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  プリンスリーグ関西2014 奮闘中 
    
   昨年度プリンスリーグ関西1部2013にて 
   7勝10敗1分でグループ7位となり、 
   プリンスリーグ関西2014に残留決定しました。 

   参加チーム 

   大阪桐蔭高等学校 
   近畿大学附属高等学校 
   洛北高等学校 
   関西大学第一高等学校 

   大阪産業大学附属高等学校 
   阪南大学高等学校 
   神戸弘陵高等学校 
   履正社高等学校 
   野洲高等学校 
   比叡山高等学校 
 
   ※結果は本校サッカー部ホームページで確認下さい。 
    



輝く未来へ！ 

平成20年度より大阪産業大学スポーツ健康学科設置 
                   ↓ 

『中学・高校保健体育教員』免許取得可能 
 
 

大阪産業大学への進学は・・・ 
    
 ・スポーツ奨学生特別推薦入試制度（入学金・授業料免除） 

  ※昨年度はこの制度を利用し３名が併設の大学に入学しました。     

 ・内部推薦（無試験・成績優秀者は入学金免除） 
 
  ※大阪産業大学体育会サッカー部は現在関西学生リーグ1部所属  
    本校OBも３名がメンバーとして活躍中。 

http://www.nyushi.osaka-sandai.ac.jp/


   １．本校案内 

   ２．活動方針 

   ３．指導理念 

   ４．サッカー部 モットー 

   ５．費用について 

   ６．トレーニング環境 

   ７．活動について 

   ８．最近の主な戦歴 

   ９．サッカー部 主な進路先 

  １０．平成27年度入試について  

  １１．スタッフ紹介  



知育･徳育・体育の全人教育をめざす。 
 
 

「未来への夢と希望」を持って、「努力・挑戦」 

 する精神を養い、「自主・自立」を育てます。 
 

そこでは、「学ぶ喜び」を得るとともに、個性豊かな 

人間性を育て、未来に向かってたくましく生きていく 

ための力を身につけることが、大切です。 
 

 これこそが、本学園の建学の精神である「偉大なる 

平凡人たれ」の理念であります。 

   

    

   

                                           
                                          

学校長 大西 陽太郎  

●「偉大なる平凡人たれ」の建学の精神の下、グローバルな視野を持つ国際人を育  

  成します。 

●学習意欲を培い、進路の保障（進学の保障・就職の保障）に万全を期します。 

●人として健やかに生きていくための人権教育に力を尽くします。 

●文化、スポーツの高揚をはかり、豊かな感性、強靭な精神力と体力を養います。 

●「与える教育」から「考えさせる教育へ」。  

 



 

 

 

 

サッカー部 目的：サッカーを通じ心身を鍛える。 

     (100%の力を発揮する努力を惜しまない) 

目標：国立で笑おう！ 

 

活動方針 
 
『素直な心』     成長過程の心を磨いて、素直で謙虚に生きよう。 
                土台が斜めであれば、積み重ねるほど傾きやすく 
               なる。 

 
『謙虚な気持ち』  気をどう配るか。大事な場面で気を入れて！ 
 

『運を育てろ』    ゴミ拾いも運拾い。良いことは進んでやろう。 
               運は増えたり減ったりするもの。 
 
『サッカーは哲学である』と多くの指導者が論じます。サッカーを通じ 
て人格形成に努めなければなりません。どんな状況でも100%最後 
まで力を出す努力をすることを最大の目的とします。その積み重ねが、 
卒業後にきっと自信となり、何事にもチャレンジできる糧となります。 
サッカー部は部員数が多く、意識が低いと他の大勢の部員に迷惑を 
かけます。活動方針を守れない人は試合への出場はおろか、入部も 
できません。 



    

我々は個々の上達を図り、全員が同じピクチャを描き、攻守において連動性と連続 

性を持つサッカーを目指します。各々の選手が実力を発揮できる環境を与えます。 

中学生年代で身につけた技術に判断力・スピード、力強さを加え流れるようなサッ 

カーで相手のゴールを襲います。 
 

それには  １ サッカー部の活動方針を理解すること。 

          ２ 向上心が必要です。 
 

本校サッカー部はルールを守りやる気があればだれでも入部できます。選抜歴や 

過去の経歴は一切問いません。努力して少しでも上達したいと考えている選手を求 

めています。少しでも上に向かって日々努力をしていこうと言う考えを持った君たち 

を待ってます。サッカーだけをやれば良いと思っている選手や学校規則の守れない 

選手は継続することができません。 
 

夏休みには毎年イタリアサッカー協会公認コーチを招き、世界最高峰の戦術トレー 

ニングも取り入れております。過去にはACペルージャトップチームのコーチや、ザッ 

ケローニJAPANのコーチングスタッフに加入したコーチも来日しています。 

グローバルスタンダードで世界のサッカーにアプローチしております。 
 

これらに共感し頑張りたいと思っている君たちの力でチームを作り上げていきませ 

んか。力が結集したとき、他の追随を許さない、魅力的で力強いチームが出来上 

がっているでしょう。 
 

『国立で笑おう！』を目標に選手の更なる成長を期待し助長します。 

そして、世界で通じる選手になれるよう日々鍛錬していこう。 



 

厳しく 激しく 楽しく 
  

 
 
 
心身を鍛えることを目的に活動しています。そのためには 
 
厳しく・激しくトレーニングしなければ上達しません。 
 
しかし！ 
 
サッカーは楽しくなければ意味がない。技術を駆使し、相手と 
 
の駆け引きや、意図的にDFラインを崩していく楽しさを共有し 
 
よう。美しく流れるようなサッカーを実践しよう。 
 
そして、仲間を思いやり、助け合う。一緒に苦楽を共にし、 
 
最後に国立で笑おう！ 
 
一生懸命になれる楽しさがここにはある。 
 
 
 
【100歳まで現役選手】を合言葉に！ 



①部費 

  入部費2000円 

  月1000円 

  その他 選手登録費等 

 

②遠征 

  春・夏・冬休みには遠征を行う。 

  各休み2～3泊、約25000円前後   

   

③サッカー部活動指定品 

  ゲームシャツ・パンツ・ストッキング 正副・長袖半袖4セット 約43000円 

  プラクティスシャツ 半袖 約5400円   長袖 約5600円 

  ジャージ 約15000円   

  移動用リュック  約6300円 

   

④サッカー部推奨品 

  インナーシャツ 約2800円 

    ポロシャツ 約5700円 

  ピステ上下 約14700円 

  ウィンドーブレーカー 約20000円 

  防寒用コート 約15000円 

  ハーフパンツ 約7600円 

   ランニングシューズ 約7000円 

 

 ※すべての費用については前年度参考のため、変更する場合があります。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
      
                                                          

      
 
 

 

 

 

 

 

 

鶴見緑地スタジアム 

 

 

 

 

 

 

 

本校人工芝フィールド 

  

 

 

 

播磨光都Ｇ 

 

 

 

 

Ｊ‐ＧＲＥＥＮ堺 



 練習及び場所 （本年度）    

  月曜日 鶴見スタジアム（人工芝） 
  火曜日 OFF  

  水曜日 本校人工芝フィールド 

  木曜日 鶴見スタジアム（人工芝） 
  金曜日 本校人工芝フィールド   

  土曜日 本校人工芝フィールド 

       

 服装・髪型             

  ・全員チーム指定の揃いの上下でトレーニングします。 

     －共通意識の向上-          

  ・シャツをパンツの外に出したり、ソックスを下げて履くのは厳禁です。 

     －サッカーは紳士のスポーツ－ 

  高校生らしいさっぱりとした髪型 

     －長髪やいびつな髪型禁止―   
 

 イベント・社会福祉活動 

   ・地域の幼稚園児とのサッカー交流 

   ・イタリアよりサッカー協会公認指導者来日（約10日間/夏休み） 
   ・本校主催サッカー大会の開催（中・高交流/春休み・夏休み）    

   

 その他 

   専属トレーナーによる定期検診（無料） 



 
優勝     大阪U-17リーグ2007 

 
準優勝    大阪U-18リーグ2008 
 
ベスト８       選手権予選2009 2013 
          インターハイ予選2009 2008 
          新人戦2007 
           
◆個人表彰  年間優秀選手 2013（1名） 2012（1名）     
                   2009（2名） 2008（2名） 
          選手権大阪予選優秀選手2009（1名） 
                          2013（1名） 
          インターハイ予選優秀選手2009（1名） 
          関西トレセン2011（1名） 2009（1名） 
          大阪府トレセン2011（1名）2010（4名） 
          高体連大阪選抜ロンドン遠征2008（4名） 
          高体連大阪選抜オランダ遠征2011（3名） 
                                                   2013（1名） 



  

平成26年3月卒業生 

決定進路   備考 

大阪産業大学 内部推薦（スポーツ特別奨学生）  授業料半額免除 

大阪産業大学 内部推薦（スポーツ特別奨学生）   

関西大学 指定校推薦・一般入試   

立命館アジア 
太平洋大学 

指定校推薦   

立命館アジア 
太平洋大学 

指定校推薦 

京都産業大学 指定校推薦 

追手門学院大学 指定校推薦（2名）   

阪南大学 指定校推薦（3名）   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    



  サッカー部入部希望者につきましては、特進コースでの活動ができません。
従って以下の3つのコースより選択していただけますようお願いいたします。 
  

   １．P 普通科スポーツコース（サッカー部推奨） 

   ２．E 国際科進学コース 

   ３．U 普通科進学コース 

   ※サッカー部推奨とは、推薦者に勧めているコースです。 
  

簡単なコース説明 
 ・P 普通科スポーツコース 

 全員が運動部に所属することが条件で、幅広くスポーツ実技に触れることがで
きます。運動能力の伸長やスポーツに関する知識の習得ができ、課外活動も充
実しています。他のクラブ員と刺激しあいながら互いを高めていき、躾も身につけ
られます。 
  

 ・E 国際科進学コース 

 本場の英語を体験し、国際理解を深めるとともに、国語力の充実にも力を入れ
ます。関西外国語大学と独自の高大連携を構築し、特別入試制度で最大30名の
枠を設けております。また、短・長期留学もでき、幅広く活動ができます。 
  

 ・U 普通科進学コース 

 学業とクラブ活動の両立を目指します。大阪産業大学を中心に進学を目指しま
す。 



 

部長                    秋野 悦紹  地理歴史科・公民科教諭  人権推進室主事 

                                                       （少林寺師範） 

 

 

       

 

監督                     中西 幸司  保健体育科客員講師                                  

                                 資  格 財団法人 日本サッカー協会 Ｃ級コーチ 

                                                                  経   歴  都島中→大阪産業大学高校→大阪体育大学 

                                指 導 歴 本校 

                                                                   

 

 

 

顧問                     後藤 祐司   地理歴史科講師 進路指導室 

                                            資    格  財団法人 日本サッカー協会 C級コーチ 

                                       経     歴  高須SC→高須中→東海大学第五高校→阪南大学 

                                     指 導 歴  本校 

 

 

 

 

コーチ                    森  勇貴  地理歴史科客員講師            

                                 資   格 財団法人 日本サッカー協会 C級コーチ 

                                   経   歴  門真ＳＣ→ガンバ大阪門真ジュニアユース→ 

                                        ガンバ大阪ユース→関西大学      

                                  指 導 歴  本校 

                                  

 

 

※外部スタッフとして コーチ1名、GKコーチ2名、トレーナー1名在籍 


