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『FC Sword Osakaとは』
【FC Sword Osaka年表】

２００９年 ９月 FC Sword Osaka設立
ジュニアユース＆スクール（4-6年生）

２０１３年 １１月 NPO法人FC Sword Osaka設立

２０１８年 ４月 スクール生（１－６年生）拡大

２０１９年 ４月 スクールに育成コース設立

２０１９年 ６月 キッズコース（四天王寺学園）設立

２０２０年 ２月 ジュニアチーム設立・活動開始

☆現在、キッズ、スクール、ジュニア、Jrユースまで活動中

FC Sword Osakaは大阪府藤井寺市を活動拠点に10年の活動歴史を
持つサッカークラブです。

クラブスローガン

サッカースクールだけではなく、幼児を対象としたキッズコースから
小学生対象のジュニアチーム、中学生を対象としたジュニアユースと
皆様に求められる年代に応じて各カテゴリーを配置し、スタッフ間で
相互理解を図り、リレー方式で一貫した指導を行っております。

『一 味 同 心』

『指導テーマ』
FC Sword Osakaサッカースクールでは、
下記のテーマを基本に活動しております。

■【テーマ】

『 Enjoy Sports（Soccer）』

FCSサッカースクールが獲得を目指すポイント

●サッカーを通じた人間形成
未来ある子ども達の可能性を広げる為に技術向上だけではなく、
喜怒哀楽の豊かさや、コミュニケーション能力の向上から大切に指導致します。

●サッカーレベルの向上
基本的な技術（止める・蹴る・運ぶ）の獲得を基本として上を目指したい子や、
未経験の子の個々それぞれに適した習得目標を設定して指導致します。

●運動能力の向上（ゴールデンエイジ フォロー）
小学生年代は神経系の形成を伴う、一生に一度だけ訪れる『即座の取得』を可能にする、
『ゴールデンエイジ』と呼ばれる時期に当たります。
FCSではこの大切な時期に『動きづくり』や『コーディネイション能力』の獲得・向上も目指します。

経験者はもちろん、未経験者共に個々に適した目標を設定し、
楽しみながら年代に応じた技術や運動神経向上、仲間共に
喜びを共有することでコミュニケーション能力も伸ばします。

★ゴールデンエイジとは
9歳～12歳までの時期であり一生に一度の子どもの運動能力を高めるのに最も適した時期の事を指します。
この時期の子どもは初めて行う動作でも、見本を見ただけでできてしまうようなことがあります。
それを「即座の習得」と言いますが、この時期に判断を伴う技術、実践的かつ正確な技術の習得をすることが、
とても重要になります。

ボディーコントロール
(動きの巧みさ)
認知的能力 など

体技

心
FC Sword Osaka

Soccer School

自立、協調性、挨拶、礼儀、
積極性、コミュニケーション能力、
成功体験 など

蹴る、止める、運ぶ
判断力、発想力 など



『スクール概要』
■２２年度活動期間

■キッズ ⇒ ４歳～６歳
※３歳はご相談ください。

■Uー８ ⇒ 小学１年生～２年生

※3年生～6年生はジュニアチームとなります。
詳しくはお問合せください。

■クラス対象 ■開催場所

藤井寺市立スポーツセンター
(小学生クラス)

四天王寺小学校
(キッズクラス)

経験・未経験、男女問わず

特記事項：U-8は冬季間(１１月～２月)は夜間照明代として月謝が５００円追加となります。

★週一回コース
月謝 ： ３,５００円
※ご入会時に下記コースからご選択ください。
①水曜日コース ②金曜日コース

★週二回コース
月謝 ： ４，５００円
※金曜日/水曜日

■Uー８

■入会時の費用（２０２２年度）

①入 会 金 ： ５,０００円（初回のみ）

②年 会 費 ： ５,０００円（毎年１回）

③月 謝 ： 選択コースによる

★兄弟割引：入会金無料＋月謝１０００円引き！！
※詳細はスタッフにお問合せください。

カテゴリー 対象 月謝 時間 水 木 金 開催場所

KIDS 年少～年長 ¥3,500
（月３回）

60分

16:00～
17:00

第２木曜日は
予備日

四天王寺小学校
（藤井寺市春日丘3－1－78）

U-8
小学1年生～

2年生
¥3,500
¥4,500

75分
17:30～
18:45

17:30～
18:45

藤井寺市立スポーツセンター
（藤井寺市林1－2）

■クラス編成

２０２２年４月～２０２３年３月 各曜日４１回
※活動日については別紙スケジュールをご確認ください。 ※キッズクラスは月３回コースとなります。



・金融機関による自動引落し制度にてお支払ください。
振替日：毎月２７日
手数料：１６５円/毎月 ※各ご家庭負担となります。

※引落し手続きは入会時にご案内させて頂きます。

■月謝等お支払方法

・当クラブでは諸連絡は『 掲 示 板 』を使用いたします。
保護者の皆様は下記ご登録頂きますと更新通知が届くようになりますのでご登録をお願いいたします。

■連絡ツール

■掲示板登録方法
掲示板ＵＲＬ ⇒ http://9226.teacup.com/fcswordosakass/bbs

Ａ：スマートフォンの場合
サイト内の「メニュー」をクリック→「書き込み通知」をクリック、
→あとは本文の指示に従って登録完了です。

Ｂ：スマートフォン以外の場合
掲示板下部までスクロールし「書き込み通知」をクリック、
→あとは本文の指示に従って登録完了です。

・ご入会ご希望頂く際は下記の書類をご準備頂きスクール開催日にグラウンドまでお越しください。

■ご入会手続きの流れ

①お手続きチェックシート

②入会申込書

③口座振替依頼書

⑤銀行印
※口座振替依頼書の書類不備の場合の訂正の為、お持ちください。

※写真はスマートフォン版の表示です。



『スタッフ紹介』

名 前 ：言美 大輔
生年月日 ：１９８５年５月６日
出 身 地：大阪府柏原市

■資格
・日本サッカー協会公認C級指導者ライセンス
・日本サッカー協会公認キッズリーダー

■経歴(競技・指導)
・鹿児島実業高校サッカー部
全国高校サッカー選手権大会 ３位
・ディアマンテ鹿児島U-15 コーチ

■ジュニアユース監督

■スクールコーチ

その他、指導ライセンス保持者多数在籍

■資格
・日本サッカー協会公認B級指導者ライセンス
・日本サッカー協会公認キッズリーダー
・日本サッカー協会公認3級審判
・スポーツリズム協会公認 ディフューザー

■経歴(競技・指導)
・北星学園余市高校サッカー部
・JAPANサッカーカレッジ
・ALBIREX NIIGATA SINGAPORE スクールマネージャー
・ 同 ジュニア監督
・アルビレックス新潟 育成普及部 スクールコーチ

名 前 ：谷口 祥太郎
生年月日 ：１９８７年２月２６日
出 身 地：大阪府羽曳野市

■ジュニア監督

名 前 ：廣岡 成典
生年月日 ：１９６３年５月２２日
出 身 地：三重県

■資格
・日本体育協会スポーツリーダー

■経歴
・大阪体育大学サッカー部
全日本学生選抜候補、西日本学生選抜、関西学生選抜
第34回全国大学サッカー選手権 優勝

・松下電器産業㈱サッカー部（現J１ガンバ大阪）
第７０回天皇杯 優勝

■代表・総監督

名 前 ：山崎 誠幸
生年月日 ：１９７４年１月１５日
出 身 地：京都府宇治市

■資格
・中学高校教員免許（保健体育）
・藤井寺市部活指導員（道明寺中）

■経歴(競技・指導)
・大阪体育大学サッカー部
全国社会人選手権出場
全国クラブチーム選手権 3位
全国シニア大会（O-４０）3位

■スクール担当

名 前 ：池田 脩(Ikeda Shu)
生年月日 ：２００１年６月２７日
出 身 地：大阪府柏原市

■スクールコーチ

名 前 ：西中川 学人(Nishinakagawa Manato)
生年月日 ：２００２年１０月２５日
出 身 地：大阪府羽曳野市

■スクールコーチ

名 前 ：金谷 汐人(Kanaya Sekito)
生年月日 ：２０００年１１月２０日
出 身 地：大阪府羽曳野市
★日本サッカー協会公認4級審判



『FC Sword Osaka ジュニア/ジュニアユース』

FC Sword Osakaではサッカースクールの他に小学生～中学生のチーム活動も行っております。
※チーム活動とは日本サッカー協会に選手登録を行い、年間を通して公式戦等の活動を行うものとなります。

各チームについての詳細はスタッフにお問合せください。

■FC Sword Osakaジュニア
小学生年代のチームとして2020年に発足

■対象：小学３年生～6年生の男女・経験問わず

■活動日：毎週水曜、金曜、週末
※週末の活動は内容によって変動致します。

■活動日：平日 18:45～20:00
：週末 内容によって変動します。

■FC Sword Osakaジュニアユース
中学生年代のチームとして1999年より活動

■対象：中学１年生～３年生の男女・経験問わず

■活動日：毎週月曜、水曜、金曜、週末
※週末の活動は内容によって変動致します。

■活動日：平日 1９:００～2１:00
：週末 内容によって変動します。

ジュニア
ユース

ジュニア
スクール

ジュニア
チーム

キッズ
スクール

【FC Sword Osaka 育成ピラミッド】
長く子どもたちにサッカーに関わってもらえるよう、
幼児から中学生までの一環指導を行えるカテゴリー
作りを行っており、当クラブでは各カテゴリーの
基本的な位置づけを下記としております。

■サッカースクール(ジュニア/キッズ)

⇒ 普及・人間形成・運動能力向上

■ジュニア・ジュニアユース

⇒ 上記 ＋ サッカーレベルの向上(技術・体力・発想力)

『サッカーレベルを高めたい！！』
『経験を積みたい！！』

などの希望があれば【チーム】へのご参加をおすすめいたします！！



第1章名称及び所在地・チーム代表者
1-1 本チームは、「FC Sword Osaka（エフシースウォードオオサカ）」と称し、

キッズ～ジュニア～ジュニアユース世代を対象に活動するサッカークラブチームである。
1-2 本チームの所在地（ホーム）「藤井寺市立スポーツセンター（大阪府藤井寺市林1-18-4）」
1-3 チーム代表者：廣岡成典

第2章基本方針
2-1ビジョン（Vision）
ジュニア・ジュニアユースにおいて、名実ともに「日本一」のチームを目指す。
2-2ミッション（Mission）
その一、サッカーを通じての人材育成と、地域社会への貢献。
その二、将来プロ選手と成り得るための専門基盤形成。
2-3スローガン（Slogan）
「一味同心」～同じ目的を持って集まり、心をひとつにすること～

第3章目的
3-1本チームはサッカーを通して仲間の輪を広げ、体力の向上及び心身の健康保持と増進を図りながら、
専門的な知識・技能の習得を目指し、その過程を大切に指導していく。
3-2  人との関わりを大切にして感謝の気持ちを学び人間性を磨くため、

地域でのボランティア活動などにも積極的に参加していく。
3-3  グラウンド内外に関わらず様々な経験をさせ、自分で考え発言し行動する力をつけて、
正しく判断できる人材を育てることを目指し活動していく。
3-4  サッカーだけではなく、学業もおろそかにせず、文武両道を念頭に置くことを重視していく。
3-5  最終目標の日本一（頂点）に向けて、常にチャレンジできるチームとなるべく取り組んでいく。

第4章入会条件
4-1 選手、保護者共にチーム規約を十分理解し、その方針に同意できる者。（同意書サイン）
4-2 サッカーに対し常に真剣に取り組み、本チームを続ける強い姿勢がある者。
4-3オン・ザ・ピッチ、オフ・ザ・ピッチでチームの選手として自覚と責任を持って行動できる者。
4-4日本一を目指すことを素直に考え、向上心をもって一生懸命に努力できる者。
4-5中学校の部活に、所属していない者。（登録上、部活とクラブの二重登録はできない）

第5章会員
5-1 入会申込書を提出し、既定の会費を納めた幼児、小、中学生をチーム会員とする。
5-2 チーム会員には必ずユニフォーム等、チーム指定物品を購入してもらう。
5-3 会員（ジュニア、ジュニアユースのみ）は日本サッカー協会に選手登録する。
5-4 チーム会員は(財)スポーツ安全協会傷害保険に加入し、試合中または公式練習中や活動場所への
往復中に関わる傷害事故についての補償はスポーツ傷害保険内とする。
5-5 何らかの利用により途中退会を希望する場合は、チーム代表もしくは監督と十分相談し決定する。

第6章会費
6-1 入会金キッズ＝５，０００円/ジュニア＝７，０００円/ ジュニアユース＝８，０００円
6-2 年会費キッズ＝５，０００円/ジュニア＝７，０００円/ ジュニアユース＝８，０００円
6-3 月謝キッズ＝５，０００円/ジュニア＝７，０００円/ ジュニアユース＝８，０００円
6-4 各種遠征試合等における交通費、合宿等を行う場合は別途徴収する。
6-5 徴収したチーム会費は、チーム代表が例外と認める事案以外は、基本、返還しない。
6-6 クラブ会費及び別途徴収金の会計は、１年毎に決算して総会で収支報告を行う。
6-7 スクール事業は別紙スクール概要資料(ホームページ記載)の通りとする。

■チーム規約

『FC Sword Osaka チーム規約 』



第7章活動
7-1練習曜日は、キッズ＝木曜日（第2除く）/ジュニア＝毎週水・金曜日/ジュニアユース＝毎週月、水、金
7-2練習時間は、ジュニア＝18時45～20時００分/ジュニアユース＝18時30分～21時００分
（時間はあくまでも基本なので、変更する場合もあり）
7-3練習場所は原則、藤井寺市立スポーツセンター(ジュニア＆ジュニアユース)及び四天王寺学園(キッズ)とする。
7-4土・日・祝日は試合等が入るので未定、春・夏・冬休みは別スケジュールとする。
7-5スクール事業は別紙スクール概要資料(ホームページ記載)の通りとする。

第8章指導方針
8-1将来につながる基礎技術・専門的な知識を指導する。
8-2仲間への思いやり、マナーを第一に指導する。
8-3サッカーを通じて健全な人格形成を目指す。
8-4高校選択時サッカーに重点をおいた進路希望者には、可能な限りの支援を行う。

第9章チームの約束事
9-1  何処のグラウンドでも、入退場時の挨拶を欠かさず行う。
9-2 他のチームの指導者や選手、保護者など、誰にでも大きな声で挨拶をする。
9-3 上級生や目上の人に対しては、必ず敬語で話す。
9-4 指導者の話しを聞く時は、姿勢を正す。
9-5相談がある時は、一人で悩まず指導者に連絡をする。
9-6チーム及び学校のルールに違反する者には、ペナルティーを与える。
9-7学業をおろそかにしない。
9-8仲間を大切にする。
9-9 チーム活動を欠席する時は、必ず事前に指導者に連絡し許可を得ること。

第10章保護者の皆様へ
10-1保護者からの相談事（退会・休部等）は、代表もしくは監督が対応します。
但し、いかなる場合もチームの指導方針に関してのご意見・ご批判等には応じられません。
10-2本クラブ会員として望ましくない行為や、チームの名誉を著しく傷つける行為、チーム規約を
守れない会員、保護者に対しては退会いただきます。
10-3サッカーでの進学希望校への問合せは個人で直接行わず、必ず代表もしくは監督と相談
の上、進める事とします。
10-4高校への進路については、３者面談を実施し方向性を確認します。

第11章運営スタッフ構成
11-1役員：理事4名（代表1名、事務局長1名、部門長2名）
11-2スタッフ：総監督1名、監督1名、カテゴリーオーナー1名、コーチ若干名・社員3名
11-3スタッフの任期は特に定めず、必要に応じて役員が選出する。

附則
本規約は、２０１０年４月１日設定
２０１３年４月1日改定
２０１５年４月１日改定
２０１８年４月１日改定
２０２０年４月１日改定



特定非営利法人FC Sword Osaka
住所：藤井寺市小山8-20-1
E-mail：info@fc-so.com
HP：http://fc-so.com/

一味同心

http://fc-so.com/

