
Oaa横浜校  
afb.soccer.
athletics.

Oaa船橋校  
afb.soccer

「心の技術」を習うボールの学校

Oaa

オッティ芸術蹴球アカデミ

Otty artfootball academy

愛称は「オーアーアー」

横浜と船橋の2校

遊びの学び舎

NPO法人 FCUスポーツクラブ



友達が
たくさん
できる！

みんなで
挑戦して
行こう！

オッティ芸術蹴球アカデミ

Otty artfootball academy

Oaa横浜校  
afb.soccer.
athletics.

Oaa船橋校  
afb.soccer

「心の技術」を習うボールの学校

Oaa

オッティ芸術蹴球アカデミ

Otty artfootball academy

愛称は「オーアーアー」

横浜と船橋の2校

遊びの学び舎

NPO法人 FCUスポーツクラブ



Oaa横浜校
afb.soccer.athletics.

「心の技術」を習うボールの学校

fcusc-
oaa-yokohama

エフシーユー チューブ

fcu tube

遊びの学び舎

NPO法人 FCUスポーツクラブ

小1-大人　水曜サッカー  
               16:00-17:15 / 
18:00-19:15


場所：横浜ラポール  他

小1-大人　月曜リクジョ−
               16:00-17:15 / 
18:00-19:15

Oaa横浜校

未来の福祉スポーツ、ここにあり。



生徒募集ここはOTTYとボールから「心の技術」を習う。世界最初の
「福祉スポーツ教育」の研究ラボ。子どもたちの未来を育む。

afb.soccer.athletics.

「心の技術」を習うボールの学校

Oaa目的「afb.を通じた青少年の福祉スポーツ育成」

オーアーアー

未来の福祉スポーツ、ここにあり。

ボールと考えよう。
そしてみんなで
学ぼう。

Oaa横浜校
「心の技術」を習うボールの学校

健常者と障害者が共学するボールのスポーツ学校

afb.soccer.athletics.

Oaa横浜校

遊びの学び舎

NPO法人 FCUスポーツクラブ

小1-大人　水曜サッカー  
               16:00-17:15 / 
18:00-19:15


場所：横浜ラポール  他

小1-大人　月曜リクジョ−
               16:00-17:15 / 
18:00-19:15

Oaa横浜校

fcusc-
oaa-yokohama

エフシーユー チューブ

fcu tube



Oaa横浜校
    afb.soccer.athletics.

「心の技術」を習うボールの学校

オッティ芸術蹴球アカデミ

Otty artfootball academy

Otty artfootball 
academy

遊びの学び舎

NPO法人 FCUスポーツクラブ

オッティ芸術蹴球アカデミ
Otty artfootball academy



「心の技術」を習う
幼少期から福祉にふれる場所

生徒募集

サッカーと球技の上達、そして陸上競技脳・運動神経をのばす最良の指導

Oaa横浜校
    afb.soccer.athletics.

「心の技術」を習うボールの学校

オッティ芸術蹴球アカデミ

Otty artfootball academy

Otty artfootball 
academy

ボールを自分のいる地球と見立て
自分が宇宙側になってそれをコントロールする。

そこには地球を大切に思う心が芽生えてくる。

すると自然にボール技術が高まっていく。
それがOaaの指導ポイント。

遊びの学び舎

NPO法人 FCUスポーツクラブ

オッティ芸術蹴球アカデミ
Otty artfootball academy



遊びの学び舎

NPO法人 FCUスポーツクラブ

オッティ芸術蹴球アカデミ
Otty artfootball academy



健常者と障害者が共学するボールのスポーツ学校

Oaa横浜校
    afb.soccer.athletics.

「心の技術」を習うボールの学校

遊びの学び舎

NPO法人 FCUスポーツクラブ

オッティ芸術蹴球アカデミ
Otty artfootball academy



Oaa横浜校
    afb.soccer.athletics.

「心の技術」を習うボールの学校

遊びの学び舎

NPO法人 FCUスポーツクラブ

オッティ芸術蹴球アカデミ
Otty artfootball academy



壁を乗り越える日

日本のスポーツに
足りないもの‥

福祉だった。

Oaa横浜校
    afb.soccer.athletics.

「心の技術」を習うボールの学校

afb.授業風景
Live performance

夢・実現をここで練習しよう

遊びの学び舎

NPO法人 FCUスポーツクラブ

オッティ芸術蹴球アカデミ
Otty artfootball academy



Oaa横浜校
    afb.soccer.athletics.

「心の技術」を習うボールの学校

遊びの学び舎

NPO法人 FCUスポーツクラブ

オッティ芸術蹴球アカデミ
Otty artfootball academy



第5回Oaa修了式

涙と笑い、頑張った
2年間を振り返る時。

ゲームはいつもOTTYコーチと勝負

「私は、ここで習ったことを
　日本の未来に役立てます」

Oaa横浜校
    afb.soccer.athletics.

「心の技術」を習うボールの学校

遊びの学び舎

NPO法人 FCUスポーツクラブ

オッティ芸術蹴球アカデミ
Otty artfootball academy



Oaa横浜校
    afb.soccer.athletics.

「心の技術」を習うボールの学校

遊びの学び舎

NPO法人 FCUスポーツクラブ

オッティ芸術蹴球アカデミ
Otty artfootball academy



Oaa-kids artfootball 
performance.

ボールの学校 Oaa 

アイデンティティ 
identity 

アイデンティティ 
identity 2016artfootball identity identity 

Oaaは、個性の存在価値を表現させる

僕らは、
ここにいた。

Oaa目的 
「afb.を通じた青少年の福祉スポーツ育成」 

Oaa横浜校
    afb.soccer.athletics.

「心の技術」を習うボールの学校

遊びの学び舎

NPO法人 FCUスポーツクラブ

オッティ芸術蹴球アカデミ
Otty artfootball academy



Oaa船橋校
afb.soccer.

「心の技術」を習うボールの学校

遊びの学び舎

NPO法人 FCUスポーツクラブ

年長-小2
金曜アートフットボール  16:30-17:45　

小3-中3
金曜サッカー                 17:45-19:00

場所：プレオン船橋アリーナ（東武SC）

船橋代表サッカー選手育つところ、ここにあり。

Oaa船橋校

fcusc-
oaa-funabashi

エフシーユー チューブ

fcu tube



船橋の生徒は希望に満ちあふれた子ばかり。

さあ、スタートしよう！

みんな、遊びに来てね！

Oaa船橋校
「心の技術」を習うボールの学校

遊びの学び舎

NPO法人 FCUスポーツクラブ

年長-小2
金曜アートフットボール  16:30-17:45　

小3-中3
金曜サッカー                 17:45-19:00

場所：プレオン船橋アリーナ（東武SC）

Oaa船橋校

船橋代表サッカー選手育つところ、ここにあり。

afb.soccer.

fcusc-
oaa-funabashi

エフシーユー チューブ

fcu tube



Oaa船橋校
「心の技術」を習うボールの学校

    afb.soccer.

遊びの学び舎

NPO法人 FCUスポーツクラブ

オッティ芸術蹴球アカデミ
Otty artfootball academy



金曜日に
待ってるね。

オーアーアー　
船橋の
代表に
なる！　

フナバシ！

Oaa船橋校
「心の技術」を習うボールの学校

    afb.soccer.

大好きな
友がいる！

遊びの学び舎

NPO法人 FCUスポーツクラブ

オッティ芸術蹴球アカデミ
Otty artfootball academy



Oaa船橋校
「心の技術」を習うボールの学校

    afb.soccer.

遊びの学び舎

NPO法人 FCUスポーツクラブ

オッティ芸術蹴球アカデミ
Otty artfootball academy



私たちは、
Oaa船橋校の

サポートをする。

サッカー経歴：

楽しい
サッカー人生

作ろう。

夢を描いて
行こう。

コーチ紹介

Oaa船橋校
「心の技術」を習うボールの学校

 【名前】ヤマコーチ（山崎 篤史）
 【所属】「ウニベルサーレ
　　　　　　サッカースクール」　　　　　
 【特技】たこ焼き早食い

■小学校時代
　…松戸市選抜 全国大会出場
■中学時代…関東選抜
■高校時代
　…市立船橋高校サッカー部 卒業
　…千葉県国体 全国優勝
　…高校3年時 関東大会 優勝
　…夏のインターハイ 全国3位
　…冬の全国高校サッカー選手権大会 優勝
■日本サッカー協会公認C級コーチ
■2014年よりプレオン船橋にてOaa船橋校 配属
　担当コーチとして一躍みんなの人気者になる

船橋の子
集まれ！

    afb.soccer.

Oaa船橋校のテーマは
「船橋の福祉を担うサッカー選手育成」

遊びの学び舎

NPO法人 FCUスポーツクラブ

オッティ芸術蹴球アカデミ
Otty artfootball academy



Oaa船橋校
「心の技術」を習うボールの学校

    afb.soccer.

遊びの学び舎

NPO法人 FCUスポーツクラブ



出た！OTTYコーチの
オーバーヘッド、スゴスギだ！

Oaa船橋校 afb.soccer は
「東武スポーツ クラブ プレオン船橋
サッカースクール」内。

Oaa船橋校は、ウニベルサーレ・サッカースクールと
世界で輝く日本のスーパープレーヤーづくりに挑戦します。

オッティ芸術蹴球アカデミ
Otty artfootball academy

夢カナエル
ソシテ親孝行スル。

Oaa船橋校
「心の技術」を習うボールの学校

    afb.soccer.

遊びの学び舎

NPO法人 FCUスポーツクラブ




