャースカウト及びローバースカウトであること。
旧約聖書と新約聖書について知ること。
キリスト教会の歴史と教えを知ること。
イエス・キリストの福音について知ること。
教会の礼拝および諸行事に参加すること。
イエス・キリストの愛を実践し、家庭と地域社会に貢献すること。
今回学んだことをどのように実践出来るか、レポートを提出すること。

＜カンバーランド長老キリスト教会（平成２１年１１月８日承認）＞
カンバーランド長老キリスト教会
1.
2.
3.
4.
5.
6.

登録完了の１級以上のボーイスカウト、ベンチャースカウト及びローバースカウトであること。
キリスト教の歴史と信仰告白について知ること。
カンバーランド長老キリスト教会の宗教行事について知ること。
カンバーランド長老キリスト教会の礼拝の守り方について知ること。
信仰に基づき、地の塩・世の光として教会と地域社会のために積極的に奉仕すること。
自分の生活の中で、キリスト教の教えをどのように実践していくかの証詞を提出すること。

＜日本ルーテル教団（平成２５年１１月１７日承認）＞
日本ルーテル教団
1. 登録完了の１級以上のボーイスカウト、ベンチャースカウト及びローバースカウトであること。
2. キリスト教の基本的な教えを学び、次のことについて簡単に説明できること。
① 天地の造り主、父なる神様
② イエス・キリスト
③ 聖霊
④ 聖書
⑤ 教会（礼拝・行事）
⑥ 祈り
⑦ 奉仕
3. 十戒、使徒信条、主の祈りを暗記すること。
4. 旧約聖書と新約聖書の中心的な内容・出来事を知ること（創造の物語、出エジプト、十戒、イエス・キ
リストの生涯など）。
5. ルーテル諸学校聖書科副教材、ルターの小教理問答書などを通して宗教改革とルーテル教会の歴史や教
えを学ぶこと。
6. ４回以上、ルーテル教会の礼拝に参加し、その体験についてレポートを書くこと。
7. ルーテル教会が主催となっているボランティア活動に参加し、その体験についてレポートを書くこと。

＜西日本福音ルーテル教会（平成２６年１１月３０日承認）＞
西日本福音ルーテル教会
1. 登録完了の１級以上のボーイスカウト、ベンチャースカウト及びローバースカウトであること。
2. ルーテル教会の基本的な教理と教会の歴史の概要を知ること。
3. 十戒、使徒信条及び主の祈りを暗唱できること。
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4. ルーテル教会の礼拝及び諸行事に参加すること。
5. 聖書の教えを実践して、地域社会に奉仕すること。
6. 宗教章取得のために受けた研修の感想と今後の決意を記述して提出すること。

＜聖書キリスト教会（平成３０年６月１０日承認）＞
聖書キリスト教会 東京教会
1. 登録完了の１級以上のボーイスカウト、ベンチャースカウト及びローバースカウトであること。
2. キリスト教の歴史と教えを知ること。
①聖書の学び（第１課～第９課）
②世界及び日本の教会の歴史
3. キリスト教の宗教行事について知ること（クリスマス、復活祭、聖霊降誕祭など）。
4. キリスト教の礼拝の守り方について知り、定められた回数を出席すること。
①礼拝と聖礼典
②讃美歌
③祈り
④主の祈り、信徒信条を暗唱する
5. 教会及び地域社会のために奉仕すること。
6. 「研修の感想と今後の決意」を記述し提出すること。

金光教章
＜金光教（昭和５２年承認）＞
http://www.konkokyo.or.jp
金光教本部教庁内 金光教スカウト協議会
1. 登録完了の１級以上のボーイスカウト、ベンチャースカウト及びローバースカウトであること。
2. ①教祖の幼少・青年時代について知る。
②金光教の歴史の中で主なできごとについて知る。
③立教神伝と天地書附について知る。
3. 教団及び教会の主な儀式・行事について知る。
4. ①お広前で拝礼の作法ができる。
②お結界でお取次を頂くことができる。
5. み教えを選び、これを世のためにいかし、その記録を提出する。
6. 生活の中に、み教えをどのように実行しているか、その記録を提出する。
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世界救世教章
＜世界救世教（昭和５２年１１月５日承認、平成１４年５月１８日改正、平成１９年５月１３日改正、平成２４
年８月２６日改正）
、平成３１年２月１７日改正＞
世界救世教スカウト協議会事務局
1. 登録完了の１級以上のボーイスカウト、ベンチャースカウト及びローバースカウトであること。
2. 東方之光（上巻・下巻）を拝読し、明主様の生涯と歴史および教えを知ること。
3. 立教祭・立教記念祭、立春祭、地上天国祭、御降誕祭・御生誕祭の意義について知ること。
4. 天津祝詞・善言讃詞の意味を知り、奏上と作法ができること。
5. 御讃歌の奉唱と作法ができること。
6. 紫微宮・祖霊舎における作法ができること。
7. 地域社会のために奉仕し、記録を提出すること。
（1） 真の健康づくり（浄霊の実践または浄霊の体験）
（2） 自然農法体験または自然食運動
（3） 花による天国化運動
8. 自分の生活の中で教えをどのように実践しているか１ヶ月以上にわたっての記録を提出すること。
（1） 真の健康づくり(浄霊の実践または浄霊の体験)
（2） 自然農法体験または自然食運動
（3） 花による天国化運動

天理教章
＜天理教（２０１９年５月１２日承認）＞
天理教スカウト育成協議会
1.
2.
3.
4.
5.
6.

登録完了の１級以上のボーイスカウト、ベンチャースカウト及びローバースカウトであること。
天理教の歴史、教祖のひながたを自己の信仰に活かせるよう努めていること。
天理教の諸活動に参加したことがあること。
参拝の作法を知り、実際に行えること。
所属の教会とのつながりについて、隊指導者に報告できるよう努めていること。
教えを日々の生活の中でどのように実践し、地域社会の奉仕に役立てているかをレポートとしてまとめ
ていること。
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