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クオリティー 安⼼・安全

ネクサスで育む

学びに向かう⼒。

⼦供たちがただ純粋にサッカーが楽しい、楽しみでしょうがない

と思える環境を提供したい。

楽しいから夢中となり、夢中だから「なぜ？」と考える。

⼦供たちの考えた答えを「認め」そのアクションを評価する。

このサイクルで⼦供たちは⾃然と学びに向かう⼒を⾝に付けるこ

とが出来ます。

⼤切な事は権威を振りかざし⼦供を威圧する事ではなく、

彼らの⽣み出した価値を認め、ヒントを与え続ける事なのです。

そんな指導者の姿勢とクラブの雰囲気、そして⼦供たちの上達を

⽀える指導のクオリティー。サッカーの強豪国ドイツにて指導経

験・プレー経験のあるスタッフ陣。

クラブに関わる全ての⽅々が活き活きと元気よく活動できる場に

したいという、願いを形としどこよりも元気に、

サッカーの楽しさをこの街に発信していきます。

クラブの理念・⽬的

・クラブに関わる⼈が幸せにサッカーに取り組める環境を作り、

 サッカーの輪を広げ、地域に貢献する。

・グラスルーツの⼦供達に最⾼の指導と環境を提供し、

 サッカーを通じて社会性や魅⼒ある⼈間性を育てる。 

・あらゆるマイノリティにある⼈たちが相互の違いを認め合い、

 共に活動をする「インクルーシブ」なクラブ運営を⾏う。             

将来ビジョン

・⽐企地区最⼤のクラブ会員数を⽬指し、楽しいサッカーを⽇本中に普及する。

・Ｊリーガーや世界に⽻ばたく⼈間を輩出する。

・サッカーで⾷べれる環境を作り、OBが指導者としてクラブを⽀える循環作り。

理念・ネクサスについて

ネクサスとは英語で「絆」の意味。⼈と⼈との絆を⼤切にし、

関わった⽅々にサッカーを通じて幸せな時間を提供したい

という思いが込められている。

最後につく「ｓｖ」は、ドイツでスポーツクラブを意味する

Sport-Verein（シュポルト・フェライン）の略。

ドイツの町クラブのような地域の様々な年代の⽅に

愛されるクラブづくりを⾏っていく。

ネクサスSVでは⼟�となるサッカースクール、

各種スポーツスクールからなる「��」の活動と、

より�技スポーツとしてサッカーに�り�み�⼿を�てる「�成」、

巣立った�⼿たちが�ってくる場�、

サッカーを地域の��にする場としてのTOPチーム活動という

3つの�点から活動を⾏います。

�にグラスルーツと�われる��活動ではより⼀�でも�くの

�々にサッカーやスポーツに�しみを持って頂くために活動をしています。

未��児〜中�⽣まで⼀貫指�を⾏う事で、サッカーのテクニックやスキル

だけではなく、��性や協�性を�び、地域を愛し�来地域に貢�すること

が�来る�間性を�みTOPチームや他カテゴリーのモデルの背中を�ながら、

常識ある�材�成の��を⽣み�します。

楽しさの追求

「普及と育成」様々なサッカー観を

尊重する⼀貫指導体制を⽬指す

��
・サッカースクール活動

・各種スクール活動

�成
・ジュニアユース（男�・女�）

・ジュニアチーム

TOPチーム

ネクサスの⽬指す⼀貫指�ピラミッド
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2021　スタッフ紹介

代�

平 知浩

【指�歴】
Life Seeds FC U-12��（��）

ー��男�A代�GKアシスタントコーチ・��

ー��女�A代�コーチ・��

ーVfB.Speldorf GKコーチ（ドイツ）ーETB

Schwarz Weiss Essen GKコーチ（ドイツ）

ー���附��GKコーチ

GM・��担当

陳 �夫
【指�歴】

鹿�アントラーズ���

【�⼿歴】

�立川���ードイツ下�リーグ

アドバイザー

�⼠ �男
バルシューレジャパン 代����

⼀��団��⽇�スポーツマンシップ協� 理事

⽇�ストリートハンドボール�盟副理事�

栄��師

津� 那哉
中��保�体���⼀種��状

�等��保�体���⼀種��状

フードスペシャリスト��

栄���⼀種��状

�理栄�⼠国���

栄�⼠��

�品�⽣�理者��

�品�⽣責任者��

なでしこ�別コーチ

内� �南
【�⼿歴】
元プロサッカー�⼿（イタリアセリエB）

早稲⽥⼤�ア式����

⼗��女�サッカー��

コーチ

上林 �

コーチ

�々⽊ ��

コーチ

� ⼤輔



楽しみながら上達できる、最⾼の時間。
関わってくれた⽅々皆が「幸せに」サッカーに取り組める環境をつくる。

ネクサスサッカースクールでは、バンビ（未就学児）∼中学⽣まで幅広い年齢の⼦供たちに

「楽しかった」と⾔ってもらえるように⽇々努⼒を惜しみません。

当スクールではスクールの練習時間の半分は必ずゲームを⾏い、⼦供たちのサッカーへの

欲求を満たしながら”⼲渉しすぎない”時間を作ります。⼤⼈には時に⼦供を⾒守り彼らの

アイデアや考えを観て聞いて、理解して認める必要があり、「なんでも教える」事だけが

私たちの仕事ではありません。皆さんの喜んだ顔が⾒たい。だから指導者も学び続けます。

ネクサスは地域NO｡1のクオリティーを⽬指します。

��スクール
サッカーの可�性は��⼤�

JFA公認資格所時コーチによる

安⼼な指導！

皆さんをサッカーの世界に

引きずり込みます！

〜スクール年間イベント予定〜

  1⽉ 初蹴りイベント 8⽉宿題⼤作戦

  3⽉ 春遠⾜     10⽉秋遠⾜

  5⽉ ＧＷイベント  12⽉蹴り収めイベント

  7⽉ サマーキャンプ

 

この他にも

毎⽉イベントがあるよ！

金曜日開催！
大人コース

⼦どもだけでなく、

⼤⼈対象のコースも⼤好評！

ただ楽しむだけではなく、

親しみやすいコーチによる

誰にもわかりやすい指導と、

楽しい雰囲気であなたも

サッカーの虜に！！

毎週の運動習慣にも！



⽉会費：�5000円（税込）

※スクール・活動⽇は

全て参加可能。

※総計⽉約20回

年会費：5000円

(保険料込）

※11⽉以降は半期分

（半額頂戴します）

⼊会⾦：5000円

（シャツプレゼント！）

☆兄弟割引☆

⇒2⼈⽬以降は、

・年会費半額！

・⼊会⾦無料！

⽉会費基本料より

-1000円！

※別途別料⾦コースアリ

、詳細お問合せ下さい。

通常コース以外にも選べるコースが沢山！月に何回参加しても同一料金でお得！

2021スクール活動会場

〇�場��〇

埼⽟���郡

吉⾒�黒岩602
■活動⽇■
未�

サッカースクール&バルシューレ教室、どちらも参加したい
時に参加でＯＫ！うちはバルシューレだけや、うちの子はサッカ
ーだけ等、自由に参加したいタイミングで会場までお越しくだ
さい。何回参加しても同一料金です。

テヒニカーコース
テヒニカーコースは、ひたすら「個人テクニック・
スキルを磨く」コースとなります。レベルに関係な
く真摯にサッカーに取り組む姿勢があれば大丈夫！
一人ひとりにコミットする為、人数制限あり。より
選手それぞれの「個性」や、「課題」を磨くことが
可能に！チームで輝きたい！、ライバルに差をつけ
たい！という方にお勧め！定期的に自宅で行う宿題
も出します。競技志向の「必ず力をつける」コース
です。

なでしこコース
イタリアセリエBにて女子プロサッカー選手として活
躍された、内山穂南さんが2021年1月～月1回程度の
スポット講師として指導。小学生～中学生の女の子
を対象としたスクールコースです。
なでしこコースは女の子限定！！
サッカーを始めてみたい女の子や、普段男の子と一
緒にサッカーをしている方も大歓迎！！
お得な、なでしこ会員もございます！

滑川��

�動��
フレンドシップ

ハイツ吉⾒

東���
�別�援��

�場�内 ※�場に��,問�わせは⾏わないで下さい。

その他���場

を使⽤する場�も

ございます。

滑川����動��

（グラウンド）

〇�場��〇

滑川�⼤��⽥715-1
■活動⽇■
⽉、金 

東����別�援��

（体��・グラウンド）

〇�場��〇
埼⽟�東���野⽥1306-1

■活動⽇■
�、⼟

フレンドシップハイツ吉⾒

（体��）

会費についてバルシューレバルシューレドイツ⽣まれの運動教室 ⽕曜⽇18:00より好評開催中！

スクール特別コース！スクール特別コース！スクール特別コース！



ジュニアチーム活動
昨年より活動を開始したネクサスのチーム活動。
テクニック、センス、そして学びに向かうハート。
そこにそれぞれの選手がなにかひとつ個性として
「突き抜けた個」を持った選手となり
当クラブから世界に羽ばたいてほしい。
「今」ではなく「未来」重視の育成を行います。

⼀⼈ひとりに寄り添い、トモニ成⻑する。

ネクサスでは「勝つこと」「上達する事」は活動の中でマスト.その中で、

「結果と育成」を両⽴させていく⽅法を考えています。試合で勝てるけど、

指導者に⾔われた事をこなすだけでは次のステージで戦う為の意識は育めません。

かといって、指導者が導かなければ選⼿たちはいつまでも「こだわる」事を

しなくなってしまいます。結果か育成、どちらかに偏るのではなくバランスを取りながら、

現状を分析し必要なアプローチをする事で、選⼿は育っていきます。

現状の「⼤⼈の当たり前」「少年サッカー業界の当たり前」を疑い、

より真剣に「サッカーの上達とこれからの⼈⽣」を考え、

寄り添えるクラブであることがこのクラブの強みです。

ボール操作と⾝体操作を独⾃のメゾットで学びます。

ボール操作を徹底的に磨く事で選⼿は⾃信を⼿に⼊

れ、順に個⼈戦術⇒グループ戦術⇒チーム戦術へと発

展。U12では組織の中で⾃らの技術を⽣かす事が出来
る選⼿に育て上げます。

「テクニック⾄上主義」ボールと遊び、

���チームで⼤きな絵を描く。

・ストリート×サッカー（��を�め、�気で�ぶ）
・ボールと�ぶ⇒テクニック�上主義

（ドリルトレ、リフティング、ボールマスタリー）

・�しみながら、チームとして上⼿くなる

（⾃�⾃�の上⼿くなりたいという��からくるたの

しい気持ちを尊重しながら、チームとして闘う）

・ネクサスらしさ+個�のストロングポイント
 =個性を活かすための技��成
（�員がドリブラー×）
・�を活かす、「上⼿さ」にこだわる。

・�ちではなく、「価�」にこだわる。

 著書「上�論」でお馴染みの���⾬�をお招き
し、武�を⽤いた�体の動作��、脱⼒�を�びま

す。武�からは、物事を「�ぶ」��づくりにも�

供たちに�常に良い��が�えられると��してお

ります。「�に�わる」ことだけではなく、「⾃ら

�ぶ��」を�むという点において当クラブの活動

と⼀�している��も�い。そして、サッカーに⽣

かす�体の使い�を�ぶことでプレーのクオリティ

ー向上にも⼀�買っていただいております。

�⼿の�を�てる

ジュニア育成のコンセプト

古武術で⾝体操作を学ぶ

保�者の

負担削減�
�員・当�なし�

クラブ����可�

保�者の負担に�⼤�

配慮している

サッカークラブです。



年���5000円(保�料�）※11⽉��は半期�（半�頂戴します）
��金�5000円（シャツプレゼント�）
☆兄���☆⇒2�⽬��は、・年��半��・��金�料�
 ⽉��基�料より-1000円� 

■チーム合宿■
（夏季・春季の年２回を予定）

��はチーム��や、個���という�技的な⾯だけではなく、

保�者の元を離れ、⾃�たちで洗�や掃�、⽚づけ、��などを⾏う

事で、�供たちの「⾃立」の良い��となります。また、仲間とトモ

ニ�ごす時間は何事にも代えがたい思い�となります。ネクサスの�

�は「サッカーだけ」ではなく、必ず他の�びや⾯⽩い体�、地域の

��品や�味しいものを�べるなど�供たちにサッカー��の�びを

提供できるものとなっております。

⽉に1~2回「��的な��」の時間を�け、「プロジ
ェクト型��」を�り�れながら�供たちの「⽣き

る⼒」を�みます。地域との�れ�いや、��（�

�）の�供�との�流を�じて、�ども�がもの事

の問題点や、��点やりたい事を⾒つけ、S-PDCAサ
イクルを⽤いて⼒を�わせて�決、�成していきま

す。ネクサスは主体的・��的な�い�びを��

し、プロジェクト型��によって�々な⼒を�につ

け、���基�⼒を�います。�常の授業では�来

ない�んな��は�供たちの「⽣きる⼒」を�むこ

とをお�束いたします。

2020年度の主な活動
・�災��〜�⾵19��災者の声を�く〜
・⽊で�ぼう〜都�川⽊�さん〜

・知らない�界をのぞいてみよう〜アフリカについて〜

・�体の仕�みを知ろう〜�体師による�別��〜

等 
※活動にご協⼒いただける地域の事業者�を募�しております。

ジュニアチーム要項

昨年行いました、御殿場合宿の様子です。

■総合学習■
サッカー+αの体験を。

⽉会費

総合活動の様子

サッカークラブを教育・学びのツールとして。



ネクサスサッカースクールでは、⼊会に興味を持っていただい

た⽅向けに、無料の体験練習参加を⾏っております。

事前に練習に参加していただき、コーチと触れ合いスクールの

雰囲気を感じて頂きたいと考えております。

新しい事を始めるのは何でもドキドキして、不安や⼼配になっ

てしまうもの。そんな不安や⼼配を体験参加していただく事で

解消して頂けたらと思います。

スクールに

体験参加してみよう！

体験参加の流れ

STEP１
事前にクラブへメール、電

話,ツイッターのDM、フェイ

スブック等を通じて体験参加

の旨をご連絡ください。

STEP2
当⽇、ボールと飲み物を⽤意

し、運動しやすい服装で会場

までお越しください。

グラウンドに到着したらコー

チがご挨拶に伺います。

STEP3
時間になったら練習スター

ト！初めてでも⼤丈夫。

優しいコーチが楽しく丁寧に

サッカーを魅せて、教えてく

れるよ。最後のゲームでは、

コーチと勝負！

STEP4
練習が終了したら担当コーチ

より,①⼊会申込書、②クラ

ブパンフレット、③アンケー

トをお渡しいたします。可能

であればアンケートは記⼊し

ていただきます。⼊会希望の

場合は流れに沿って⼿続きを

⾏っていただきます。

nexusfootball2019@gmail.com
※返信メールが迷惑メールフォルダに

振り分けられない様に、フィルタリング解除を

お願い致します。

お気軽にお問合せ下さい！

お問合せ先

�
メールアドレス

電話番号

090-5444-4123（タイラ）
【10:00~16:00】  

ID：nexussv2019

「ネクサスSV」で検索！

HP：https://www.nexussv.com/


