
 
第４６回日独スポーツ少年団同時交流  
（派遣）団員・指導者大阪府募集要項  

 
１．募 集 人 員  指導者１名（近畿ブロック内で１名） 

          団 員２名（男１名、女１名） 

 
２．派  遣  先  ドイツ連邦共和国 
 
３．派遣基本日程   （予定：１８日間） 

事前研修会 期日：2019年5月3日（金）～5日（日）：指導者 

4日（土）～5日（日）：団 員 

                               会場：国立オリンピック記念青少年総合センター（東京） 
                結 団 式 期日：2019年7月30日（火） 

                                会場：国立オリンピック記念青少年総合センター（東京） 
                成田空港発     2019年7月31日（水） 
                成田空港着     2019年8月17日（土） 
 
４．経    費   派遣負担金として一人２５万円（内５万円は大阪府スポーツ少年団が補  

          助する） 

                 なお、次のものは派遣負担金には含まれない。 

                  １  渡航手続き（パスポート取得等）に要する経費 

                  ２  居住地から事前研修会会場までの往復交通費 

３ 居住地から結団式会場までと成田空港から居住地までの交通費 

                  ４  現地におけるグループ内共通経費および個人的諸費用 

                   

５．応 募 資 格   別紙の日本スポーツ少年団第４６回日独スポーツ少年団同時交流日本派  

          遣団員・指導者募集要項７の応募資格のとおり。 
 
６．提 出 書 類   １ 派遣団員・指導者推薦書 
                   ２ 派遣団員・指導者推薦者一覧 
                   ３ 派遣団申込書（団員用・指導者用） 
           ４ 活動単位数確認表（団員のみ） 
                ５ 派遣団申込課題（下記課題について指定用紙もしくは原稿用紙に、 

1,600字程度にまとめること。パソコン等の使用可。） 
                  ○団 員 課 題： ｢日独同時交流で何を学ぶか、それを今後のスポーツ 

少年団活動にどのようにいかすか」 
                        ○指導者課題： ｢スポーツ少年団活動と同時交流経験の活用について｣ 
 
７．提 出 期 限   ２０１９年１月２４日(木） 
 
８．提  出  先    〒556-0011大阪市浪速区難波中3-4-36 

 エディオンアリーナ大阪（大阪府立体育会館）内 
                          公益財団法人大阪体育協会 大阪府スポーツ少年団 
 
９．選      考   候補者の推薦が派遣人員枠を越えるときは、大阪府スポーツ少年団にお 

           いて選考し、派遣団員・指導者の候補者を決定する。 
                  なお、大阪府スポーツ少年団本部は派遣団員候補者を2019年2月28日 

(水)までに日本スポーツ少年団に推薦する｡ 
                日本スポーツ少年団は2019年3月中に第一次選考を行い、さらに同5月 

           中旬の事前研修会にて第二次選考を行い、派遣団員・指導者を決定する。 
 



第 46回日独スポーツ少年団同時交流 

団員・指導者募集要項 

 

公益財団法人日本スポーツ協会日本スポーツ少年団は、別紙実施要項(案)にもとづき、各道府県ス

ポーツ少年団との協力により、第 46回日独スポーツ少年団同時交流を実施する。 

本交流は過去 45 回の交流の成果を踏まえ、団活動の活発化と団員・指導者の更なる資質の向上、

地域間交流の促進を目的として行うものであり、日本代表としてふさわしい団員・指導者を下記に

より募集する。 

 

1. 派遣期間 

2019年 7月 31日(水)～8月 17日(土) 16泊 18日 

日本団集合(結団式)：7月 30日(火) 

 

2. 派遣先 

ドイツ連邦共和国〔受入機関：ドイツスポーツユーゲント (dsj)〕 

 

3. 主催 

公益財団法人日本スポーツ協会 日本スポーツ少年団 

各道府県体育・スポーツ協会 各道府県スポーツ少年団 

 

4. 募集人数 

団員・指導者 計 122名 (団員 110名、指導者 12名) 

 

5. 共通テーマ 

「スポーツにおけるインクルージョン～みんなが参加できるスポーツとは？～」 

 

6. 経費 

派遣参加負担金 1人 25万円 

※ ドイツ滞在中の基本滞在費(宿泊費、食事代、施設入場料等)は上記負担金に含まれる。 

※ 次のものは参加負担金に含まれず、個人負担となる。 

(1) 渡航手続き(パスポート 取得等)に要する経費 

(2) 居住地から事前研修会会場までの往復交通費 

(3) 居住地から結団式会場までと成田の空港から居住地までの交通費 

(4) 現地における各グループ内共通経費及び個人的諸費用 

 

7. 応募資格 

〔団 員〕 

以下の条件を全て満たし、道府県スポーツ少年団本部長が推薦する者。 

(1) 平成 30年度登録者で、平成 31(2019)年度も引き続き登録が見込まれる者。 

(2) 1995年 4月 2日～2004年 4月 1日生まれ(派遣年度に 16歳～24歳の誕生日を迎える者)

の者。 

(3) 以下のいずれかに該当する者。 

① 日本スポーツ少年団シニア・リーダー認定者(平成 30年度認定見込者を含む) 

② 所定の活動単位取得者(計 20単位以上) 

③ 道府県スポーツ少年団本部長が特別に推薦する者(将来、所属道府県における日独同時

交流受入をはじめとする国際交流に貢献する意欲があり、積極的に少年団活動に関わる

ことが見込まれる者) 



※ 当該グループの派遣人数枠を超える応募があった場合には、上記①、②、③の順位に

よる優先順位も踏まえ、決定する。なお、本人の意向を確認したうえで、当該グルー

プ以外の所属として決定することがある。 

※ これまでに日本派遣団として参加実績のある団員についても参加を認める。 

(4) 将来、スポーツ少年団指導者として活躍が期待できる者。 

(5) 集団生活における規律を守ることができ心身強健で協調性のある者。 

(6) 英語または独語等を使い、積極的に現地でのコミュニケーションを図る意欲のある者。 

 

〔指導者〕 

以下の条件を満たし、道府県スポーツ少年団本部長が推薦する平成 30年度登録指導者(役職

員登録者含む)で、平成 31(2019)年度も引き続き登録が見込まれる者。 

(1) 日本スポーツ少年団有資格指導者(認定育成員・認定員)であり、グループワークの経験と

能力が豊かで、長期間における団員の引率指導が的確にできる者。 

(2) 国際交流において、日本の代表としてふさわしい人格・見識を有する者。 

(3) 英語または独語等を使い、積極的に現地でのコミュニケーションを図る意欲のある者。 

(4) 原則として 65歳 以下の者とする。なお、今後もスポーツ少年団指導者として活躍できる

若手指導者が望ましい。 

 

8. 提出書類 

(1) 推薦書・申込書(様式別添) 

(2) 作文 

下記課題について指定用紙もしくは原稿用紙に 1,600字程度でまとめること。 

〔団 員〕「日独同時交流で何を学ぶか、それを今後のスポーツ少年団活動にどのようにいか 

すか」 

〔指導者〕「スポーツ少年団活動と日独同時交流経験の活用について」 

 

9. 推薦期限 

各道府県スポーツ少年団は、書類選考・面接試験等を経て派遣候補者を選び、来る 2019年 

2月 28日(木)【必着】までに推薦のこと。 

 

10. 選考 

日本スポーツ少年団にて、2019 年 3 月中に提出書類による第 1 次選考を行い、さらに第 2 次

選考を兼ねた事前研修会を【指導者】同年 5月 3日(金)～5日(日)、【団員】5月 4日(土)～5日(日)

に開催し、その後、派遣者を決定する 

 

11. 選考結果通知 

第 1次選考結果は 2019年 4月上旬に、第 2次選考結果については同年 5月中旬に、それぞれ

各道府県スポーツ少年団および本人宛に通知する。 

 

12. 事前研修会 

第 1次選考による派遣内定者は、下記により開催する事前研修会に必ず参加のこと。なお、研

修会の詳細日程および内容等については、第 1次選考結果と併せて通知する。 

〔期間〕 指導者：2019年 5月 3日(金)～5日(日) 2泊 3日 

 団  員：2019年 5月 4日(土)～5日(日) 1泊 2日 

〔場所〕 東京都／国立オリンピック記念青少年総合センター 

 〒151-0052 渋谷区代々木神園町 3番 1号 

 



 

 
第46回日独スポーツ少年団同時交流実施要項（案） 

 

本交流は、日独両国のスポーツ少年団の優れた青少年および指導者の相互交流により友好

と親善を深め、国際的能力を高めると共に、両国の青少年スポーツの発展に寄与することを

目的に、2015年に調印した「日独スポーツ少年団国際交流協定書」にもとづき、次のとおり

実施するものである。 

 

１． 主催 

公益財団法人 日本スポーツ協会日本スポーツ少年団 

各道府県体育・スポーツ協会 各道府県スポーツ少年団 

 

２． 後援 

スポーツ庁 

 

３． 期日・期間 

〔派遣〕2019年7月31日(水)～8月17日(土)  16泊18日 

＜日本団集合(結団式)：7月30日(火)＞ 

〔受入〕2019年7月23日(火)～8月8日(木)  16泊17日 

 

４． 派遣・受入人数および構成 

両国ともそれぞれ125名を派遣・受入する。日本団の構成はブロック単位のグループ

編成とし、ドイツ各州・各団体とのパートナー方式で交流する。 

〔団員・指導者〕 122名 （指導者は1グループ原則1名） 

〔団長団〕 3名 （団長、総務、庶務） 

 計125名 

 

５． 日本団 

（１） 派遣資格 

〔団 員〕 
日本スポーツ少年団シニア・リーダー認定者（平成30年度認定見込者を含

む）又は所定の活動単位取得者（計20単位以上）又は所属道府県スポーツ少年
団本部長より特別に推薦された者でかつ1995年4月2日～2004年4月1日生まれ
（派遣年度に16歳～24歳の誕生日を迎える者）の平成30・31年度登録者。但し、
申込者多数の場合は、シニア・リーダー認定者を優先する。また、これまでに
日本派遣団として参加実績のある団員についても参加を認める。なお、本人の
意向を確認したうえで、当該グループ以外の所属として決定することがある。 
 

〔指導者〕 
日本スポーツ少年団有資格指導者（認定育成員・認定員）で、原則として65

歳以下の平成30・31年度登録指導者（役職員登録者含む）。また、これまでに
日本派遣団として参加実績のある指導者についても参加を認める。 

 

（２） 推薦方法 

別に定める募集要項により、各道府県スポーツ少年団が推薦する。 

 

（３） 日本団の決定 

第1次選考：書類審査 

第2次選考：第1次選考合格者を対象とする事前研修会 

〔期間〕指導者：5月3日(金)～5日(日)・団員：5月4日(土)～5日(日) 

〔会場〕国立オリンピック記念青少年総合センター（東京都） 



 

（４） グループ別事前研修会の実施 

派遣決定通知後、全体での事前研修会の結果を踏まえ、共通テーマ・その他準

備に関しさらに研修を積むため、各グループの指導者を中心にグループ別の事前

研修会を実施する。 

 

６． ドイツ団受入担当区分等 

（１） 来日直後および帰国直前における全体プログラム期間中は、日本スポーツ少年団

が担当する。 

＜全体プログラム（前半）＞ 

期間：7月23日(火)～25日(木)  2泊3日 

場所：関西地区 

＜全体プログラム（後半）＞ 

期間：8月6日(火)～8日(木)  2泊3日 

場所：東京都 

 

（２） 全国各地における滞在（地方プログラム）期間中は、関係道府県スポーツ少年団

およびそのグループ内において担当する。 

 

（３） 地方プログラムの実施にあたっては、各受入グループ幹事県を中心とした委員会

を設け、その計画と実行にあたる。 

 

７． 経費について 

〔派遣〕 

負担金     1人25万円 

〔受入〕 

（１） 全体プログラム期間中の受入経費については、日本スポーツ少年団が負担す

る（各グループ離散集合費を含む）。 

 

（２） 地方プログラム期間中の受入経費については、関係道府県スポーツ少年団等

が負担する。なお、日本スポーツ少年団が手配する受入通訳の謝金について

は、各グループ幹事県より提出される通訳業務報告に基づき、日本スポーツ

少年団が負担する。 

 

８． 共通テーマ 

交流における研修成果をより高めるため、両組織間で設定した共通テーマに基づき、

両国団員の身近な問題をディスカッションなど様々な形態と方法により研究する。 

共通テーマは下記の通りとする。 

 

共通テーマ：「スポーツにおけるインクルージョン 

～みんなが参加できるスポーツとは？～ 」 

 
 

※本交流は「Sport for Tomorrow コンソーシアム」から「Sport for Tomorrow 認定事
業」として承認を受けています。 

Sport for Tomorrow とは、2014 年から東京オリンピック･パラリンピック競技大会を開催
する 2020 年までの 7 年間で開発途上国をはじめとする 100 カ国以上・1000 万人を対象に、
日本国政府が推進するスポーツを通した国際貢献事業です。世界のよりよい未来を目指し、
スポーツの価値を伝え、オリンピック・パラリンピック・ムーブメントをあらゆる世代の
人々に広げていく取組みです。 

 
 

暴力 0（ゼロ） 心でつなぐスポーツの絆 

～スポーツ界における暴力行為根絶に向けたスローガン～ 



第 46回日独スポーツ少年団同時交流 

基本日程 

 

 

＜日本団派遣＞ 

事前説明会 

 期日： 事前説明会 2019年5月3日(金) ～ 5日(日) ※5月 3日(金)  13：00までに集合 

   4日(土) ～ 5日(日) ※5月 4日(土)  9：30までに集合 

 会場： 国立オリンピック記念青少年総合センター (東京) 

 

 

結団式 

 期日： 事前説明会 2019年 7月 30日(火) ※14：00までに集合 

 会場： 国立オリンピック記念青少年総合センター (東京) 

 

 

出国(成田空港) 

 期日： 2019年 7月 31日(水) 

 

 

帰国(成田空港) 

 期日： 2019年 8月 17日(土) 

 


