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 私はフォルトゥナとこれまで13年間、選手やスカ
ウトとして関わってきましたが、今回こうしてスポ
ーツディレクターという立場で皆さんにご挨拶でき
ることを大変嬉しく思います。長年フォルトゥナで
過ごしてきた間に、私自身ももちろん、この街に
住む日本人の方々とフォルトゥナの特別な繋が
りをたくさん体験してきました。私は現役の頃に、
大前元紀や金城ジャスティンといった選手と一緒
にプレーしましたし、ブンデスリーガ昇格を果たし
た2018年には、原口元気と宇佐美貴史という素
晴らしい選手2人が大活躍してくれました。当時、
スカウティングチームとして、この2人がフォルトゥ
ナを去ったことは悲しかったですが、現在それぞ
れのクラブで成功していることを嬉しく思っていま
す。そして今、我々は日本代表の田中碧を完全
移籍で獲得することができました。碧が我々と長
期契約を結んでくれたことを非常に嬉しく思いま
す。また、U23チームで成長を遂げている内野貴
史も、新シーズンからはトップチームの一員となり
ます。

 全体として、経験豊富な選手と若い才能が上手
く混ざった良いチームになっているので、我々は
新シーズンをとても楽しみにしています。私はたく
さんの方々にアリーナへ足を運んでいただけるこ
と、そして皆さんと共にフォルトゥナが多くの試合
に勝利できることを願っています。
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DANIEL THIOUNE

 2月8日、ダニエル・ティウネ監督
がフォルトゥナの新監督に就任し、
新しいコーチ陣とともにブンデスリ
ーガ2部の降格圏からの脱出とい
う大きなチャレンジに挑むことに。
就任当時のチームは、入れ替え
戦圏内の16位、4試合連続無得点
で4連敗という厳しい状況だった。
それでもティウネ監督は就任後の
記者会見で、「我々は再び2部リー
グの上位に食い込みたいと思って
います。でも、それは先の話です。
まずはこれからの13試合でできる
限り成功を収めることが重要です」
と述べていた。

 そして彼は見事にその“リーグ残
留”という使命を果たす。フォルト
ゥナはティウネ監督のもとでの初
戦、ホームのメルキュア・シュピー
ル・アリーナにて2021/22シーズン
の2部リーグ王者となったFCシャ
ルケ04に2-1で勝利すると、そこか
ら勢いに乗り怒涛の追い上げを見
せる。フォルトゥナは力強いインテ
ンシブなサッカーを披露し、リード
を奪った試合をものにできないこと
は何度かあったものの、最終節の
FCザンクト・パウリー戦で黒星を
喫するまで、ドイツ2部リーグで12

試合無敗を記録。これは、昨季の
ブンデスリーガ1部・2部の中でも
最も長い無敗記録となった。ティウ
ネ監督自身も、初戦からサイドライ
ンで気持ちを前面に出す彼らしい
スタイルでファンの心を掴んだ。最
終的には勝ち点44ポイントを獲得
し、就任当初から6つも順位を上げ
て降格圏とは大きなポイント差を
つけ、リーグ10位という満足のいく
結果でシーズンを終えることに成
功した。

 アウェーで行われた最終節のFC
ザンクト・パウリー戦の後、ティウ
ネ監督は「我々は自分たちで掴
み取った休暇を楽しみにしていま
す。この3ヶ月、多くのエネルギー
を注いできたので、バッテリーも少
し減りました。私はこれから家族、
そして仲間たちと多くの時間を共
にし、そのバッテリーを早く充電し
たいと思います。それがまた、そ
の後のターボに繋がります」とコメ
ントしていた。6月12日、チームは
新シーズンに向けて再び始動した
が、昨シーズンの後期に我々が目
にしたものは、間違いなく新シーズ
ンへの期待が高まるものだったと
言えるだろう。

ダニエル・ティウネ監督のもとでダニエル・ティウネ監督のもとで
12試合連続無敗を記録12試合連続無敗を記録
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アペルカンプ真大アペルカンプ真大
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INTERVIEW

真大、まずは2021/22シーズンを振り返真大、まずは2021/22シーズンを振り返
ってくれる？ってくれる？

 昨シーズンはプロイサー監督が新しい
指揮官になって、若い監督でスタートし
ましたけど、残念ながらそれが上手くい
かなくて、最初からなかなか結果が出ず
に苦戦を強いられたシーズンでした。僕
個人としては、最初の方にU21ドイツ代
表に選ばれたので、それはポジティブな
ことでしたけど、2回目の代表ウィークの
後にコロナに感染し、コロナから復帰し
た後の練習試合で怪我をしてしまい、厳
しい時間を過ごしました。それでも、ウィ
ンターブレイクを利用してコンディション
を整え、年明けからほとんどスタメンで
出場できたのはよかったです。ただ、チ
ームとして結果が残せなかったのが残
念でした。それで負けが続いた時に監
督が交代となり、選手たちももう一度ゼ
ロからのスタートとなったので、トレーニ
ングの雰囲気も変わってクオリティも高く
なりました。そこから無敗記録で降格圏
内からも脱出できたので、監督交代が
昨シーズンのターニングポイントだった
と思います。

ダニエル・ティウネ監督が就任してからダニエル・ティウネ監督が就任してから
12試合無敗を記録していたけど、チーム12試合無敗を記録していたけど、チーム
として具体的に何が変わったのかな？として具体的に何が変わったのかな？

 最初の頃は簡単に失点していたのです
が、監督が代わってからはジョルディも
来たし、ホフィも完全復帰したのでディフ
ェンスラインが安定したのが鍵だったと
思います。後ろが安定したことでオフェ
ンス陣も余裕を持ってプレーできるよう
にもなりましたからね。あとは監督自身
が選手全員と話しますし、すごく細かい
ことまで言いますけど、非常にエモーシ
ョナルな監督で、試合中もベンチで見せ
ている熱い感情は僕たち選手にも伝わ
るので、そのエモーションがチームに良
い影響を与えたと思います。

ティウネ監督が就任してからはほぼ全ティウネ監督が就任してからはほぼ全
試合にスタメン出場していたけど、真大試合にスタメン出場していたけど、真大
が監督から求められているプレーは？が監督から求められているプレーは？

 ティウネ監督になってからはサイドでも
中盤でもプレーしましたけど、僕が言わ
れているのは、相手のMFとDFラインの
間のスペースで動いて、碧くんとかセン
ターバックからボールを受けて攻撃の起
点になることです。

昨シーズン後期は、試合や練習でも碧昨シーズン後期は、試合や練習でも碧
と貴史と日本人3人でプレーすることがと貴史と日本人3人でプレーすることが
多くなったよね。多くなったよね。

 これは僕にとってもドイツでは初めての
経験ですし、最後に日本人と一緒にプレ
ーしたのは日本にいた時だったので、2
人とプレーできるのはすごく楽しいです。
ヨーロッパのチームで日本人3人がプレ
ーするのはなかなかないスペシャルな
ことなので、本当に楽しんでやれていま
す。サッカーだけでなく、日常生活でもド
イツ語だけじゃなくて日本語も喋れるの
で日本語を忘れないですし、そういう意
味でもすごく嬉しいです。

今年に入ってから徐々にコロナの規制今年に入ってから徐々にコロナの規制
が緩和して、多くのファンがスタジアムにが緩和して、多くのファンがスタジアムに
戻ってきたことについて。戻ってきたことについて。

 ファンが戻ってきたのは本当にポジティ
ブなことです。ここ最近、僕たちに大きく
欠けていた存在でした。ホームゲームで
ファンがいるといないのでは本当に大き
な違いがありますからね。ファンも監督
が代わってから良い方向に進んでいる
と分かっていたからこそ、雰囲気も非常
に良かったですし、ファンと共に最後の
13試合を良い結果で終われたことで、
来シーズンへの期待も高まっていると思
います。また、サイン会ではたくさんのフ
ァンと話したり写真を撮ったりできたこと
も、すごく楽しかったです。

これから新シーズンがスタートするけこれから新シーズンがスタートするけ
ど、2022/23シーズンへの意気込みと個ど、2022/23シーズンへの意気込みと個
人的な目標を教えてくれる？人的な目標を教えてくれる？

 1番大事なのは怪我なくプレーするこ
と。そしてもっと得点やアシストという結
果を残すことですね。昨シーズンよりもさ
らにチームの中心になりたいですし、碧
くんとの日本人コンビももっと出していけ
ればと思っています。チームとしては昨
シーズンのようなシーズンにはできない
ですし、僕たちはトップ5にいるべきチー
ムだと思っているので、そこを目指して
頑張りたいです。

今年はカタールW杯で日本代表とドイ今年はカタールW杯で日本代表とドイ
ツ代表が初戦で対戦するよね。真大はツ代表が初戦で対戦するよね。真大は
U17・U18と日本代表に入っていたし、今U17・U18と日本代表に入っていたし、今
はU21ドイツ代表として活躍しているけはU21ドイツ代表として活躍しているけ
ど、この対決は真大にとってどんな意味ど、この対決は真大にとってどんな意味
を持つのかな？を持つのかな？

 すごく特別な一戦です。僕は日本とドイ
ツのハーフなので、すごくスペシャルな
試合ですし、なかなかないデュエルです
からね。しかも、W杯というサッカー選手
にとって1番大きな舞台なので、僕にとっ
てはすごく大きな意味を持つ試合です。
碧くんも出場しますし、フォルトゥナにと
っても意味のある試合だと思うので、1
番楽しみにしている試合です。

最後に日本人ファンの皆さんにメッセー最後に日本人ファンの皆さんにメッセー
ジをジを

 まず、この前のサイン会に来てくれたフ
ァンの方々、ありがとうございました。フ
ォルトゥナには新シーズンも日本人3人
がいますし、ヨーロッパでも日本人3人
が所属しているチームはなかなかありま
せん。僕たち3人が一緒にピッチに立つ
可能性も低くないと思うので、皆さんに
は是非スタジアムに足を運んで欲しいで
す。応援よろしくお願いします！

15歳でフォルトゥナのU16チームに入団して以来、このクラブで着実に成長を遂げ、今では21歳にしてトップチームの選手協議
会のメンバーを務めるなど、フォルトゥナに欠かせない存在となっているアペルカンプ真大。今回、そんなU21ドイツ代表MFがイ
ンタビューに応じ、昨シーズンを振り返るだけでなく、新シーズンに向けた意気込みや個人的な目標、そしてファンへの想いなど
を語ってくれた。 
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 フォルトゥナ・デュッセルドルフは4月27
日、川崎フロンターレからレンタル移籍
となっていた田中碧を完全移籍で獲得
したことを公式発表。フォルトゥナは買
取オプションを行使し、日本代表MFと
2025年6月30日までの3年契約を結ん
だ。

 昨年の夏からフォルトゥナでプレーして
いる田中碧 (23歳)は、昨シーズンの第
29節、ハンザ・ロストックとのホームゲー
ムでデュッセルドルフでの初ゴールと初
アシストをマーク。ダニエル・ティウネ監
督就任後は全試合に出場し、12試合連
続無敗記録にも大きく貢献した田中は、
海外初シーズンとなった2021/22シーズ
ン、フォルトゥナで合計30試合 (リーグ
戦29試合、ドイツ杯1試合)に出場してい
た。

クラウス・アロフス役員 (スポーツ&コミュクラウス・アロフス役員 (スポーツ&コミュ
ニケーション)：ニケーション)：
 「田中碧は、この数ヶ月でチームの重
要な選手に成長しました。だからこそ、
我々はクラブとして彼と長期契約を結ぶ
ことを決断しました。我々は碧がまだま
だ成長する選手だと確信していますし、
これから彼と共に多くの喜びを分かち合
えることを楽しみにしています」
 
田中碧：田中碧：
 「フォルトゥナは初日から自分を受け入
れてくれましたし、このクラブは日本から
ヨーロッパへの大きなステップを可能な
限り容易にしてくれました。デュッセルド
ルフはとても居心地が良いですし、これ
からより多くのゴールやアシストでチー
ムの成功に貢献できればと思います」

日本代表MFと2025年までの契約を締結日本代表MFと2025年までの契約を締結

フォルトゥナが田中碧をフォルトゥナが田中碧を
完全移籍で獲得完全移籍で獲得
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 サッカー日本代表は6月、キ
リンチャレンジカップでパラグ
アイ代表とブラジル代表、キリ
ンカップでガーナ代表、チュニ
ジア代表との国際親善試合4
連戦を戦い、結果は2勝2敗と
なった。フォルトゥナのMF田中
碧は、キリンチャレンジカップ1
戦目のパラグアイ戦、3-1で迎
えた後半17分から元フォルトゥ
ナの選手である原口元気に代
わってピッチに立つと、後半40
分にはペナルティエリア際から
右足を振り抜き、ダメ押しゴー
ルをマークして4-1での勝利に
貢献。そして迎えた2戦目、田
中はFIFAランキング1位のブラ
ジル代表との試合にスタメン
出場し、ネイマールやヴィニシ
ウス・ジュニオールを始めとす
る世界トップレベルの選手た
ちと対戦した。結果は0-1で敗
戦。試合後、田中は悔しさを見
せながらも、「ブラジル戦では
ボールを保持する時間が多少
はありましたし、このチームな
らW杯でやれそうな感覚もあり
ました。戦うだけの力はあると
思いますし、それくらい素晴ら

しい選手が揃っていると一緒
にやっていて感じています」と
コメントし、続けて「ただ世界ト
ップを争う国にも素晴らしい選
手はいるので、その中で個の
差を埋めることは僕自身必要
です。チームスポーツである以
上、チームとしての最大値を上
げられることがサッカーの面白
さであり、勝てるようになる唯
一の方法だと思います。この1
試合で近づいた手応えはない
ですが、チーム全体として突き
詰めていければ、やり合える
可能性はどんどん上がってい
くと思います」と述べていた。

 そして、続くガーナ戦には、2-1
で迎えた後半24分から途中交
代でピッチに入ると、そこから
日本代表は2点を追加して4-1
での勝利に貢献。この勝利で
キリンカップ決勝に進んだ日本
代表は、チリ代表に勝利した
チュニジア代表と対決すること
に。田中はこの試合もベンチス
タートとなったものの、後半か
ら出場。しかし、結果は0-3で
チュニジアに軍配が上がり、残

念ながら日本代表は優勝を掴
み取ることができなかった。

　それでも、この国際親善試合
4連戦がW杯に向けて非常に
良いシュミレーションになった
ことは間違いないだろう。これ
からW杯本大会までに海外組
を含めて活動できるのは9月の
み。そして今年11月には、カタ
ールにて4年に一度の祭典が
開幕する。

6月の国際親善試合4連戦は2勝2敗という結果に6月の国際親善試合4連戦は2勝2敗という結果に

日本代表：W杯出場国と強化試合日本代表：W杯出場国と強化試合
SAMURAI BLUE

キリンチャレンジキリンチャレンジ
カップ 2022カップ 2022

日本代表 –
パラグアイ代表 4-1

日本代表 –
ブラジル代表 0-1

キリンカップキリンカップ
サッカー 2022サッカー 2022

日本代表 –
ガーナ代表 4-1

日本代表 –
チュニジア代表 0-3
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 今年3月12日、コロナによる多くの
欠場者を出したことにより、トップ
チームで出場する機会が訪れ、第
26節・SCパーダーボルンとのアウ
ェー戦でブンデスリーガ2部デビュ
ーを飾った内野貴史。そのデビュ
ー戦で堂々としたプレーを見せて
90分フル出場を果たし、勝ち点1を
獲得したチームに大きく貢献した
ことで、チームからの信頼を得た
だけでなく、自身初となるU21日本
代表にも初選出されていた。

 それからというもの、トップチーム
の練習に帯同し、トレーニングでも
説得力のあるプレーを見せ続けて
いた内野に再びチャンスが巡って
くる。第33節、シーズン終了まで後
2試合を残し、リーグ2位を走って

いたSVダルムシュタット98戦で85
分からピッチに入り、ホームでもデ
ビューを飾ることに。この試合は
終盤、2人の退場者を出すなど荒
れた展開となったものの、最後ま
で1点を守り切ったフォルトゥナが
2-1で勝利を収めていた。

 トップチームにて今季ホーム初出
場を果たした内野は「最近2試合
続けてベンチに入れて、いつか出
番が来ると信じてずっと準備して
いたので、いきなりその出番が来
てもそこまで緊張せずに良い感じ
で入れました」とコメント。試合終
盤、2-1で相手もなんとか後1点を
狙いにくる難しい状況でピッチに
入ったことについては、「フォルトゥ
ナがチームとして今シーズン最後
の最後でやられることが多くて、
それで苦しんできていたので少し
だけ嫌なイメージもありましたけ
ど、そこはあまりいろんなことを考
えず、積極的にみんなに声をかけ
たりチームにポジティブな要素と
なれるよう、自分にできることだけ
に集中しました」と内野。また、ホ
ームで初出場したことについては
「雰囲気がアウェー戦と全然違い
ました。前期はU23チームと共に
スタンドから試合を見ていたので、
すごい雰囲気だということはわか
ってましたけど、いざ実際にピッチ
に立ったらそれを上回る迫力でし
た。それを経験できて嬉しかった
ですし、こういうゲームを毎週コン
スタントにできるような環境に自分
の身を置きたいという欲も出てき
ています」と更なるステップアップ
への意欲を口にしていた。

SVダルムシュタット98戦で85分から途中出場SVダルムシュタット98戦で85分から途中出場

内野貴史が内野貴史が
ホームデビューホームデビュー

Takashi Uchino Heimspiel-Debüt
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TAKASHI UCHINO

 U23アジアカップに臨んだU21日
本代表は、惜しくも優勝には届
かなかったものの、3位で大会を
終えたことにより、2年後のパリ
五輪予選を兼ねた次回大会にお
けるポット1 (第1シードグループ) 
入りの優位を得ることに成功。そ
して、この大会ではフォルトゥナ
のDF内野貴史が存在感を見せ
つけた。全6試合のうち、サウジ
アラビア戦と韓国戦を除く4試合
でスタメンに名を連ね、本来のポ
ジションである右サイトバックだ
けでなく、右サイドハーフや左サ
イドバックとしても出場するなど、
柔軟性も発揮。さらには、2アシ
ストを含む4得点に絡む活躍を見
せ、U21日本代表の3位入賞に大
きく貢献した。

 大会後、内野は「自分自身、今
回のアジアカップはU21日本代表
として選ばれたのが2回目だった
ので、チームが勝つことも大切で
すけど、自分が持っている力を発
揮して、個人として生き残らなけ
ればいけないという気持ちを持っ
て臨みました。その中で優勝とい
う結果が残せなかったのは残念
でしたけど、大会を通して自分の
攻撃面の持ち味だったり、守備
面ではドイツで培っている強度っ
ていうところを少しは見せられた
と思います」と振り返り、4得点に
絡む活躍だけでなく、非常に多く
のチャンスを作り出していたこと
については「ディフェンスの選手

なので1番大切なのは守備の部
分だと思いますけど、今のサイド
バックはそれにプラスして攻撃の
面でいかに決定的なチャンスを
作り出すかっていうのも求められ
ている中で、今回いくつか得点に
絡むプレーができたことは自分
の中でも自信に繋がりましたし、
これからもっとそこの質を高めて
いきたいと思います」とコメント。
また、本来の右サイドバックだけ
でなく、いくつかのポジションで出
場したことについては「右サイド
ハーフはあまり経験したことがな
かったので、少し戸惑った部分は
ありましたけど、試合に入る前に
監督が自分に何を求めているの
かっていう部分をはっきりと理解
した上でピッチに入ることで迷い
なくプレーできましたし、左サイド
バックに関しては今までに経験し
たことがあったので、自分のこれ
までの経験プラス、監督が自分
に求めていることをしっかりと意
識してプレーしました」と柔軟性も
発揮した。

 今大会で「隠れたキーマン」や「
令和のウッチー」として注目を集
めた内野。これからフォルトゥナ
でさらに成長を遂げ、間違いなく
パリ五輪世代の中心選手になっ
てくれるはずだ。

U21日本代表U21日本代表
U23アジアカップで3位U23アジアカップで3位
AFC U23アジアカップ ウズベキスタン 2022AFC U23アジアカップ ウズベキスタン 2022

U21-Japan: Dritter Platz beim Asien Cup

グループステージグループステージ

U21日本代表 –
UAE 2-1

U21日本代表 –
サウジアラビア 1-1

U21日本代表 –
タジキスタン 2-1

準々決勝準々決勝

U21日本代表 –
韓国 3-0

準決勝準決勝

U21日本代表 –
ウズベキスタン 0-2

3位決定戦3位決定戦

U21日本代表 – 
オーストラリア 3-0
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田中碧とアペルカンプ真大の田中碧とアペルカンプ真大の
サイン会を開催サイン会を開催

Autogrammstunde mit Ao Tanaka und Shinta Appelkamp
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AUTOGRAMMSTUNDE

 本来、2021年11月22日に開催を予定してい田中
碧とアペルカンプ真大のサイン会は、残念ながら
コロナパンデミックの影響により中止を余儀なくさ
れていた。それでも、シーズン終盤となった2022
年5月3日(火)、なんとかデュッセルドルフのインマ
ーマン通りにあるme and all hotelにてサイン会を
開催することができた。
 
 当日は、サイン会スタートとなる17:00前からme 
and all hotelの前に長蛇の列ができ、その列はホ
テルの外を過ぎても止まることがないほどだった。
当初17:00〜18:30の1時間半を予定していたサイ
ン会だったが、非常に多くのファンが来場したた
め、このイベントは2時間を超えることに。ファンの
中には、フォルトゥナのユニフォームはもちろん、
日本代表やドイツ代表のユニフォームやサインカ
ード、田中がプロへと成長を遂げた川崎フロンタ
ーレのユニフォームにサインをお願いするファン

の姿も。また、今回のサイン会にはあまりにも大
勢のファンが駆けつけたため、イベントスタートか
らおそよ15分後には満員御礼により、スタッフが
列の最後尾でストップをかけることとなっていた。
それでも田中とアペルカンプは終始笑顔を絶や
さず、ファンの方々1人1人との会話を楽しみなが
ら、サインや写真撮影の希望に応じた。
 
 フォルトゥナは今回、コロナパンデミックによる制
限があった2年以上の期間を経て、再びこうしてフ
ァンの方々と交流できるイベントを開催できたこと
を非常に嬉しく思うと共に、欧州でロンドン、パリ
に次ぐ3番目に大きい日本人コミュニティーがある
デュッセルドルフで、この街に住む日本人の方々
にフォルトゥナをもっともっと身近に感じてもらい、
自分たちのクラブなんだと知ってもらえるようなイ
ベントをこれからも開催していきたいと考えてい
る。

me and all Hotelの前には長蛇の列がme and all Hotelの前には長蛇の列が



 コロナパンデミックの影響で
2 年 以 上 ぶ り の 開 催 と な っ た 
”Düsseldorf / NRW 日本デー”。5
月21日(土)にノルドライン・ヴェス
トファーレン州の州都デュッセル
ドルフで開催された欧州最大の
日本のお祭りには約60万人が来
場した。フォルトゥナも例年通り、
この日独の友好関係の象徴でも
ある日本デーに参加し、今年はラ
イン川沿いではなく、市庁舎の前
に新しいファントラックと共にブー
スを出店。今回、フォルトゥナブー
スにはミニゴールを設置し、子ど
もたちがシュートを決めて、デュッ
セルドルフを代表するサッカーク
ラブの景品 (ファングッズ) や情報
などをゲットできる機会を提供し
たが、用意していた景品が全てな
くなるほどの大盛況となった。ま
た、お昼時には、デュッセルドル
フのDr.シュテファン・ケラー市長
や在デュッセルドルフ日本総領事
館の岩間公典総領事もフォルトゥ
ナブースを訪問してくれた。

 今年の日本デーには合計50以
上の情報・体験テントが設置さ
れ、多くの来場者に日本の伝統
文化や現代のポップカルチャー、
代表的なスポーツなどを紹介。毎
年、多くのコスプレーヤーが集ま
るのも日本デーの見どころとなっ
ている。また、会場内には20以上
の屋台が並び、様々な日本食が
提供された。キリンビールを片手
に、焼きそばやたこ焼きを食べな
がら和太鼓ショーを楽しむ。ドイ
ツでこれほど日本を感じられるの
はデュッセルドルフならではの魅
力だろう。そして、日本デーのハ
イライトは日本伝統の花火で、今
年は「共に平和と友好のために」
をテーマにした花火大会が開催
され、大成功を収めた日本デーを
締めくくった。

JAPAN-TAG

欧州最大の日本のお祭りには約60万人が来場欧州最大の日本のお祭りには約60万人が来場

フォルトゥナが日本デーにフォルトゥナが日本デーに
Fortuna zu Gast beim Japan-Tag

japan.f95.de18

F 95



 5月11日(水)、フォルトゥナ・サッ
カースクールがデュッセルドルフ
日本人学校に訪れ、サッカー教
室を開催した。今回、初の試みと
なったこのサッカー教室は「地域
に根付いているスポーツクラブと
の関わりを通じて、住んでいる地
域についての理解を深め、関心
を広げる」「ドイツの国技であるサ
ッカーに触れることで、スポーツ
を通じた豊かな生き方について
考える」という2つをテーマに、体
育の授業の一環として2時間目に

4年生、3時間目に3年生に向けて
約50分間のトレーニングを実施。
子どもたちはフォルトゥナ・サッカ
ースクールの指導者のもと、ステ
ップワークやドリブル、最後にはミ
ニゲームを行い、ドイツ語と日本
語を交えながら、元気いっぱいに
サッカーを楽しみ一緒に汗を流し
た。

 2008年から毎年、2年生に向け
てアリーナ見学を実施している
が、今回さらにデュッセルドルフ

日本人学校の子どもたちがフォ
ルトゥナと触れ合う機会を提供で
きたことを嬉しく思うと共に、今後
もこのサッカー教室を継続してい
けることを願っている。

フォルトゥナ・サッカースクールフォルトゥナ・サッカースクール
×デュッセルドルフ日本人学校×デュッセルドルフ日本人学校
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F 95 FUßBALLSCHULE

3年生と4年生に向けてサッカー教室を実施3年生と4年生に向けてサッカー教室を実施

Fortuna Fußballschule x Japanische Internationale Schule

「企業」の経済活動を総合的に学ぶ

お問い合せ先：中央大学 商学部事務室

https://www.chuo-u.ac.jp/inquiry/form/?id=7

中央大学商学部とフォルトゥナ・デュッセルドルフは
日本初のカレッジ・パートナーシップを締結しました。

中央大学 商学部 中央大学商学部
公式Webサイト

経営学科 会計学科 国際マーケティング学科 金融学科

中央大学商学部 直近のトピックをご紹介します

「商業・貿易学科」は 2022 年 4 月から『国際
マーケティング学科』に名称変更しました。
国際マーケティング学科では、企業の国際活動
について、マーケティングや国際貿易に関する
専門科目やビジネス実務の講義を通じて、国際
社会で必要とされる知識と課題解決能力を身に
つけます。

国際マーケティング学科へ名称変更
2020 年度より「金融学科」の新カリキュラム
がスタートしました。
これまでの、企業の金融・財務活動についての
体系的な学びに加えて、新カリキュラムでは

『キャッシュレス決済』や『中小企業の金融』
など、今必要とされる最新動向についても学
ぶことが可能です。

金融学科 新カリキュラム スタート︕

商学とは製品やサービスを生み出す過程とそれらの流通・交換を営む市場の経済の動きを解明する学問です。市場を
牽引するのは主に企業ですから、商学では企業の活動を中心に学びます。商学部では 4つの学科を通じてビジネスに
関わる流通市場の営み、企業活動と管理の仕組み、ビジネスの国際展開、会計情報の作成・活用などを深めていきます。

TOPICS
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